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平成26年度　一般会計･特別会計補正予算比較表

(単位:千円)

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

般会計 ��RﾃSCRﾃ�#2�▲81,928 ��RﾃCc2ﾃ�迭� 

簡易水道事業特別会計 鉄�づS#R� 鉄�づS#R� 

国民健康保険特別会計 釘ﾃS��ﾃ�3�� 釘ﾃS��ﾃ�3�� 

公共下水道事業特別会計 田s"ﾃSC�� 田s"ﾃSC�� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃSc"�0 ���ﾃSc"� 

介護保険特別会計 �2ﾃcc"ﾃ�sB� �2ﾃcc"ﾃ�sB� 

国民宿舎特別会計 田2ﾃCS2� 田2ﾃCS2� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��RﾃsS2� ��RﾃsS2� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ3s2� �#�ﾃ3s2� 

後期高齢者医療特別会計 鼎�津���� 鼎�津���� 

合計 �#RﾃS�津Cs��▲81,928 �#RﾃC#rﾃSC"� 

公営企業会計補正予算比較表
(単位:千円)

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�摘要 

水 道 辛 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#Bﾃピ�� 鼎#Bﾃピ�� 

支出 鼎#"ﾃ3�B� 鼎#"ﾃ3�B� 

差引 �"ﾃScR� �"ﾃScR� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�163,381 ��163,381 ��支出 �3#�ﾃSヲ� �3#�ﾃSヲ� 

差引 ��3�Sづ#��� ��3�Sづ#��� 
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平成26年度　一般会計補正予算(第2号)構成表

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千札%)

款 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第2号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �3,021,132 ��偵B� �2ﾃ�#�ﾃ�3"�19.5 ��

2地方譲与税 �122,013 ��繧� ��#"ﾃ��2�0.8 ��

3利子割交付金 �4,485 ����� 釘ﾃCコ�0.0 ��

4配当割交付金 �5,380 ����� 迭ﾃ3���0.0 ��

5要式等譲渡所得割 付金 �1,080 ����� ��ﾃ����0.0 ��

6地方消費税交付金 �324,187 �"��� �3#Bﾃ�ビ�2.1 ��

7自動車取得税交付金 �9,382 ����� 湯ﾃ3�"�0.1 ��

8地方特例交付金 冤l,493 ����� 免ﾂﾃC�2�0.1 ��

9地方交付税 �5,175,000 �32�2� 迭ﾃ�sRﾃ����33.5 ��

･o姦悪1誓言霊 �7,000 ����� 途ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負担金 �172,738 ��謦� ��s"ﾃs3��1.1 ��

12使用料及び手数料 �177,514 ����� ��srﾃS�B�1.2 ��

13国庫支出金 �2,022,564 ��2���▲79,069 ��ﾃ鼎2ﾃC迭�12.6 僞�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼiN��"ﾃC3����檍��gｹ�餔Y�ﾘﾘxﾏ�WHｾ��3��ﾃS�r�

14県支出金 �1,019,341 澱綯�22,432 ��ﾃ�C�ﾃss2�6.8 倡ｹ�ﾘ､ｩ�ﾘ��OXﾆ��Y�ﾉ<�¥ｩ�鞜H馼ｼiN��rﾃC���&闔i�ﾈ,8*ﾘ.磯hｼiN�ﾃ�3"�

15財産収入 �32,378 ���"� �3"ﾃ3s��0.2 ��

16寄附金 �1 ����� ���0.0 ��

17繰入金 �745,526 釘繧� 都CRﾃS#b�4.8 ��

18繰越金 �80,000 ��絣�15,809 涛Rﾃ����0.6 ����7案ｨ葎ｾ��Rﾃ����

19諸収入 �148,755 �����5,000 ��S2ﾃsSR�1.0 �5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�"ﾃC���E�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xｾ�"ﾃc���

20市債 �2,465,154 ��R纈�▲46,100 �"ﾃC�津�SB�15.6 倡9;丶9�8ﾞ(岔�ﾈ淤|x馼ｼh�3Cbﾃ����

歳入合計 �15,545,123 �������▲81,928 ��RﾃCc2ﾃ�迭�100.0 ��

一般財源 区分 �ｩLｨﾞ�ﾋ��9,642,288 田"���15,809 湯ﾃcSづ�途�62.5 ��

特定財源 迭ﾃ��"ﾃ�3R�38.0 ��3途ﾃs3r�5,805,098 �3r絣� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��4,378,044 �#ゅ"�15,809 釘ﾃ3�2ﾃゴ2�28.4 ��

依存財源 免ﾂﾃ�crﾃ�s��71.8 ��3途ﾃs3r�ll,069,342 都�綯� 
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(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1議会費 ��s2ﾃc湯�1.1 ��173,699 ����� 

2総務費 ��ﾃ��Bﾃ鼎��ll.6 迭ﾃ�3"�1,810,773 免ﾂ縒�定住促進対策補助金2,340 自治公民館建設整備事業補助金1,092 コミュニティ事業助成金2,400 

3民生費 �2ﾃcs�ﾃC�2�23.6 ��rﾃC���3,688,883 �#2纈�施設開設準備経費助成特別対策事業補助金17,400 

4衛生費 �"ﾃCSBﾃ3SR�15.8 ��2,454,355 ��R纈� 

5労働費 澱ﾃ鼎R�0.0 ��6,945 ����� 

6農林水産業費 田cRﾃ33"�4.3 �#づSCB�693,876 釘絣�農地中間管理事業委託経費2,600 地方卸売市場事業特別会計繰出金3,329 農業基盤整備促進事業22,615 

7商工費 �3sbﾃ��2�2.4 澱ﾃンr�383,090 �"絣�本物の旅かごしま誘客拡大キャンペーン事業1,865 観光まちづくり人材育成事業5,032 

8土木費 �"ﾃ3Sづ�sB�15.2 ��3�C�ﾃ����2,218,074 ��B�2�市道海瀬坂下線改良事業▲140,000 

9消防費 塔S�ﾃ�Sb�5.5 ��851,156 迭絣� 

10教育費 ��ﾃ�#2ﾃsSB�7.2 ��3c���1,123,153 途�2�串木野高等学校支援対策事業補助金▲601 

11災害復旧費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

12公債費 �"ﾃ��Bﾃ����13.0 ��2,014,191 ��2��� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��RﾃSCRﾃ�#2�100.0 ��3��ﾃ�#��15,463,195 ������� 
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一般会計補正予算(第2号)性質別比較表

(単位:千円,%)

区分 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第2号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 務 的 経 餐 ��ﾈﾈ���3,034,015 ��偵R� �2ﾃ�3Bﾃ��R�19.6 ��

扶助費 �"ﾃcC�ﾃSCb�17.0 ��2,641,546 ��r��� 

公債費 �"ﾃ��Bﾃ����13.0 ��2,014,191 ��2��� 

計 途ﾃcヲﾃsS"�49.5 ��7,689,752 鼎偵r� 

消 費 的 経 費 兒以���1,486,508 湯綯�8,407 ��ﾃC釘ﾃ��R�9.7 僞�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xﾆ��"ﾃc���gｹZ�,ﾉ{x*�+(+X-ﾉuXｷ�ｦy�X4ﾈ88987��ｸ98馼ｼcssR�ｬ�X-ﾈ+�,8*ﾘ.��ﾈﾝ闔y�ﾈ馼ｼcRﾃ�3"�

維持補修費 �#�Bﾃ3���1.3 ��204,301 ���2� 

補助費等 ��ﾃ#3Bﾃ鼎2�7.9 ��ﾃcヲ�1,236,632 唐���定住促進対策補助金1,200 本物の旅かごしま誘客拡大キャンペーン事業1,090 串木野高等学校支援対策事業補助金▲601 

計 �"ﾃ�#RﾃsS"�18.8 ���ﾃ�澱�2,935,848 ��偵�� 

そ の 他 の 経 費 ���xｾ��232,186 ��絣� �#3"ﾃ�ッ�1.5 ��

投資.出資.貸付金 ��ﾃツ��0.0 ��1,860 ����� 

繰出金 ��ﾃ#Cbﾃc3��8.0 �2ﾃ3#��1,249,967 唐���地方卸売市場事業特別会計繰出金3,329 

計 ��ﾃC��ﾃcィ�9.5 �2ﾃ3#��1,484,013 湯綯� 

投 質 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,403,935 �#�纈�▲95,353 �2ﾃ3�づS�"�21.4 �.員ｩ�9���鞜I^(�ｾ��ﾃ�C��齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ��ﾃ��"�5(7�8X6ｨ6X4(馼ｼh��ﾈｾ�"ﾃC���郢�ﾘ､ｩ�ﾘ��OXﾆ��Y�ﾉ<�¥ｩ�鞜H馼ｼi^(�ｾ��rﾃC���E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼc#"ﾃc�R��9;丶9�8ﾞ(岔�ﾈ淤|x馼ｼh�3�C�ﾃ����

災害復旧事業費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

計 �2ﾃC3づ�3R�22.1 ��3迭ﾃ3S2�3,343,582 �#�綯� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,545,123 �������▲81,928 ��RﾃCc2ﾃ�迭�100.0 ��



平成26年度　地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号

(歳入)(単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1使用料及び手数料 �2ﾃ3#��31.5 ��32ﾃ3#��0 �����地方卸売市場使用料▲3,329 

2繰入金 途ﾃ#32�68.5 �2ﾃ3#��10,562 �������一般会計繰入金3,329 

歳入合計 ���ﾃSc"�100.0 ���10,562 ������� 

(歳　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 剳竦ｳの内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1総務費 �3���3.0 ��318 �2��� 

2公債費 ���ﾃ#CB�97.0 ��10,244 涛x�ｳ�� 

歳出合計 ���ﾃSc"�100.0 ��10,562 ������� 
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◎一般会計6月補正予算の概要

【歳出】(単位‥千円) 

款.項.目 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

2総務費 ��.員ｩ�9���鞜I^(�ｾ���hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾈ螽������0 �"ﾃ3C��2,340 

(1)総務管理費 ��ｸ馼ｼiN�"ﾃ3C��x冷運(�ｾ���

⑥企画費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

(補助金名)(世帯数等)(補助金額) 
･住宅建築(購入)補助金1世帯500千円 

･定住奨励金2世帯(4人)1,200千円 

･土地購入補助金1世帯640千円 

合計2,340千円 

⑩共生協働推進費 ��齪��ﾏij�佶ｩ�ﾙ�餔X馼ｼi^(�ｾ���hｴｲ�-ﾈ+�,8*ﾘ.映胃�攣uﾈ螽������0 ��ﾃ��"�1,092 

○事業費:1,092千円(補助金) 

○特定財源:- 

○事業内容等 

(自治公民館名)(総事業費)(補助率)(補助金額)(改修内容) 

･牛ノ江自治公民館1,064千円1/3354千円床.基礎等の補修 

･浜町自治公民館2,216千円1′3738千円屋根.外壁等の補修 

合計1,092千円 

②コミュニティ事業助成金(新規)まちづくり防災課予算書p10 ���2,400 �"ﾃC���

○事業費:2,400千円(補助金) 

○特定財源:雑入(コミュニティ事業助成金)2,400千円(全額) 

○事業内容等 

宝くじの社会貢献広報事業を活用して､地域社会の健全な発展と住民福祉の向上 
に資するため､コミュニティ活動に必要な備品購入等に対して助成するo 

○助成内容等 

･助成対象者野平地区コミュニティ協議会 

･対象備品等夏祭り用やぐらステージ及び音響システム一式等 

3民生費 茶倡ｹ�ﾘ､ｩ�ﾘ��OXﾆ��Y�ﾉ<�¥ｩ�鞜H馼ｼi^(�ｾ���hｴｲ佶(ﾔ��ﾙ��ｹuﾈ螽������0 ��rﾃC���17,400 

(1)社会福祉費 ��ｸ馼ｼiN��rﾃC���x冷運(�ｾ���

③老人福祉費 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶j��iN�y^(�ｾ��rﾃC���x冷��8ｧ｢��

○事業内容等 

介護施設等における開設時から質の高いサービスを提供するため､備品購入費 
等に要する経費について補助するo 

○補助内容等 

･補助対象者社会福祉法人慈昂会 

･補助施設(仮称)特別養護老人ホーム吹上園ふもと(29床) 

･補助算定額17,400千円(29床×600千円) 

6農林水産業費 ��E�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xﾆ���hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ螽������0 �"ﾃc���2,600 

(1)農業費 ��ｸ馼ｼiN�"ﾃc���x冷�,�ｾ��ﾃcヲﾈ�w�N�#�Rﾈ妤�9{�cRﾈ+ｸ,ﾉ�ﾃ3���

③農業振興費 ��ｹ<�.萎�ﾋ鐙艙?ﾂ右�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh勾�Xｾ��"ﾃc���x冷��8ｧ｢��

○事業内容等 

平成26年4月に創設された鹿児島県農地中間管理機構から市に業務委託される 
貸出希望農地の情報把握､現地調査及び農地利用配分計画案の策定等に要す 
る経費o 

○農地中間管理機構 

農地中間管理事業法に基づき､｢農地の有効利用の継続や農業経営の効率化 
を進める担い手-の農地利用の集積.集約化を進める｣ことを目的に各都道府県 
に設置される○鹿児島県では公益財団法人鹿児島県地域振興公社が運営○ 

②地方卸売市場事業特別会計繰出金(追加)農政課予算書p11 途ﾃ#32�3,329 ���ﾃSc"�

○事業費:3,329千円(繰出金) 

○特定財源:- 

○事業内容等 

地方卸売市場使用料の減免に伴う地方卸売市場事業特別会計繰出金の追加o 
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【歳出】(単位=千円) 

款.項.日 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

6農林水産業費 ��E�hｮ餉Y�餔Y�9�倬hｼb��hｴｲ僞��ﾘ攣uﾈ螽������0 �#"ﾃc�R�22,615 

(1)農業費 ��ｸ馼ｼiN�#"ﾃc�Y�x冷���Y{�2ﾃc��ﾈﾔ磯iN��津��R��

⑦農業施設維持費 ��ｹ<�.萎�ﾋ陶E���X蝌ｼiN��ﾌ竸(�ｾ��"ﾃC3��x冷運(�zcSRR��

○工事内容等 

荒川地区(水路スライドゲート改修)､内門地区(頭首工改修)､ 

川上地区(農道舗装) 

7商工費 ��gｹZ�,ﾉ{x*�+(+X-ﾉuXｷ�ｦy�X4ﾈ88987��ｸ98馼ｼb��hｴｲ豫�Xﾏ�zﾈ攣uﾈ螽������0 ��ﾃツR�1,865 

(1)商工費 ��ｸ馼ｼiN��ﾃツY�x冷閲yN�srﾉX�%8ｾ��ﾃ���ﾈ+ｸ,ﾉ�ﾃ�モ��

③観光費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

県､県観光連盟､関係市及び観光関係団体で構成される｢観光かごしま大キヤン 
ペ-ン推進協議会｣が明治維新150周年を見据え､今年度から重点戦略事業として 

展開する｢本物の旅かごしま誘客拡大キャンペーン事業｣に参加し､本年7月に開館 

する薩摩藩英国留学生記念館など本市のPRを当該協議会と一体となって県内外- 
幅広く行うための負担金及び旅費等o 

②観光まちづくり人材育成事業(新規)観光交流課予算書p11 ���5,032 天樋3"�

○事業費:5,032千円(委託料) 

○特定財源:商工費県補助金5,032千円(全額) 

○事業内容等 

観光によるまちづくりに携わる人材を育成するために､観光セミナーや接客マナー 
講座等の企画.運営及び観光案内業務等の研修などを委託する○ 

･委託先NPO法人鹿児島いちき串木野観光物産センター 

･雇用人数2名 

8土木費 ���9;丶9�8ﾞ(岔�ﾈ淤|x馼ｼb依逢｢�7冦�ｹuﾈ螽������250,000 ��3�C�ﾃ����110,000 

(2)道路橋梁費 ��ｸ馼ｼiN��3�C�ﾃ����x冷慰磯iN��

②道路新設改良費 ��ｹ<�.萎�6罠7冦丑��ﾌ竸(�ｾ��3��ﾃS�y�x冷運(�zcb�����

(社会資本整備総合交付金) 

道路整備事業債▲46,100千円(合併特例債) 

○事業内容等 

橋梁下部工事の工期が平成26年7月末まで延長になったことに伴い､当初計画し 
ていた上部工事の一部を減額し､継続費の設定を行うo 

(当初)(変更後) 
･上部工事工期平成26年7月～平成27年3月平成26年10月～平成27年9月 

･上部工事総事業費275,000千円310,000千円 

〔書芸芸霊2≡…::::…岩去語呂:Z…岩〕 

10教育費 宙�Hｿ盈穎ﾈﾘ)9乂xﾕｨ辷��鞜H馼ｼi^(�ｾ�依逢｢仆8支効醜檠�ﾙk�攣uﾈ螽����"�3,600 ��3c���2,999 

(1)教育総務費 ��ｸ馼ｼiN��3c���x冷運(�ｾ���

(参教育振興費 ��ｹ<�.萎�ﾋ討ﾒ�

○事業内容等 

県立高校の再整備方針に対応し､串木野高等学校の存続に向けた取り組みに 
対し､支援内容の充実を図るo 

o稀助内容等 

(内訳)(当初)(補正額)(補正後) 

･国公立大学進学者-の入学金補助564千円▲492千円72千円 

･入学準備に係る経費補助1,600千円▲940千円660千円 

･模擬試験の受験料補助180千円一千円180千円 

･高校部活動応援補助900千円▲545千円355千円 

･英語検定.漢字検定-の補助356千円一千円356千円 

･土曜授業等講師料補助(新規)一千円1,176千円1,176千円 

･大学の受験料補助(新規)一千円200千円200千円 

合計3,600千円▲601千円2,999千円 
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◎地方卸売市場事業特別会計6月補正予算の概要

【歳入】(単位‥千円) 

款.項 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

1使用料及び手数料 ��&饑ｸ婪HH�8�ｨ諍w�{�ﾋ逢｢僞��ﾘ攣uﾈ螽���B�3,329 ��32ﾃ3#��0 

(1)使用料 �&饑ｸ婪HH�8�ｨ/�戊�8+x.仭盈穎ﾉ�(惠xｨ,ﾚI?ﾈ掣|ｨ,ﾈﾋ淫ﾙ9�,ﾈ+ﾘ-�吋飃H�8ﾘ(*｢�

減少し､厳しい経営状況となっている○同社による経費削減や販売管理の徹底など 
対策を講じているが､市場を取り巻く環境は厳しくなる一方であるo公設市場は､重 

要な地元流通の拠点であることから､改善に向けた取り組みを支援するため､市場 
使用料を減免する○ 

○売上高 

平成23年度25,963千円前年度比▲2,824千円(▲9.8%) 

平成24年度24,450千円前年度比▲1,513千円(▲5.8%) 

平成25年度20,858千円前年度比▲3,592千円(▲14.7%) 
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