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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3澱ﾃ����149,123 ��RﾃSCRﾃ�#2� 

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�� 

公共下永道事業特別会計 田s"ﾃSC�� 田s"ﾃSC�� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃSc"� ���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永事業特別会計 ��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3c�ﾃ3Cr�149,123 �#RﾃS�津Cs�� 

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 1旦 事 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1号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

款 刳�阯¥算額 剳竦ｳく第1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"�19.4 ��

2地方誘与税 �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要式等腎所得翌 �1.080 ����� 亦ﾃ����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縒� 迭ﾃ�sRﾃ����33.3 ��

･o憲笥)誓言霊 �7,000 ����� 途ﾃ����0.0 ��

11分担金及び負換金 �172,738 ����� ��s"ﾃs3��1.1 ��

12使用料及び手数料 �177,514 亦�"� ��srﾃS�B�1.1 ��

13国庫支出金 �1,873,441 ��"�"�149,123 �"ﾃ�#"ﾃScB�13.0 凩X鳬Y�8ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼiN����ﾃゴ"���支,I�)��}X鳬<�~�ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼiN�3rﾃ#s��

14県支出金 �1,019,341 澱綯� ��ﾃ��津3C��6.6 ��

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� 塔�ﾃ����0.5 ��

19諸収入 �148,755 ����� ��CづsSR�1.0 ��

20市債 �2,465,154 ��b��� �"ﾃCcRﾃ�SB�15.9 ��

歳入合計 �15,396,000 �������149,123 ��RﾃSCRﾃ�#2�100.0 ��

一般財源 区分 �ｩLｨﾞ��R�9,642,288 田"綯� 湯ﾃcC"ﾃ#モ�62.0 ��

特定財痕 迭ﾃsS2ﾃs�"�_37.4 ��C津�#2�5,902,835 �3ゅ�� 

自主財痕 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��4,378,044 �#ゅB� 釘ﾃ3sづ�CB�28.2 ��

依存財源 免ﾂﾃ��rﾃ鉄b�71.6 ��C津�#2�ll,167,079 都�繧� 



(歳出) 款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c�ﾘb��合計 �(単位:千円,%) 補正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1歳会費 ��s2ﾃc湯�1.1 ��173,699 犯ﾂ� 

2総務費 ��ﾃ��Bﾃ鼎��ll.8 ��1,804,941 免ﾅ�� 

3民生費 �2ﾃS#"ﾃ3c��22.9 ��C津�#2�3,671,483 �#2綯�臨時福祉給付金給付事業111,852 子育て世帯臨時特例給付金給付事業37,271 

4衛生費 �"ﾃCSBﾃ3SR�15.9 ��2,454,355 ��U�� 

5労働費 澱ﾃ鼎R�0_I ��6,945 ����� 

6農林水産業費 田cRﾃ33"�4.3 ��665,332 釘�2� 

7商工費 �3sbﾃ��2�2ー4 ��376,193 �"紕� 

8土木費 �"ﾃ3Sづ�sB�15.3 ��2,358,074 ��R�"� 

9消防費 塔S�ﾃ�Sb�5.5 ��851,156 迭絣� 

10教育費 亦ﾆﾃ#2ﾃsSB�7.3 ��1,123,754 途�"� 

11災害復旧費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

12公債費 �"ﾃ��Bﾃ����13.1 ��2,014,191 ��2��� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��Rﾃ3澱ﾃ����100.0 ��C津�#2�15,545,123 ������� 
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一般会計補正予算(第1号)性質別比較表

区分 刳�阯¥募額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�忠%�献ｩ�x冷ﾂR��^)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 杏 的 経 費 ��ﾈﾈ���3,032,944 ��偵r�I,071 �2ﾃ�3Bﾃ��R�19.5 凩X鳬Y�8ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼccc����支,I�)��}X鳬<�~�ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼcC�"�

扶助費 �"ﾃcC�ﾃSCb�17.2 ��2,641,546 ��r��� 

公債費 �"ﾃ��Bﾃ����13.1 ��2,014,191 ��2��� 

計 途ﾃcモﾃc���50.0 ��ﾃ�s��7,689,752 鼎偵R� 

潤 普 的 経 費 兒以���1,476,456 湯綯�10,052 亦ﾃCッﾃS���9.6 凩X鳬Y�9J�WHｾ�ｸｹWH馼ｼcrﾃ��2���支,I�)��}X鳬<�~�ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼc"ﾃツ��

維持補修費 �#�Bﾃ3���1.3 ��204,301 ���2� 

補助費等 ��ﾃ�澱ﾃ鼎2�7.1 ��3づ����1,234,943 途纈�臨時福祉給付金給付事業104,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業34,000 

計 �"ﾃssrﾃs���18.0 ��Cづ�S"�2,925,752 ��ゅ�� 

そ の 也 の 経 ���xｾ��232,186 ���� �#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��8.1 ��1,246,638 唐��� 

普 佗b�1,480,684 湯綯� ��ﾃC��ﾃcィ�9.5 ��

投 S 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,403,935 �#"��� �2ﾃC�2ﾃ�3R�21.9 ��

災害復旧事業費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

計 �2ﾃC3づ�3R�22_3 ��3,438,935 �#"��� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,396,000 �������149,123 ��RﾃSCRﾃ�#2�100.0 ��



◎一般会計補正予算の概要

【歳出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位=千円)

a.項.目 倬hｼikﾂﾘ皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�比較 

3民生費 宙����鳬Y�8ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼb��hｴｲ兀�8攣uﾈ螽���r�0 免鳴ﾃゴ"�lil,852 

(1)社会福祉費 ��ｸ馼ｼiN�ﾆ鳴ﾃゴ)�x冷虻ｹWHｾ���Bﾃ�����)�Y{�"ﾃ涛"駮�k�N�"ﾃピzH+ｸ,ﾉ�ﾃ�ﾃ塔2��

(》社会福祉総務費 愉<�.萎�ﾋ�6ｩj��iN��ﾌ竸(�ｾ����ﾃゴ)�x冷��8ｧ｢��

o事業内容等 

平成26年4月からの消費税率の引上げに伴い､低所得者世帯-の影響緩和の 
ために設けられた臨時福祉給付金を給付する○ 

0給付対象者等 
･平成26年度市民税(均等割)非課税の者○ 

但し､市民税が課税されている者の扶養親族等や生活保護受給者等を除く. 
･給付対象者見込数--7,500人 

･給付対象外者見込数-.22,713人 

〔墓器,:5iiZl:44^] 
0給付額等 

･給付対象者1人につき､10,000円を給付勺 

ただし､老齢基礎年金受給者等には､5,000円を加算○ 
･加算対象者見込数-.5,800人 

(対象者見込数)(給付額)(給付総額) 

基本給付分7,500人10,000円75,000千円 

加算給付分5,800人5,000円29,000千円 

合計104,000千円 

0給付時期等 

市民税確定後､平成26年7月から9月まで申請受付○ 
8月から口座振込により給付予定○ 

3民生費 宙-韈�支,I�)��}X鳬<�~�ｸｹWHｾ�ｸｹWH馼ｼb��hｴｲ倡9j�ｹuﾈﾇ(���r�0 �3rﾃ#s��37,271 

(2)児童福祉費 鑓馼ｼiN�3r�#s��x冷虻ｹWHｾ�3Bﾃ���I�)�Y{��ﾃ3SjIo�k�N�s定+ｸ,ﾉ�ﾃ�ﾃ#3b��

(参児童運営費 愉<�.萎�ﾋ陶j��iN��ﾌ竸(�ｾ�3rﾃ#s��x冷��8ｧ｢��

○事業内容等 

子育て世帯-の影響緩和のために設けられた子育て世帯臨時特例給付金を給 

付するo 

0給付対象者等 
･平成26年1月分の児童手当受給者で平成25年中の所得が児童手当の所得 

制限宅削こ満たない者○ 

但し､臨時福祉給付金対象者,生活保護受給者等を除く○ 
･給付対象者見込数-.3,400人 

0給付額等 

給付対象者1人につき､10,000円を給付○ 

(対象者見込数)(給付額)(給付総額) 

3,400人10,000円34,000千円 

0給付時期等 

市民税確定後､平成26年7月から9月まで申請受付○ 
8月から口座振込により給付予定. 

-5-


