
平成26年度

補正予算の概要

(追　加)

一　般　会　計　補　正　予　算　第8号

いちき串木野市





平成26年度　一般会計･特別会計補正予算比較表

会計名 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�槍玉予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

般会計 ��bﾃ3湯ﾃsSb�243,000 ��bﾃcC"ﾃsSb� 

簡易水道事業特別会計 鼎�"ﾃsS�� 鼎�"ﾃsS�� 

国民健康保険特別会計 釘ﾃSビﾃピ�� 釘ﾃSビﾃピ�� 

公共下水道事業特別会計 田cづ3sr� 田cづ3sr� 

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CヲﾃS迭� �2ﾃCヲﾃS迭� 

国民宿舎特別会計 都BﾃSS2� 都BﾃSS2� 

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 �#Bﾃ#��� �#Bﾃ#��� 

後期高齢者医療特別会計 鼎�Bﾃ#s�� 鼎�Bﾃ#s�� 

合計 �#bﾃ�Srﾃs�R�243,000 �#bﾃC��ﾃs�R� 

公営企業会計補正予算比較表

会計名 劍ｯ�.疫ﾈ螽ｧ｢�補正予算額 佗b�(単位:千円) 摘要 

衣 道 辛 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 鼎#Bﾃピ�� 鼎#Bﾃピ�� 

支出 鼎#"ﾃ鉄"� 鼎#"ﾃ鉄"� 

差引 ��ﾃ�#r� ��ﾃ�#r� 

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

差引 ��3�Sづ#��� 輔�Sづ#��� 
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臓入)(単位:千円,%) 

義 刳�阯¥算額 剌l正(第8号) ��ﾖ8���R琶?｢���Hｼｨ,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1市税 �3,027,420 ��ゅb� �2ﾃ�#rﾃC#��18.2 ��

2地方譲与税 �122,013 ��縒� ��#"ﾃ��2�0.7 ��

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要式専管所得慧 僮,080 ����� 白ﾃ����0.0 ��

6地方消費税交付金 �324,187 �"��� �3#Bﾃ�ビ�2.0 ��

7自動車取得税交付金 �9,382 ��謦� 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 �5,359,382 �3"縒� 迭ﾃ3S津3�"�32.2 ��

･o芸鷲叫誓葺慧 �7加o ����� 途ﾃ����0.0 ��

11分垂金及び負麹金 �186,553 ����� ��ッﾃSS2�1.1 ��

12使用料及び手数料 �182,131 ����� ���"ﾃ�3��1.1 ��

13国庫支出金 �2,017,832 ��"�2�115,010 �"ﾃ�3"ﾃイ"�12.8 �&闔h毖肩峇�&闔h�j��hﾞi9仗亶ﾘ辷�ﾏ�WHｾ���Rﾃ����

14県支出金 �1,288,874 途纈� ��ﾃ#モﾃピB�7.8 ��

15財産収入 �38,787 ���"� �3づsビ�0.2 ��

16寄附金 �3,421 ����� �2ﾃC#��0.0 ��

17繰入金 �837,526 店�ｳ��127,990 涛cRﾃS�b�5.8 俥��ﾙ+)�隶霎�ﾄｩ?ﾈｾ��#rﾃ涛��

18繰越金 �565,358 �2紕� 鉄cRﾃ3S��3.4 ��

19諸収入 冓88,823 ���"� ��モﾃ�#2�1.2 ��

芝O市.倭 �2,218,629 ��2絣� �"ﾃ#�づc#��13.3 ��

歳入合.計 �16,399,756 �������243,000 ��bﾃcC"ﾃsSb�.100_0 ��

-般財痕 区分 �ｩLｨﾞ�ｹ��10,442,199 田2ﾃr�127,990 ���ﾃSs�ﾃ�ヲ�63.5 ��

特定財痕 迭ﾃ鉄rﾃSSr�36.3 ���Rﾃ����6,072,567 �3b絣� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��5,025,019 �3�綯�127,990 迭ﾃ�S2ﾃ����31.0 ��

依存財森 免ﾂﾃ3sBﾃs3r�69.4 ���Rﾃ����ll,489,747 田偵�� 
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(歳出) 款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c畏b��合計 �(単位:千円,%) 清正の内容 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1議会費 ��sRﾃ�#b�1.1 ��175,126 ����� 

2総務費 �"ﾃ#�づS釘�13,5 ��sRﾃS���2,384,094 ��B�2�地方版総合戦略策定事業10,000 企業の誘致促進及び育成補助金165,500 

3民生費 �2ﾃ田�ﾃ�迭�24.1 ��3,960,095 �#2繧� 

4衛生費 �"ﾃ3#津C�R�14.2 ��2,329,415 ��B��� 

5労倣費 途ﾃ����0.0 ��7,090 ����� 

6農林水産業費 田cBﾃC���4.0 ��664,490 摘��� 

7商工費 鉄�Rﾃイr�3.1 田rﾃS���583,347 �2絣�商品券発行事業補助金67,500 

8土木費 �"ﾃ#��ﾃS唐�14_0 ��2,290,598 ��2繧� 

9消防費 ��ﾃ�#Rﾃs唐�6_3 ��1,025,798 澱�"� 

10教育費 ��ﾃ�S�ﾃ�3B�7.0 ��1,150,834 澱纈� 

11災害復旧費 鼎�ﾃS���0.3 ��41,500 ���"� 

12公債費 �"ﾃ�#�ﾃ3c��12.3 ��2,020,369 ��"��� 

13予備費 ���ﾃ����0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��bﾃ3湯ﾃsSb�100.0 �#C2ﾃ����16,642,756 ������� 

-3-



一般会計補正予算(第8号)性質別比較表

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

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

義 慕 的 経 普 ��ﾈﾈ���3,077,308 ��ゅr� �2ﾃ�srﾃ3���18.5 ��

扶助費 �"ﾃツbﾃ��B�17.5 ��2,866,114 ��r�"� 

公債費 �"ﾃ�#�ﾃ3c��12,3 ��2,020,369 ��"ﾃ�� 

計 途ﾃ田2ﾃs���48.5 ���7,963,791 鼎r繧� 

消 費 的 経 費 兒以���1,580,197 湯綯�9,550 ��ﾃSヲﾃsCr�9.6 �&饑ｹLY�ﾘﾘy�ﾙzｨﾟI.磯hｼc津SS��

維持檎修費 �#cRﾃ#ッ�1.6 ��265,286 ��綯� 

補助費等 ��ﾃ33bﾃ��r�8.2 �#32ﾃCS��i,570,367 湯紕�地方版籍合戦略策定事業450 企業の誘敦促進及び育成補助金165,500 商品券発行事業補助金67,500 

計 �2ﾃ��"ﾃC���19.4 �#C2ﾃ����3,425,400 �#�綯� 

そ の 他 の 餐 ���xｾ��518,986 �2�"� 鉄�づ塔b�3.1 ��

投資.出資.貸付金 ��ﾃツ��0.0 ��1,860 ����� 

換出金 ��ﾃ#s�ﾃ##��7_7 ��1,270,220 途縒� 

普 佗b�1,791,066 ���纈� ��ﾃs��ﾃ�cb�10.8 ��

投 餐 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,410,999 �#�繧� �2ﾃC��ﾃ涛��20.5 ��

災害復旧春美費 鼎�ﾃS���0.3 ��41,500 ���"� 

計 �2ﾃCS"ﾃC湯�21.1 ��3,452,499 �#��� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �16,399,756 �������243,000 ��bﾃcC"ﾃsSb�100.0 ��



◎一般会計　3月禰正予算(追加)の概要

【歳入】(単位:千円) 

衣.項.日 倬hｼikﾈ耳皦,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 竸)�8ｧ｢�計 

13国庫支出金 ��&闔hｨ��ｸ峇�&闔h�j��hｨ�9仗亶ﾘ辷�ﾏ�WHｾ���hｴｲ俥��ﾘ攣uﾈ､Yxｷ�r�0 免ﾃRﾄ�B�115.010 

(2)国庫靖助金 俛�,ﾇ)&饑ｲﾘ,ﾈﾔH�ｬ(ｦy�X,佰ﾈ*�+ﾘｽ亶ﾘﾆ���鞜J8,��陌�+X+ﾙ&闔h,ﾈ��N�ｸｴ�."�

(》給務費国庫補助 �&饑ｹLY��ﾘy�ﾙzｨ,ﾉ�hﾗ8��郢9�,倬�+x.�+ﾘ-����ﾘ+8.ｨ+ﾘﾏ�WHｾ�,ZJ)&闔h��N�ｸｴ��
･生活支援型｣とr地方創生先行型｣の2つの交付金で構成される○ 

o地域消費喚起.生活支援型 

･日的:地方公共同体が実施する地域における消費喚起策やこれに直接効果を 

有する生活支援策に対し､国が支援する. 
･交付金算定額:67,119千円(人口､財政力指数､消費水準等を勘案して交付) 

･充当事業:商品券発行事案補助金 

o地方創生先行型 

･目的:地方公共団体による地方版籍合戦略の円滑な策定と戦略に盛り込む事莱 

の先行真滝に対し､国が支援するo 

･交付金算定額:47,891千円(地方版結合戦時策定経費として10,000千円と人口､ 

財政力指数等を勘案して交付) 
･充当事業:地方版籍合戦略策定事業､企業の誘敦促進及び育成補助金 

【歳出】(単位=千円) 

款.項.冒 倬h甑kﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 做ｩ�9|ﾂ�節 

2総務費 �9&饑ｹLY��ﾘy�ﾙzｨﾟI.磯hｼb��hｴｲ��ﾘﾟH攣uﾈ蟀MG���0 牝�����10,000 

(1)給務管理費 鑓馼ｼiN���ﾃ����x冷�,�ｾ�Ss"饑��N�S�I{yN�#ZH�w�N��ﾃCS:H勾�Y{�經����

@企画費 愉<�.萎�ﾋ鐙ｸｹk�N��ﾌ竸(�ｾ���ﾃ����x冷�

o事菜内容等 

平成26年u月に成立した｢まち.ひと-しごと創生法｣に基づき､人口減少等地域 

の直面する課題に対応し､雇用の創出と定住環境の充実による人口の碇出拘制 

及び地域の活性化による好循環を生み出すための平成27年度から平成31年度 

における政策目標.施策を掲げる地方版籍合戦略の策定経費. 

事業年度:平成26-27年度(換越明許費設定) 

(9企業立地対策費 ��ｮ仂h,ﾉuY'i�9�亶�-�孜�ﾉ^(�ｾ��,x��弌ﾉJﾘ攣uﾈﾇ(�����840 ��cRﾅ4��166,340 

o事業費:165,500千円(靖劫金) 

o特定財源:給務費国庫繍助金37,891千円 

o事業内容等 

地方版総合戦略に盛り込む予定の｢(仮称)企業誘致産某育成事業｣のうち先行 

実施する補助金の追加○ 

事業年度:平成26-27年度(繰越明許費設定) 

o靖助内容等 

(当初)(増減)(合計) 
一事業所用水使用料繍助840千円一千円840千円 

4雇用促進補助一千円5,500千円5,500千円 

●設備投資促進補助一千円160,000千円160,000千円 

計840千円165,500千円166,340千円 

7商工費 ��ⅹV佶H�ﾗ8馼ｼi^(�ｾ���hｴｲ��X蝌ⅸﾔ�ｹuﾈ螽�����0 田rﾃS���67,500 

(1)商工費 鑓馼ｼiN�crﾃS���x冷運(�ｾ���

(参商工振興費 愉<�.萎�ﾋ陶�ﾙk�N��ﾌ竸(�ｾ�crﾃ����x冷�

o事業内容等 

地域の消費喚起のため､いちき串木野商工会議所等が行う商品券発行事業に 

対する補助金○ 

事業年度:平成26-27年度(繰越明許費設定) 

o発行内容等(秦)ー 
-発行者:いちき串木野商工会議所及び市来商工会 

･発行額:330,000千円(うちプレミアム分55,000千円※プレミアム率:20%) 

･販売価格:5千円(580円券の12枚綴り) 

･販売数:55,800冊 

･販売開始:平成27年7月1日 

･販売場所:いちき串木野商工会議所及び市来商工会 

※販売開始時より一定期間は､臨時販売所を設置 
･利用期間:平成27年7月1日～12月31日 

･利用可能事葉所:市内に本店､支店がある事前登録した事業所 
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