
平成25年度

6　月

補正予算の概要

(追　加)

一　般　会　計　補　正　予　算　第2号

簡易水道事業特別会計補正予算　第1号

公共下水道事業特別会計補正予算　第1号

療　育　事　業　特　別　会　計　補　正　予　算　第2号

水　道　事　業　会　計　補　正　予　算　第1号

いちき串木野市



平成25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c��ﾃScR�▲70,365 ��Rﾃc#�ﾃ#��� 

簡易水道事業特別会計 鼎�津3���▲417 鼎�づャ2� 

国民健康保険特別会計 釘ﾃCCRﾃCsB� 釘ﾃCCRﾃCsB� 

公共下水道事業特別会計 田s津C�R�▲1,182 田sづ#32� 

地方卸売市場事業特別会計 ���ﾃcsb� ���ﾃcsb� 

介護保険特別会計 �2ﾃS��ﾃ#ヲ� �2ﾃS��ﾃ#ヲ� 

国民宿舎特別会計 田2ﾃss�� 田2ﾃss�� 

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計 ��bﾃ���� ��bﾃ���� 

療育事業特別会計 �#�ﾃ塔r�▲466 �#�ﾃS#�� 

後期高齢者医療特別会計 �3sづSS"� �3sづSS"� 

合計 �#Rﾃ#3rﾃ�3r�▲72,430 �#Rﾃ�cBﾃs�r� 

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 事 莱 假ｸ擁4假ｸ轤�収入 �3��ﾃ�3B� �3��ﾃ�3B� 

支出 �3��ﾃs���▲1,242 �3��ﾃCcr� 

差引 ��#R�1,242 ��ﾃ3cr� 

資本的収支 假ｹ?ﾂ�171,381 ��171,381 ��支出 �3#Rﾃ#3�� �3#Rﾃ#3�� 

差引 ��3�S2ﾃゴr� ��3�S2ﾃゴr� 
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平成25年度　一般会計補正予算(第2号)構成表

(歳入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円,%)

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 �3,050,373 ��偵B� �2ﾃ�S��3s2�19.5 ��

2地方譲与税 �132,773 ��纈� ��3"ﾃss2�0.9 ��

3利子割交付金 �4,566 ����� 釘ﾃScb�0.0 ��

4配当割交付金 �1,070 ����� ��ﾃ�s��0.0 ��

5要式等腎所得翌 �534 ��ﾃ�� 鉄3B�0.0 ��

6地方消費税交付金 �269,010 ��縒� �#c津����LT ��

16,434 ����� ��bﾃC3B�0.1 ��

8地方特例交付金 冤l,152 ����� 免ﾂﾃ�S"�0.1 ��

9地方交付税 �5,129,000 �3"縒� 迭ﾃ�#津����32.8 ��

･o芸預り㌔全音霊 �7,000 ����� 途ﾃ����0.1 ��

11分担金及び負担金 �177,158 ����� ��srﾃ�S��1.1 ��

12使用料及び手数料 �172,777 ����� ��s"ﾃssr�1.1 ��

13匡ー庫支出金 �1,732,144 免ﾂ��� ��ﾃs3"ﾃ�CB�ll.1 ��

14県支出金 �1,108,311 途��� ��ﾃ��づ3���7.1 ��

15財産収入 �30,843 ���"� �3�ﾃイ2�0.2 ��

16寄附金 �1 ����� ���0.0 ��

17繰入金 �486,156 �2���▲70,365 鼎�Rﾃs���2.7 俥��ﾙ+)�隶霎�ﾄｩ?ﾈｾ��3s�ﾃ3cR�

18繰越金 �142.542 ��纈� ��C"ﾃSC"�0.9 ��

19諸収入 �154,192 ����� ��SBﾃ��"�1.0 ��

20市債 �3,065,529 ��偵R� �2ﾃ�cRﾃS#��19.6 ��

歳入合計 �15,691,565 �������▲70,365 ��Rﾃc#�ﾃ#���100.0 ��

一般財源 区分 �ｩLｨﾞ�ﾋ��9,813,140 田"絣�▲70,365 湯ﾃsC"ﾃssR�62.4 ��

特定財源 迭ﾃピづC#R�37.5 ���5,878,425 �3r綯� 

自主財源 区分 俾偃Xﾞ�ﾋ��4,214,042 �#b纈�▲70,365 釘��C2ﾃcsr�26.5 ��

依存財源 免ﾂﾃCsrﾃS#2�73.1 ���ll,477,523 都2絣� 



(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 ���2ﾃScB�1.2 ��3�ﾃ�釘�182,470 ���"�給与費▲1,094 

2総務費 �"ﾃ�迭ﾃ3���14.0 ��3�津3#R�2,175,975 ��2纈�給与費▲19,325 

3民生費 �2ﾃcc"ﾃS#R�23.3 ��3rﾃ�C��3,655,384 �#2紕�給与費▲6,675 療育事業特別会計繰出金▲466 

4衛生費 �"ﾃ���ﾃS�2�12.8 ��3津C�"�1,991,021 ��"縒�給与費▲9,075 簡易水道事業特別会計繰出金▲417 

5労働費 免ﾂﾃS�"�0.1 ��ll,582 ����� 

6農林水産業費 田�bﾃツ"�3.9 ��3Bﾃ3#��602,541 �2纈�給与費▲4,321 

7商工費 �#�Rﾃ#sb�1.3 ��3�ﾃcc2�203,613 ���2�給与費▲1,663 

8土木費 ��ﾃssづ�c��ll.3 ��3bﾃ#s��1,771,890 免ﾂ�2�給与費▲5,096 公共下水道事業特別会計繰出金▲1,182 

9消防費 鉄#�ﾃs#B�3.3 輔津3C��511,384 �2�2�給与費▲9,340 

10教育費 �"�#cBﾃ3�R�14.4 ��3��ﾃs���2,252,604 ��B紕�給与費▲11,711 

11災害復旧費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

12公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�14.1 ��2,217,736 ��B�"� 

13予備費 ��������0.1 ��10,000 ����� 

歳出合計 ��Rﾃc��ﾃScR�100.0 ��3s�ﾃ3cR�15,621,200 ������� 
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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 剌J正(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 費 ��ﾈﾈ���3,041,967 ��偵B�▲68,300 �"ﾃ都2ﾃccr�19.1 从ｹu餒��3cづ3���

扶助費 �"ﾃS唐ﾃ3���16.6 ��2,598,308 ��b綯� 

公債費 �"ﾃ#�rﾃs3b�14.1 ��2,217,736 ��B�"� 

計 途ﾃゴづ����50.1 ��3cづ3���7,789,711 鼎偵�� 

消 費 的 経 費 兒以���1,495,493 湯絣� ��ﾃC迭ﾃC�2�9.6 ��

維持補修費 �##"ﾃピ��1.4 ��222,878 ��紕� 

補助費等 ��ﾃ3�"ﾃ33��8.4 ��1,312,339 唐紕� 

計 �2ﾃ�3�ﾃs���19.3 ���3,030,710 ��偵B� 

そ の 他 の 経 費 ���xｾ��238,537 ��絣� �#3づS3r�1.5 ��

投資.出資.貸付金 ��ﾃ����0.0 ��1,910 ����� 

繰出金 ��ﾃ�澱ﾃ鼎b�7.6 ��3"ﾃ�cR�1,194,881 途綯�療育事業特別会計繰出金▲466 簡易水道事業特別会計繰出金▲417 公共下水道事業特別会計繰出金▲1,182 

計 ��ﾃC3rﾃ3�2�9.1 ��3"ﾃ�cR�1,435,328 湯��� 

投 餐 的 経 費 儿�,ｨﾉｩ�ﾘ馼ｼiN��3,320,451 �#��"� �2ﾃ3#�ﾃCS��21.3 ��

災害復旧事業費 �3Rﾃ����0.2 ��35,000 ���"� 

計 �2ﾃ3SRﾃCS��21,4 ���3,355,451 �#�絣� 

予備費 �10,000 ����� ���ﾃ����0.1 ��

歳出合計 �15,691,565 �������▲70,365 ��Rﾃc#�ﾃ#���100.0 ��
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平成25年度　簡易水道事業特別会計補正予算(第1号

(歳入) 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公営企業収入 ��cづcコ�40.2 ��168,685 鼎��"� 

2使用料及び手数料 �#�r�0.1 ��217 ����� 

3繰入金 鉄津c�"�14.2 ��3C�r�59,275 ��B�"�一般会計繰入金▲417 

4諸収入 �#�ﾃs�b�l 4.9 ��20,706 釘纈� 

5市債 ��s�ﾃ����40.6 ��170,000 鼎�綯� 

歳入合計 鼎�津3���100.0 ��3C�r�418,883 ������� 

(歳出) 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簡易水道事業費 �3�B��CR�74.9 ��3C�r�313,628 都B纈�給与費▲417 

2公債費 ���Bﾃ#SR�24.9 ��104,255 �#B纈� 

3予備費 ��ﾃ����0.2 ��1,000 ���"� 

歳出合計 鼎�津3���100.0 ��3C�r�418,883 ������� 
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平成25年度　公共下水道事業特別会計補正予算(嘉l号)構成表

(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事業収入 ��ヲ��c��27.9 ��189,169 �#r纈� 

2分担金及び負担金 �2ﾃ����0.6 ��3,800 ��綯� 

3匡l庫支出金 ��Rﾃ����2.2 ��15,000 �"�"� 

4繰入金 �3�づン��46.9 ��3�ﾃ��"�317,717 鼎b繧�一般会計繰入金▲1,182 

5諸収入 ��Cr�0.0 ��147 ����� 

6市債 ��S"ﾃC���22.4 ��152,400 �#"絣� 

歳入合計 田s津C�R�100.0 ��3�ﾃ��"�678,233 ������� 

(歳出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千札%)

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 鼎"ﾃ�#2�6.2 ��3c�2�41,330 澱���給与費▲693 

2事業費 ��C�ﾃ#3b�20.8 ��3Cヲ�140,747 �#�繧�給与費▲489 

3公債費 鼎迭ﾃcSb�72.9 ��495,656 都2��� 

4予備費 鉄���0.1 ��500 ����� 

歳出合計 田s津C�R�100.0 ��3�ﾃ��"�678,233 免���� 
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平成25年度　療育事業特別会計補正予算(第2号

(歳入)(単位:千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧ｢�竸)�2��c(ﾘb��!廿計≠ 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 ��

1事業収入 ��づS迭�84.6 ��18,595 塔bﾃB� 

2繰入金 �2ﾃ3���15.4 ��3Ccb�2,924 ��2綯�一般会計繰入金▲466 

3繰越金 ���0.0 ��1 ����� 

4諸収入 ���0.0 ��1 ����� 

歳入合計 �#�ﾃ塔r�100.0 ��3Ccb�21,521 ������� 

(歳出)(単位=千円,%) 

款 弍�.疫ﾈ螽ｧｩ���2��c(ﾘb��剄㈹v 剳竦ｳの内容 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

1総務費 ��rﾃ332�78.8 ��3Ccb�16,867 都ゅ2�給与費▲466 

2障害児適所支援事業費 釘ﾃSSB�20.7 ��4,554 �#�ﾃ"� 

3予備費 �����0.5 ��100 ��絣� 

歳出合計 �#�ﾃ塔r�100.0 ��3Ccb�21,521 ������� 
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平成25年度　水道事業会計補正予算(第1号

(収益的収支)(単位:千円,%) 

読.項 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�竸)�8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

水道事業収益 �391,834 ������� �3��ﾃ�3B�100.0 ��

営業収益 �3ッﾃcs��98.7 ��386,678 涛ゅr� 

営業外収益 迭ﾃ�Sb�1.3 ��5,156 ���2� 

水道事業費用 �391,709 �������▲1,242 �3��ﾃCcr�100.0 ��

営業費用 �3#�ﾃCc��82.1 ��3�ﾃ#C"�320,227 塔"���給与費▲1,242 

営業外費用 田津#C��17.7 ��69,240 ��r縒� 

予備費 ��ﾃ����0.2 ��1.000 ���2� 

収支差引 �125 辻�1,242 ��ﾃ3cr�- ��

(資本的収支)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円,%)

義.項 刳�阯¥算額 剳竦ｳ(第1号) 俘xﾇb�僖��8,ﾉ>�vR�

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 仞�ｧ｢�構成比 

資本的収入 �171,381 ������� ��s�ﾃ3���100.0 ��

企業債 ��s�ﾃ����99.2 ��170,000 涛偵"� 

負担金 ��ﾃ3���0.8 ��1,381 ��繧� 

資本的支出 �325,238 ������� �3#Rﾃ#3��100.0 ��

建設改良費 �#�rﾃ田��63.9 ��207,961 田2纈� 

企業債償還金 ���rﾃ#sr�36.1 ��117,277 �3b��� 

収支差引 凵｣153,857 辻� ��3�S2ﾃゴr�- ��
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◎ 6月補正予算(追加)の概要

○国からの要請
国は厳しい財政状況及び復興財源確保のため･平成24年4月から平成26年3月までの2年間に限り､給与を平均7.8%減額する国家公

務員の給与に関する特例を定めたその後･国から地方公共団体についても､給与削減について必要な措置を講ずる要請の閣議決定
及び総務大臣書簡の要請を受け･具体的取組の目安として､ラスパイレス指数の100を超える部分について､ 100まで下げる減額措置が
示された｡

○国の予算編成
平成25年度の地方財政への対応として､平成25年7月から国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として､地方公務員給

与費を約8･500億円減額する一方･給与減額に見合った事業費を特別枠として､防災･減災事業費(4,550億円) ､地域の元気づくり事業

費(3,000億円)などの歳出枠を設定している｡

○対象者①職員数346人(一般会計330人､簡易水道事業2人､公共下水道事業5人､療育事業2人､水道事業7人)

②特別職　3人(市長､副市長､教育長)

○削減率①一般職1級･2殻‥▲4%､ 3級～6級･.▲5.6%

ラスハ'イレス指数:105.6 - 99.9(▲5.7)

②特別職市長:現行▲10%-▲20%､副市長:現行▲5%-▲15%､教育長濁行▲1%-▲10%

○削減額　▲71,607千円

①一般会計▲68.300千円(一般職▲67,300千円､特別職▲ 1,000千円)

②簡易水道事業▲417千円
③公共下水道事業▲1,182千円
④療育事業▲ 466千円

⑤水道事業▲1,242千円
･一般職給料平均▲ 18千円/月､ ▲166千円/9月　･特別職給料平均　▲65千円/月

<参考>

○普通交付税影響見込額

①給与費影響額: ▲98,720千円(国簡易試算)
②地域の元気づくり事業費: 33,390千円

会計名 倬hｼikﾂ韶X,育ｸﾟH,ﾉ>�vY9��既定額 窒�6､Vﾂ｢�単位:千円) 計 

一般会計 ��ｸｹu餒�,ﾈﾋ逢ｩ�ﾙk�擺�2,798,093 ��3cづ3���2,729,793 

･事業費:▲68,300千円(給料▲55,744､共済費▲12,556) 

･職員数等:333人(一般職330人､特別職3人) 

簡易水道事業 ��ｸｹu餒�,ﾈﾋ逢ｨ�8岔�Y;�ｲ�14,904 ��3C�r�14,487 

特別会計 唸馼ｼiN��3C�y�x冷虻ｹ{��33C�HｺHﾜ���3sb��

･職負数:2人 

公共下水道事業 ��ｸｹu餒�,ﾈﾋ逢ｨ�8岔�Y;�ｲ�52,015 ��3�ﾃ��"�50,833 

特別会計 唸馼ｼiN��3�ﾃ��)�x冷虻ｹ{��3田zHｺHﾜ���3#�R��

･職員数:5人 

療育事業特別会計 ��ｸｹu餒�,ﾈﾋ逢ｩY�8擺�17.333 ��3Ccb�16,867 

･事業費:▲466千円(給料▲381､共済費▲85) 

･職員数:2人 

水道事業会計 ��ｸｹu餒�,ﾈﾋ逢ｨ�8岔�Y;�ｲ�56,115 ��3�ﾃ#C"�54,873 

･事業費ニ▲1,242千円(給料▲1,018､法定福利費▲224) 

･職員数:7人 
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