
Ⅰ総括

１　歳入歳出予算補正

(1) 補正規模 （単位：千円）

補正後予算 対前年
同期比

一般会計 781,582,324 #REF!

特別会計 834,074,469 #REF!

企業会計 223,880,486 #REF!

合　　計 1,839,537,279 #REF!

【参考１】　一般財源の補正額

○主な内訳 ・前年度繰越金

・市　　税

・地方交付税

・その他

【参考２】　平成２４年度２月補正の状況

合　　計

27,173,442

(2) 補正の概要 （単位：千円）

　①　経済対策

　②　給与費等

　③　基金の積立

　④　その他

　⑤　市債管理特別会計

※他会計の補正に伴う市債収入金繰出金及び公債費

２　繰越明許費補正 〔 件〕 （単位：千円）

追加補正額

３　債務負担行為補正 〔 件〕 （単位：千円）

追加補正額

11,884,217

一般会計 特別会計 企業会計

37,546,284

▲ 422,793
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▲ 1,520,583

27,202,000

平成２５年度　２月補正予算案概要

当初予算 現在予算 今回補正

759,627,000 765,013,704 16,568,620

1,794,164,590 1,816,292,952

4,730,385

▲ 4,214,715

60,431

▲ 243,215 214,657

810,856,043 827,649,244 6,425,225

223,681,547 223,630,004 250,482

23,244,327

8,475,128

5,161,711

119,124

9,051,229

○補正額

8,141,775

1
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Ⅱ内容

１　歳入歳出予算補正 千円

　①　経済対策 千円
（単位：千円）

補正額 所　管

校舎等大規模改造事業 1,507,824 教育委員会

校舎(小学8校・中学2校)，講堂兼体育館(小学2校)
道路整備事業 1,011,000 道路下水道局

河川整備事業 54,000 道路下水道局

市営住宅整備事業（公営住宅，改良住宅の建替） 881,113 住宅都市局

住宅市街地総合整備事業（香椎臨海東地区） 172,000 住宅都市局

身近な公園整備事業（伊都2号公園整備） 5,000 住宅都市局

港湾整備事業 748,000 港湾局

海岸整備事業（西戸崎地区護岸整備） 40,000 港湾局

伊都土地区画整理事業【伊都特会】（修景工事等） 369,789 住宅都市局

配水施設整備事業【水道事業会計】 147,500 水道局

働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業 176,568 保健福祉局

がん検診受診率向上のための事業費の追加

臨時福祉給付金給付事業 48,917 保健福祉局

臨時福祉給付金支給準備のための事業費の追加

　②　給与費等 千円
（単位：千円）

補正額 所　管

職員給与

▲ 282,000 水道局

▲ 140,793 交通局

▲ 422,793

項　　　　　　　目

給与の減　【減額期間】平成25年7月1日～平成26年3月31日

その他執行見込みの減

福岡市水道局企業職員の給与の特例に関する規程に基づく

福岡市交通局企業職員の給与の特例に関する規程に基づく

給与の減　【減額期間】平成25年7月1日～平成26年3月31日

その他執行見込みの減

23,244,327

5,161,711

アイランドシティ地区道路整備，箱崎ふ頭地区道路整備，
国直轄工事費負担金等

項　　　　　　　目

「好循環実現のための経済対策」に沿った国補正予算に伴う事業
費の増
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　③　基金の積立 千円
（単位：千円）

補正額 所　管

財政調整基金積立金 5,277,800 財政局

平成24年度決算剰余金等に係る積立

地域の元気臨時基金積立金 2,943,114 財政局

地域の元気臨時交付金の一部積立

庁舎建設等資金積立金 1,500,000 財政局

アセットマネジメントへの対応のための積立

高速鉄道建設基金積立金 775,000 交通局

市営住宅基金積立金 79,350 住宅都市局

土地売払収入の増等

土地開発基金積立金 29,394 財政局

　 公共用地等の先行取得を行うための積立

健康づくり基金積立金 17,717 保健福祉局

健康づくり財団解散による残余財産の増等の積立

伊都土地区画整理事業基金積立金【伊都特会】 2,890,000 住宅都市局

保留地売却収入の増

競艇事業積立金【競艇特会】 1,011,484 経済観光文化局

事業収入の増等

介護給付費準備基金積立金【介護特会】 604,169 保健福祉局

給付費の減に伴う保険料剰余分の増等

港湾整備事業基金積立金【一般会計・港湾特会】 ▲ 3,243,811 港湾局

基金利子収入の増及び基金積立金の減

項　　　　　　　目

11,884,217

七隈線延伸事業に伴う一般会計の財政負担平準化のための
積立
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　④　その他 千円
（単位：千円）

補正額 所　管

障がい者施設介護給付費等 773,809 保健福祉局

利用実績見込みの増

市立病院事業調整経費 99,300 保健福祉局

寄付金の増に伴う補助金の増

償還金【国保特会】 1,685,948 保健福祉局

国支出金の精算に伴う償還金の増

企業立地促進制度実施 435,353 経済観光文化局

福岡市立地交付金の追加

勝舟投票券払戻金【競艇特会】 3,305,250 経済観光文化局

売上の増に伴う払戻金の追加

開催施行者納付金【競艇特会】 2,075,000 経済観光文化局

場間場外売上の増に伴う開催施行者への納付金の追加

場外発売払戻金及び返還金【競艇特会】 1,281,750 経済観光文化局

場間場外売上の増に伴う払戻金の追加

市営住宅整備事業 432,135 住宅都市局

学校施設空調整備事業（小学校15校330教室） 712,879 教育委員会

夏季における学習環境改善のための新規整備

学校施設天井等落下防止対策事業 499,375 教育委員会

小学校26校の講堂兼体育館の吊り天井の撤去等

保育所整備費助成 ▲ 453,144 こども未来局

（　　 35，681）

（▲488，825）

後期高齢者医療費 ▲ 661,587 保健福祉局

広域連合への療養給付費負担金の減

後期高齢者医療広域連合納付金【後期高齢特会】 ▲ 260,049 保健福祉局

保険基盤安定負担金等の見込みの減

介護サービス等給付費【介護特会】 ▲ 1,200,292 保健福祉局

サービス給付費の見込みの減

市営住宅ストック総合改善事業 ▲ 668,494 住宅都市局

契約落差等による事業費の減

事業費【伊都特会】 ▲ 169,294 住宅都市局

国内示に伴う事業費の減（植栽工事等）

事業費【香椎特会】 ▲ 242,348 住宅都市局

国内示に伴う事業費の減（移転補償費等）

道路整備事業 ▲ 912,196 道路下水道局

国内示に伴う事業費の減

河川水路改良（公共） ▲ 51,905 道路下水道局

国内示に伴う事業費の減

公債費（一般会計・各特別会計） 831,520 各所管局

市債管理基金積立金（満期一括償還分）の増等

その他執行見込みによる増減 628,765 各所管局

契約落差等及び国内示の追加に伴う事業費の追加

中央保育園の工期変更等に伴う事業費の増

8,141,775

項　　　　　　　目

既決予算分に係る整備手法の変更等に伴う事業費の減
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　⑤　市債管理特別会計 千円

（単位：千円）

補正額 所　管

一般会計への市債収入金繰出金 ▲ 1,790,000 財政局

特別会計への市債収入金繰出金 ▲ 1,052,000 財政局

企業会計への市債収入金繰出金 2,000 財政局

公債費（他会計の公債費補正に伴うもの），市債管理基金 1,319,417 財政局

２　繰越明許費補正 〔 件〕 千円

（市債管理特別会計を除く： 千円）

３　債務負担行為補正 〔 件〕 千円

（単位：千円）

補正額 所　管

119,124 保健福祉局

▲ 1,520,583
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項　　　　　　　目

国内示，地元協議や関係機関との調整等に伴い，年度内に完了しないもの
※道路新設改良事業，交通安全施設等整備事業，街路新設改良事業，港湾改修事業　外

項　　　　　　　目

24,802,284

臨時福祉給付金給付事業にかかる給付システム構築

119,124

37,546,284
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