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Ⅰ《沿　革》

武雄市
明治22年4月

明治33年6月

昭和29年4月

昭和30年3月

新町村制施行（武雄町、武雄村、朝日村、若木村、武内村、西川登村、東
川登村、橘村）
武雄町に武雄村を編入

武雄町、朝日村、若木村、武内村、西川登村、東川登村、橘村が合併し、
武雄市となる。

武雄市武内町の一部を山内村に分割

山内町
明治22年4月　新町村制が施行され、犬走村・鳥海村・三間坂村が「中道村」となり、大野

村と宮野村が「住吉村」となる。
昭和29年4月　中道村と住吉村が合併し「山内村」が誕生。
昭和30年3月　武雄市武内町の一部が山内村に編入。

昭和35年9月　町制を施行。

北方町
明治22年4月　新町村制が施行され、大崎村と志久村が合併して「北方村」となる。
昭和19年4月　町制を施行。
昭和31年4月　橋下村の一部6地区と合併。

武雄市 

平成18年3月　武雄市、山内町、北方町が新設合併し、武雄市が誕生。 

Ⅱ　《位置と地勢》

武雄市は、東経130度1分、北緯33度11分の佐賀県の西南部に位置し、東西19．4km、

南北1臥4km、面積195．44k虎の杵藤地区広域市町村圏域の中心都市となっています。

地勢は、市の北端八幡岳に源をおく川古川、西の黒髪山から流れる松浦川で山内・
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武内・若木地区の盆地を形成し、ま

た神穴山に源をおく潮見川は六角

川にそそぎ、川登盆地をつくってい

ます．

また本市の中央を東西に横切っ

て流れる武雄川、武雄・朝日地区を

流れる甘久川、朝日地区を縦断する

高橋川も橘町北端で六角川に合流

して武雄・北方地区の盆地を形成し、

白石平野と連なり、土地は肥沃で

本市の穀倉地帯となっています。



Ⅲ《武雄市の概要》

攣面積

195．44kIぱ 

書人口、世帯数（国勢調査）

】　区　分 �男 �女 �計 �世帯数 

】平成22年 �23，913 �26，786 �50，699 �16，674 

覇産業別構成（国勢調査）

‡　区　分 ��第1次 ��第2次 ��第3次 ��分類不能 

年 �総数 �人　口 �構成比 �人　口 �構成比 �人　口 �構成比 �人　口 �構成比 

平成22年 �24，892 �1，658 �6．冒％ �6，904 �27．7％ �15，048 �60．4％ �1，282 �5．2％ 

『歴代市長

歴代 �氏　　　　　名 �就　任　年　月　日 � � 

1 �樋　渡　啓　祐 �平成18年4月16日 � � 

2 �・樋　渡　啓　祐 �平成22年4月16日 � � 

鶉歴代副市長

歴代 �氏　　　　名 �就任年月　日 �氏　　　　名 �就任年月　日 
1 �古　賀　　　滋 �平成18年5月22日■■ �大　田　芳　洋 �平成18年5月22EI 

2 �前　田　敏　美 �平成22年5月28日 � � 

曲職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年4月1日

部　　局　　名 �定　　数 �実　　数 

市長事務部局 �349人 �326人 

議　会　事　務　局 �6人 �6人 

選挙管理委員会 �4人 �2人 

監査委員事務局 �3人 �3人 

農　業　委　員　会 �7人 �4人 

教育委員会事務局 �85人 �54人 

水　道　企　業 �18人 �12人 

計 �472人 �407人 
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Ⅳ《議　会》

（1）歴　代　市　議　会　議　長

暦順 �氏　　　　　名 �就　任　年　月　日 �退　任　年　月　日 

1 �杉　原　豊　富 �平成18年4月26日 �平成22年4月15日 

2 �牟　日　勝　浩 �平成22年4月23日 �平成24年4月24日 

3 �杉　原　豊　富 �平成24年4月24日 � 

（2）歴　代　市　議　会　副　議　長

暦順 �氏　　　　　名 �就　任　年　月　日 �退　任　年　月　日 

1 �牟　田　勝　浩 �平成18年4月26日 �平成22年4月15日 

2 �小　池　一　哉 �平成22年4月23日 �平成24年4月24日 

3 �山　崎　鉄　好 �平成24年4月24日 � 

（3）議員の定数・任期

①定数
・条　例　定　数　26名

・現　員　数　26名

（旧法定上限数　30名）

武雄市議会議員定数条例（変遷） 

○平成21年12月21日　可決 

・定数30人から26人へ削減 

○平成25年　9月20日　可決 

・定数26人から24人へ削減 

（H26予定の一般選挙から適用） 

②任期　平成22年4月16日～平成26年4月15日

（4）議会の組織　　　　（平成24年4月25日選任）

「総務委員会………・7人

議　長－副議長　　　　常任委員会
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産業経済委員会…　…　‥6人

福祉文教委員会…　…　‥7人

建設委員会…　…　…・6人

議会運営委員会…　…　…9人



（5）常任委員会≪任期2年≫

委員会名 �定数 �現員 �所　　　　　　　　管 

総務委員会 �7人 �7人 �政策部、つながる部、会計課．監査委員及び選挙管理委員 
会に関する事務、その他他の委員会の所管に属さないもの 

産業経済委員会 �6人 �6人 �営業部及び農業委員会に関する事務 

福祉文教委員会 �7人 �7人 �【くらし部、こども部及び教育委員会に関する事務 

建設委員会 �6人 �6人 �まらづくり部及び水道部に関する事務 

（6）議会運営委員会

議会運営委員会 議会運営に関すること

各会派（所属議員3人以上）から下記により選出された委員で組織し、委員の任

期は2年（会派連合の場合は、3人以上で委員1人）

（1）所属議員　3人から5人までの会派　　　1人

（2）所属議員　6人から10人までの会派　　2人

（3）所属議員11人以上の会派　　　　　　　　3人

（4）（1）（2）（3）で選出してもなお定数に不足の場合は2人会派から選出

（7）定例会の招集月

3月　6月　9月　12月

（8）議会開催状況　　　　　　　　　　　　　　　　（各年1月～12月）

年 �本　　　会　　　議 ����委員会開催垣数 
定　例　会 ��臨　時　会 

回数 �日数 �回教 �目数 �≡堂．とゝ 己我Zミ 運営 �総務 �産業 経済 �福祉 文教 �建設 

平成18年・′ �3 �24 �4 �6 �21 �8 �9 �12 �8 

平成19年 �4 �31 �5 �5 �18 �11 �13 �13 �11 

平成20年 �4 �30 �6 �7 �23 �11 �13 �17 �15 

平成21年 �4 �31 �3 �3 �21 �11 �11 �13 �12 

平成22年 �4 �30 �4 �6 �19 �8 �10 �8 �9 

平成23年 �4 �27 �2 �2 �19 �11 �8 �8 �8 

平成24年 �4 �29 �2 �2 �20 �8 �10 �11 �10 
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（9）構成

①党派別

党　　　派 �自由民主党 �公明党 �共産党 �無所属 

人　　　数 �17　人 �1人 �2　人 �6　人 

②会派別

会　　　派 �政策研究会 �新政策研究会 �政策研究クラブ �新政策研究クラブ 

人　　　数 �6人 �3人 �3人 �3人 

会　　　派 �政和クラブ �市民クラブ �日本共産党 �新民主クラブ 

人　　　数 �3人 �2人 �2人 �2人 

会　　　派 �フォーラム武雄 �公明党 � � 

人　　　数 �1人 �1人 � � 

③年齢別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H25．4．1現在）

年　齢 �29歳以下 �30′〉39歳 �40′〉49歳 �50′）59歳 �60′〉69歳 �70歳以上 �平均年齢 

人　数 �0人 �0人 �4人 �4　人 �15　人 �3　人 �60．4歳 

④当選回数別

匝I数 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 

人　数 �2人 �2人 �7人 �4人 �4人 �3人 �1人 �1人 �0人 �2人 

（10）報酬及び費用弁償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区　　分 �種別 �議　　長 �副　議　長 �議　　員 

月　　額 �月額 �455，000 �385，000 �360，000 

費用弁償 �日額 �1，800 

（参考）　市長890，000　副市長663，000　教育長614，000（平成24年4月1日適用）

（11）期末手当

支　給　月 �6月 �12月 �計 

支　給　率 �1．40月 �1．55月 �2．95月 
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（12）政務活動費

会派（1人会派も含む）の所属議員数に年額20万円を乗じて得た額を限度とし

て交付する。

（13）交際費

議長交際費 550，000円

（参考）

市長交際葉　上100，000円、教育委員交際費　76，000円、

競輪開催執行委員長交際費　100，000円

（14）行政視察費及び旅費

行　政　視　察　費 ��旅　　　費　・　日　　　当 

常任委員会 �80，000円／人 �鉄道業 �旅客運賃、急行料金（片道50km） 
船　賃 �1等の旅客運賃 

特別委員会 �64，000円／人 �航空賃 �実費 一　宿　泊 �13，100円 

議会運営委員会 �64，000円／人 �日　当 �2，600円 
車．賃 �1，600円 ただし、東京都は、2，000円 

（15）その他

1）会議録

①調整作成　　次期定例会まで

②印刷部数　　35部

③機械化　　　テープ・ICレコーダー収録、反訳委託　（速記者なし）

④配布範囲　　全議員、情報公開コーナー、図書館等

2）会議録の公開　　市ホームページにPDF形式で掲載

3）議会放送（CATV）

①昭和60年3月定例会より導入

②定例会ごとに、中継放送及び録画放送（開会及び一般質問のみ放送）

4）　議会放送（インターネット）

①平成18年9月定例会から録画配信（開会及び一般質問のみ配信）

②平成21年7月2日から“平成21年6月定例会一般質問”を1ゐuTubeにて、また

平成22年6月定例会一般質問6月14日分からはUstreamに切り替えて、配信を

開始

5）議場内モニター設置

平成24年3月定例会から、一般質問における説明を補完するものとしてモニター

テレビを導入（60型1台、40型3台）

6）議場内へのパソコン等の持ち込み

平成24年12月定例会から、議場内へのパソコン、またはこれに類する機器の持ち

込み開始
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（16）会議の運営

①定例会日程

日　程　内　容 �おおよその期間 

開会　一　議案上程　一　議案説明 �1日間 

一般質問 �3′）5日間 

議案審議　一　委員会付託 �■1′〉2日間 

委員会審査 �2～3日間 

委員長報告　一　討論　一　採決　一　閉会 �1日間 

区　分 �内　　　　　　　　　　容 

予　　　算 �一般会計は当初、補正とも所管の常任委員会に分割付託。 
特別会計等も所管の常任委員会に付託審査。 

決　　　算 �一般会計・特別会計等の2つの決算審査特別委員会を設置し、 
閉会中の継続審査とし、次の定例会で報告。 

条　　　例 �所管の常任委員会に付託審査。 

人事案件 �委員会付託を省略し、本会議で審議。 

そ　の　他′ �所管‾の常任委員会に付託審査。 

一般質問 �議案質疑 

通告期間 �定例会の議会運営委員会前日の 午後3時まで （土・日・祝日は除く） �質疑日の前日の午後3時まで 

通告書の �項目及び趣旨、数字・数値等を �項目及び趣旨、数字・数値等を 

記載内容 �具体的に記載する。 �具体的に記載する。 

発言順位 �議会運営委員会で抽選 �通告順 

回数の制限 �制限なし �同一議題につき3回まで 

時間の制限 �答弁を含めて90分以内 �制限なし 

④請願・意見書

意見書・決議 �請願・・陳情 

提出期限 �会期の最終田に提出 �議案審議前日まで 

そ　の　他 �提出者と同意者2名以上 �請願の紹介議員は1人以上 

－7－



く17）本会議、付議事件状況　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年】

予 算 案 �条 例 l虫 �修 正 案 �般 議 案 �専 決 処 ∠ゝ �意 見 童 Eヨ l±l �決 議 �壬生 霞目 願 �欽 Plコ 間 �選 挙 �選 任 �任 A �決 算 �辞 任 辞 �報 出 

茶 ���刀 �莱 �案 �����PP �皇 Eヨ �職 �口 

原　案　可　決 �44 �21 � �20 � �3 �1 � � � � � � � � 

修　正　可　決 � � � � � � � � � � � � � � � 

否　　　　決 � � �1 � � � � � � � � � � � � 

継　続　審　査 � � � � � � � � � � � � �（12） � � 

審　議　未　了 � � � � � � � � � � � � � � � 

認　　　　定 � � � � � � � � � � � � �12 � � 

同　　　　意 � � � � � � � � � � �3 �1 � � � 

決　　　　定 � � � � � � � � � �2 � � � �2 � 

承　　　　認 � � � � �3 � � � � � � � � � � 

採　　　　択 � � � � � � � �2 � � � � � � � 

不　採　択 � � � � � � � �1 � � � � � � � 

報　告　済　み � � � � � � � � � � � � � � �11 

何等異韓無 � � � � � � � � �2 � � � � � � 

◇請願処理状況（平成24年採択分）

6月　教育予算の拡充を求める意見書の採択に関する請願

12月　集中豪雨で部分的に冠水する市道の改良工事請願書

◇意見書、決議（平成24年可決分）

3月　東日本大震災で発生したがれきの受入れに関する決議

6月　教育予算の拡充を求める意見書

9月　武雄市における高校教育環境の整備を求める意見書

12月　安全・安心な国民生活実現のため、防災t生活関連予算の拡充と国土交通省の

出先機関の存続を求める意見書
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Ⅴ《財　政》
1．一般会計予算（当初）

（歳入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位二千円、％）

款 �25年度 ��24年度 ��対前年度比較 
総　額 �構成比 �総　額 �構成比 �差　額 �伸び率 

1●市　　　　　　　　　　　税 �50億9814万1 �22．8 �49億9272万6 �23．5 �1億541万5 �2．1 

2　△地　　方　　譲　　与　　税 �2億1500万0 �1．0 �2億2500万0 �1．1 �△1000万0 �△4，4 

3　△利　子　割　交　付　金 �900万0 �0．0 �1000万0 �0．0 �△100万0 �△10．0 

4　△配　当　割　交　付　金 �400万0 �0．0 �400万0 �0．0 �0 �0．0 

5　△株式等譲渡所得割交付金 �200万0 �0．0 �200万0 �0．0 �0 �0．0 

6　△地方消　費　税　交　付金 �4億5000万0 �2．0 �4倍5000万0 �2．1 �0 �0．0 

7　△ゴルフ場利用税交付金 �3700万0 �0．2 �3700万0 �0．2 �0 �0．0 

8　△自動車取得税交付金 �3600万0 �0．2 �4100万0 �0．2 �△500万0 �△12．2 

9　△地　方　特　例　交　付　金 �1000万0 �0．0 �1000万0 �0．0 �0 �0．0 

10　△地　　方　　交　　付　　税 �70億0万0 �31．3 �70億0万0 �32．9 �0 �0．0 

11△交通安全対策特別交付金 �1100万0 �0．0 �1100万0 �0．1 �0 �0．0 

12　●分　担金　及　び　負　担金 �3億9210万2 �1．7 �3億8365万5 �1．8 �844万7 �2．2 

13　●使　用　料　及　び　手　数料 �3億5365万4 �1．6 �3億5515万1 �1．7 �△149万7 �△0．4 

14　△国　　庫　　支　　出　　金 �27億6227万9 �12．3 �25億1048万5 �11．8 �2億5179万4 �10．0 

15　△県　　　支　　　出　　　金 �16億864万0 �7．2 �15億5208万7 �7．3 �5655万3 �3．6 

16　●財　　　産　　　収　　　入 �2499万5 �0．1 �3726万1 �0．2 �△1226万6 �△32．9 

17　●寄　　　　　附　　　　　金 �3 �0．0 �3 �0．0 �0 �0．0 

18　●繰　　　　　入　　　　　金 �8億8792万8 �3．1 �3億2164万9 �1．5 �3億6827万9 �113．9 

19　●繰　　　　　越　　　　　金 �480万0 �0．0 �870万0 �0．0 �△390万0 �△44．8 

20　●諸　　　　　収　　　　　入 �6億4030万2 �2．9 �4億6444万4 �2．2 �1億7585万8 �37．9 

21△市　　　　　　　　　　債 �30億3640万0 �13．6 �28億4920万0 �13．4 �1億8720万0 �6．6 

歳　入　合　計 �223億8324万4 �100．0 �212億6536万1 �100．0 �＝億1788万3 �、5．3 

般　　　財　　　源 �139億8344万7 �62．5 �138億　74万8 �64．9 �1億8269万9 �1．3 

特　　　定　　　財．　源 �83億9979万7 �37．5 �．74億8461万3 �35．1 �9億3518万4 �12．5 

●自　　　主　　　財　　　源 �72億192万5 �32．2 �65倍6358万9 �30．9 �6億3833万6 �9．7 

△依　　　存　　　財　　　源 �151億8131万9 �67．8 �147億177万2 �69．1 �4億7954万7 �3．3 

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位二千円、％）

款 �25年度 ��24年度 ��対前年度比較 
総　額 �構成比 �総　額 �構成比 �差　綾 �伸び率 

1　議　　　　会　　　　　糞 �2億7788万0 �1．2 �2億8961万5 �1．4 �△1173万5 �△4．1 

2　　総　　　　　務　　　　　費 �32億313万3 �14．3 �28億5510万－9 �13．4 �3億4802万4 �12．2 

3　　民　　　　　生　　　　　費 �73億4769万6 �32．8 �70億8454万6 �33．3 �2億6315万0 �3．7 

4　　衛　　　　生　　　　　費 �14億4280万9 �6．4 �14億5514万4 �6．8 �△1233万5 �△0．8 

5　　労　　　　　働　　　　　費 �9985万4 �0．5 �1億1571万3 �0．5 �△1585万9 �△13．7 

6　　農　　林　　　業　1費 �5億9805万3 �2．7 �5億即86万0 �2．7 �3019万3 �5．3 

7　　商　　　　　工　　　　　費 �4億6729万6 �2．1 �4億22約万5 �2．0 �4460万1 �10．6 

8　　土　　　　　木　　　　　費 �27億7163万6 �12．4 �24億9883万4 �11．8 �2億7280万2 �10．9 

9　　消　　　　　防　　　　　費 �7億7000万9 �3．4 �7億5771万1 �3．6 �1229万8 �1．6 

10　　教　　　　　育　　　　　費 �27億162万5 �12．1 �25億3862万1 �11．9 �1億6300万4 �6．4 

11　災　　害　　復　　旧　　費 �2 �0．0 �2 �0．0 �0 �0．0 

12　　公　　　　　債　　　　　費 �25億578万0 �11．2 �24億7粥2万6 �11．6 �3013万4 �1．2 

13　　諸　＿　支　　　出　　　金 �1億5320万5 �0．7 �1億4784万5 �0．7 �536万0 �3．6 

14　　予　　　　　備　　　　　費 �4428万6 �0．2 �5604万0 �0．3 �△1175万4 �△21．0 

歳　出　合　計 �223億8324万4 �100．0 �212億6536万1 �100．0 �11億1788万3 �5．3 
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《歳入》

款 ����L　25年度 ���　　　（単位二千円、％） 24年度　ざ　対前年度比叡 
総　額 �構成比 ��総　嶺　　構成比　　増減額 ���� 

市　　　　　　　　　税 ����50億9814万1 �22．8 ��49億9272万6 16億4900万0 3億6550万0 �23．5 7．8 1．7 ��白鯛＿、 1億541万 �伸び至 　21 

個　人　市　民　税 ���17億600万0 �7．6 �����5 万 � 

法　人　市　民　税　　3億5050万0 ����1．6 �����57000 △1500万0 �3．5 △ � 

24　5663　9 �11．0 ��24億1222万4 1億3000万0 4億1300万1 2300万1 3億8365万5 � �� �18 

軽　自　動　車　税 ��1億3300万0 ��0．6 ���0．6 1．9 0．1 1．8 � �� � 

市　た　ば　こ　税 ��4億3200万1 ��1．9 ���� ��2．3 

入　　　湯　　　税 ��2000万1 ��0．1 ����△300万 ��4．6 △13 

分担金及び負担金 ����3億9210万2 3億5365万4 ��1．7 ����0 ��．0 � 
万 ��2．2 

使　　肋 用料及び手数料 ��� ���16 �万 ��1．7 0．2 0．0 � ��△ 

財　産　収　入　　　2499万5． ������01　　　　　　万 ����△1226万 ��0．4 △3 � 

寄　　　附　　　金　　　　　　3 ������0．0 �3 ���6 0 ��2．9 0．0 � 

金 ��� �6 ��3．1 0．0 2，9 �3億2164万9 870万0 ��15 �3億6627万9 △390万0 1億7585万8 ��113．9 � 

繰　　　　越　　　金 ���480万0 6億4030万2 ������00 ���� 

諸　　　　収　　　　入 �������4億6444万4 ��2．2 ���△44．8 37．9 9．7 � 

小　　　　　　　　　計 ������������� 
72億192万5 ���32．2 �65億6358万9 ��309 億　　　万 

6－　3833　6 ������������� 

△（依　存　財　源）

地　　方　　…　　　　　　　　　　　億 ������� � 譲　与　税 ��2息1500万0 �1．0 �2億2500万0 1000万0 �1．1 00 ��△100万 �△ 

利　子　割　交　付　金 ��900万0 �0．0 0．0 ����00 △100万0 　0 �4．4 

配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付′金 ��400万0 ��400万0 �0．0 ���△10．0 0．0 

200万0 4億5000万0 3700万0 3600万0 1000万0 70億0万0 �0．0 �200万0 4鱒5000万0 �0．0 ��0 �0．0 

2．0 ��2．1 ��0 �0．0 

ゴルフ場利用税交付金 自動車取得税交付金 
0．2 �．3700万0 �0．2 ��0 �0．0 

0．2 �4100万0 �0，2 ��△500万0 �△12．2 

地　方　特　例　交　付　金 
0．0 �1000万0 70億0万0 �0．0 ��0 �0．0 

地　方　交付税 未、rh 
31．3 �� ��0 �α0 

父通安全対策特別父付金 �1100万0 27億6227万9 16億864万0 30億3640万0二才 ��0．0 �‖00万0 25億1048万5 15億5208万7 28億4920万0 147億177万 �0．1 � � �0，0 

国　庫　支　出　金 
12．3 7．2 13．6 678 ��11．8 � �2億517㌔4 �10．0 

県　　支　　出　　金 

5655万3 1億8720万0 4億7954万7 �3．6 6．6 3．3 
市　　　　　　　　債 �����13 � 

小　　　　　　計151億8131万9 �����．4 691 � 

2 

223億8324万4
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2・一般会計性質別の内訳（歳出）

区　　　　分 ���　　　　　　（単位： 25年度　1　24年度 �����千円、％） 伸び率 
総額 36億1742万8 25億7255万1 �構成比 �総　領 � 

1人　　　再　　　費 ����16．2 11．5 0．3 �帖　　構成比 億　万 ��� 

2　物　　　件　　　費・ �����3662791 22億4571万7 4762万1 �17．2 ��△1．2 

3　維　持　補　修　費 ���6226万0 ���■02 ��14．6 3 

4　扶　　　助　　　費 ������ � � 
45億9552万8 �20．5 8．9 �43億5232万8 19億6196万0 �20．5 9．2 � 

5　補　　助　　費　　等 ���19億9537万1 ����1．7 
‾6　投　資　的　経　費 ���33億5568万2 女 �15．0 �28億9089万1 �13．6 

白　　建　看 ��33億5567万9 �15．0 9．6 �28億9088万9 16億3537万9 �136 � 

補助事業費 単独事業費 くくくl三三コ �21億5434万4 ���7．7 � 

12億133万5 �5．4 �12億5551万0 �5．9 �△4．3 

火苦復旧事業費 八 ��3 �0．0 �2 �0．0 �50．0 

7　　ム ���25億576万0 5億5168万7 �11．2 2．5 �24億7　万 �116 �1．2 △1．2 

8　積　　　　立　　　　金 �����　5626 5億5857万5 �2．6 

9　投　資　及　び　出　資　金 
7675万6 �0．3 0．9 12．5 0．2 �6895万7 �03 � 

10　貸　　　　付　　　　金 ���2億400万1 ��2億400万1 27億4085万4 5604万0 212偉6万き �10 �11．3 

11繰　　　　出　　　　金 ���28億193万4 4428万6 ���129 �0．0 

12　予　　　　備　　　　費 ������0．3 100 �　2．2 △210 

合　　　　計 ���223億8324万4 �1000 ��� 
5361 ������．0 �5．3 

3・一般財源の内訳（歳入）

区　　　　分 ��25年度 ��24年度 ��対前年度比較 伸び至＿ 
総　額 �】構成比 36．4 12．1 2．5 17．6 1．0 3．1 0．1 �総卓 49億9272万6 �i構成比 362 

1市　　　　　　　　　　税 ��50億9814万1 17億600万0 3億5050万0 

個　人　市　民　税 ���16億4900万0 3億6550万0 24億1222万4 1億3000万0 �120 �2．1 

法　人　市　民　税 ����2．6 175 �3．5 △41 

固　定　資　産　税 �24億5663万9 ���� 

軽　自　動　車　税 �1億3300万0 ���09 �1．8 

市　　た　　ば　　こ　　税 �4億3200万1 ��4億1300万1 2300万1 �3．0 0．2 16 �2．3 4 

入　　　　湯　　　　税 �2000万1 ����．6 △13．0 △ 

2　地　　方　　綾上　与　　税 ��2億1500万0 �15 �2億2500万0 6500万0 

地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税 �6500万0 �0．5 ��0．5 �4．4 0．0 

1億5000万0 �1．0 0．1 �1億6000万0 �11 �△ 

3　利　子　割　交　付　金 ��900万0 ��1000万0 �01 �　6．3 △100 

4配当割交付金 5株式等譲渡所得割交付金 ��400万0 �0．0 �400万0 �0．0 �0．0 

200万0 4億5000万0 �0．0 �200万0 �0．0 �0．0 
6　地　方　消　費　税　交　付　金 

3．2 0．3 �4億5000万0 �32 � 
7　ゴルフ場利用税交付金 ��3700万0 ��3700万0 �0．3 �0．0 0．0 

8　自　動車取得税交付金 
3600万0 �0．3 0．1 �4100万0 �0．3 0．1 �△12 

9　地　方　特　例　交　付　金 ��1000万0 ��1000万0 ��．2 0．0 

10地　方　交　付　税 　普通交付税 
70億0万0 �50tl �70億0万0 �50．7 �0．0 

64億0万0 �45．8 �64億0万0 6億0万0 �46．4 4．3 �00 

特別交付税 11交通安全対策特別交‾付会 12その他の一般財源‾ ��6億0万0 �4．3 ���0．0 

1100万0 �0．1 �1100万0 �0．1 �0．0 

11億1130万6 �7．9 100．0 �10億1802万2 138億74万8声 �7．4 1000 �9 

合　　　計 ��139億8344万7 ����．2 1．封 
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4．特別会計等別予算総額（当初）

【特別会計】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

区　　　分 �25年度 �24年度 �伸び率 

国民健康保険特別会計 �65億4246万8 �64倍1079万7 �2．1 

後期高齢者医療特別会計 �5億6780万7 �5億7642万4 �△1．5 

農業集落排水事業特別会計 �7億337万9 �7億1390万5 �△1．5 

公共下水道事業特別会計 �6億2615万0 �5倍7230万5 �9．4 

戸別浄化槽事業特別会計 �2億4346万5 �2億9382万0 �△17．1 

土地区画整理事業特別会計 �10億642万7 �7億6868万3 �30．9 

．競輪事業特別会計 �106億7528万5 �118倍5184戸7 �△9．9 

給湯事業特別会計 �1850万3 �1600万3 �15．6 

新工業団地整傭事業特別会計 �1753万5 �1829万2 �△4．1 

合　　　　計 �204億101万9 �212億2207万6 �△3．9 

【企業会計】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

区　　　分 ��25年度 �24年度 �伸び率 

水道事業会計 �収益的支出 �11億978万2 �11億938万2 �0．0 

資本的支出 �5億9334万5 �5億1901万4 �14．3 

工業用水道事業会計 �．収益的支出 �3858万1 �4038万8 �△　4．5 

資本的支出 �4216万6 �3903万0 �8．0 
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Ⅵ　市役所のしくみ
行政機構図

行　政　改

企　　　画　　　課

秘　　　書　　　課

フェイ7「　ウ　ノティ課

お　結　び　課

工　流　通　課

対　策　課

企　菓　立

わたしたちtウ新幹線課

林　　　課

い　の　し　し　練

光　　　裸

祉　　　練

康　　　課

がん検診窒向上露草

来　　　課

援　　　諌

建　　　設

都　市　計

環　　　境　　　課

く　　ら　　し　謙

ま　ち　づ　く

総　　　務　　　課

く　　ら　　し　　課

ま　ち　づ　く

会　　　計　　　課

文化・学　習　課

人事係　　安全安心係　法制係

財政孫　管財係　契約係

平成25年8月1日現在

※下線は他部署との兼務職員がいる係

ご縁係

巌災者支獲鎧

庁舎対策係

商工係　流通係　毯凹朝市係

皇ニルス係

営業係

新幹線盛

農政係　　農村係　　トロピカノヒフルーツ佐

史剋＿ヒ陸

観光係　　塾劇腰腰偲

管理係　事業係

障がい・福祉係　保護係

健康づくり係　たっしやか係　介護係　国保年金係

検診第二二睦

子育て係　青少年係

保　育　所一武雄保育所

幼　稚　園一北方幼稚園

子育て総合支援センター

家庭支援係

楽しい食卓係

管理係　道路河川係　維持補修係　住宅係　建築係

計画係　市街地係

環境係　廃棄物係

衛生処理センターー管理業務係

総務保　税虚像

窓口係　福祉健康任　国保年金係　老人福祉センター

産業係　建設係

総務保　税塵像

窓口係　福祉健康係　国保年金係

産業係　建設係

審査出納係　山内分室審査出納係　北方分室審査出盛佐

総務係　施設係

学校教育係　学務係

武雄小学校　御船が丘小学校　橘小学校　朝日小学校　若木′j、学校　武内小学校
東川登′j、学校　西川蟹小学校　山内東小学校　山内西小学校　北方′j、学校

武雄中学校　武雄北中学校　川登中学校　山内中学校　北方中学校

山内学考交給食センター　北方学校給食センター

生涯学習係　スポーツ係　文化芸術係　文化財係　　数労青少年ホーム

史真金居並‾欝墓雲慧館梅毒芹笠公鷲晶公琵琶公書芸公琵慧公悪霊公民館

図書館・歴史資料館一図書係　歴史資料係

直二二＿二茎ト匡＝　務　「計一総務係　議事係

匝導管漫筆璽卜m選挙係
檻査香草ト一極＝＿　準　‥卑トー監査係

軒一農地係農振任地全室農地調整係並立皇室農地忍藍佐
事　　　務　　　局


