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平平平平    成成成成    ２２２２６６６６    年年年年    度度度度    予予予予    算算算算    編編編編    成成成成    にににに    つつつつ    いいいい    てててて    

    

ⅠⅠⅠⅠ    予算編成予算編成予算編成予算編成のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度のののの財政状況財政状況財政状況財政状況のののの見通見通見通見通しはしはしはしは、、、、歳入歳入歳入歳入についてはについてはについてはについては、、、、国国国国のののの地方公務員給地方公務員給地方公務員給地方公務員給

与与与与のののの削減措置削減措置削減措置削減措置のののの終了等終了等終了等終了等によりによりによりにより、、、、地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税はははは概概概概ねねねね必要額必要額必要額必要額をををを確保確保確保確保できるできるできるできる見通見通見通見通しししし

でありでありでありであり、、、、個人消費個人消費個人消費個人消費がががが持持持持ちちちち直直直直しししし傾向傾向傾向傾向にあるなどにあるなどにあるなどにあるなど、、、、景気景気景気景気がががが緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな回復基調回復基調回復基調回復基調にあにあにあにあ

るとるとるとると推測推測推測推測されることからされることからされることからされることから、、、、市税収入市税収入市税収入市税収入についてもについてもについてもについても一定一定一定一定のののの回復回復回復回復がががが見込見込見込見込まれますまれますまれますまれます。。。。    

一方一方一方一方、、、、歳出歳出歳出歳出についてはについてはについてはについては、、、、財政改革行動計画財政改革行動計画財政改革行動計画財政改革行動計画にににに基基基基づくづくづくづく行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革をををを着実着実着実着実にににに進進進進

めていますがめていますがめていますがめていますが、、、、扶助費扶助費扶助費扶助費のののの増加増加増加増加やややや他会計他会計他会計他会計へのへのへのへの繰出金等繰出金等繰出金等繰出金等がががが平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度とととと同等程同等程同等程同等程

度見込度見込度見込度見込まれることからまれることからまれることからまれることから、、、、本市財政本市財政本市財政本市財政はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして大変厳大変厳大変厳大変厳しいしいしいしい状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした中中中中にあってもにあってもにあってもにあっても、、、、市民市民市民市民のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のののの確保確保確保確保などなどなどなど喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題にににに的確的確的確的確にににに

対応対応対応対応していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの目線目線目線目線にににに立立立立ってこれまでってこれまでってこれまでってこれまで実施実施実施実施してきたしてきたしてきたしてきた施施施施

策策策策をををを継続継続継続継続しししし、、、、セーフティネットをセーフティネットをセーフティネットをセーフティネットを確保確保確保確保していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

このためこのためこのためこのため、、、、平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度のののの予算編成予算編成予算編成予算編成にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、国国国国やややや県県県県のののの財政措置財政措置財政措置財政措置をををを最最最最

大限活用大限活用大限活用大限活用するなどするなどするなどするなど引引引引きききき続続続続きききき財源財源財源財源のののの確保確保確保確保にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、消費税率等消費税率等消費税率等消費税率等のののの引引引引きききき

上上上上げによるげによるげによるげによる影響影響影響影響をををを踏踏踏踏まえたうえでまえたうえでまえたうえでまえたうえで、、、、限限限限られたられたられたられた財源財源財源財源をををを重点的重点的重点的重点的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的にににに配分配分配分配分

するするするする「「「「選択選択選択選択とととと集中集中集中集中」」」」をををを基本基本基本基本としてとしてとしてとして、、、、本市本市本市本市がががが直面直面直面直面するするするする課題課題課題課題にににに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応してしてしてしてまままま

いりますいりますいりますいります。。。。    

またまたまたまた、、、、市債市債市債市債についてはについてはについてはについては、、、、新共同調理場建設工事新共同調理場建設工事新共同調理場建設工事新共同調理場建設工事などのなどのなどのなどの継続事業継続事業継続事業継続事業についてについてについてについて新新新新

たなたなたなたな発行発行発行発行がががが見込見込見込見込まれますがまれますがまれますがまれますが、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり発行額発行額発行額発行額をををを抑制抑制抑制抑制のうえのうえのうえのうえ、、、、財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化にににに

努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

なおなおなおなお、、、、市長市長市長市長のののの辞職表明辞職表明辞職表明辞職表明にににに伴伴伴伴いいいい、、、、平成平成平成平成 26262626 年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算はははは「「「「骨格予算骨格予算骨格予算骨格予算」」」」としとしとしとし

てててて編成編成編成編成しししし、、、、新規事業新規事業新規事業新規事業やややや政策的判断政策的判断政策的判断政策的判断がががが必要必要必要必要なななな経費経費経費経費についてはについてはについてはについては、、、、補正予算補正予算補正予算補正予算においにおいにおいにおい

てててて対応対応対応対応しますしますしますします。。。。    

    

    

    

（（（（１１１１））））市民市民市民市民とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ自立自立自立自立したしたしたした行政経営行政経営行政経営行政経営    

（（（（２２２２））））健健健健やかにいきいきとやかにいきいきとやかにいきいきとやかにいきいきと暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまち    

（（（（３３３３））））生活生活生活生活とととと産業産業産業産業のののの調和調和調和調和したしたしたした安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なまちなまちなまちなまち    

（（（（４４４４））））豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと文化文化文化文化をををを育育育育むまちむまちむまちむまち    

（（（（５５５５））））快適快適快適快適なななな暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる基盤基盤基盤基盤のののの整整整整ったまちったまちったまちったまち    
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ⅡⅡⅡⅡ    平成平成平成平成２２２２６６６６年度予算年度予算年度予算年度予算のののの概要概要概要概要    

    

    １１１１    予算予算予算予算のののの規模規模規模規模    

                一般会計一般会計一般会計一般会計、、、、特別会計特別会計特別会計特別会計、、、、企業会計企業会計企業会計企業会計のののの全全全全会計会計会計会計をををを合合合合わせわせわせわせ、、、、前年前年前年前年度当初予算度当初予算度当初予算度当初予算

額額額額にににに比比比比べべべべ７７７７．．．．８８８８％％％％増増増増のののの４４４４８１８１８１８１億億億億４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７万万万万１１１１千千千千円円円円をををを計上計上計上計上することとすることとすることとすることと

したしたしたした。。。。このうちこのうちこのうちこのうち一般会計一般会計一般会計一般会計はははは、、、、前年度前年度前年度前年度当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額にににに比比比比べべべべ３３３３．．．．００００％％％％増増増増のののの１１１１

９９９９６６６６億億億億５５５５千万千万千万千万円円円円をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

    

    

    ２２２２    一般会計一般会計一般会計一般会計（（（（歳入歳入歳入歳入））））    

（（（（１１１１））））    市税収入市税収入市税収入市税収入についてはについてはについてはについては、、、、前前前前年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額にににに比比比比べべべべ１１１１．．．．００００％％％％増増増増のののの

８８８８４４４４億億億億６６６６，，，，９８１９８１９８１９８１万万万万２２２２千千千千円円円円をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

（（（（２２２２））））    地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税についてはについてはについてはについては、、、、地方財政計画地方財政計画地方財政計画地方財政計画などからなどからなどからなどから、、、、前年度前年度前年度前年度当初当初当初当初

予算予算予算予算にににに比比比比べ８べ８べ８べ８．．．．８８８８％％％％減減減減のののの１１１１億億億億５５５５，，，，５５５５００００００００万万万万円円円円をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

（（（（３３３３））））    地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税についてはについてはについてはについては、、、、市税収入市税収入市税収入市税収入のののの状況状況状況状況、、、、地方財政計画地方財政計画地方財政計画地方財政計画などなどなどなど

からからからから、、、、前年度前年度前年度前年度とととと同額同額同額同額のののの２２２２８８８８億億億億６６６６，，，，００００００００００００万万万万円円円円をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

（（（（４４４４））））    国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金はははは、、、、前年前年前年前年度当初予算額度当初予算額度当初予算額度当初予算額にににに比比比比べべべべ４４４４．．．．７７７７％％％％増増増増のののの２２２２３３３３億億億億

６６６６，，，，０６２０６２０６２０６２万万万万１１１１千千千千円円円円、、、、県支出金県支出金県支出金県支出金についてについてについてについてはははは、、、、前前前前年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額

にににに比比比比べべべべ１４１４１４１４．．．．２２２２％％％％増増増増のののの１１１１３３３３億億億億６６６６，，，，３６７３６７３６７３６７万万万万９９９９千千千千円円円円をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

（（（（５５５５））））    市債市債市債市債についてはについてはについてはについては、、、、地方債計画地方債計画地方債計画地方債計画、、、、地方債同意等基準地方債同意等基準地方債同意等基準地方債同意等基準などからなどからなどからなどから、、、、

前前前前年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額にににに比比比比べべべべ４６４６４６４６．．．．４４４４％％％％増増増増のののの２３２３２３２３億億億億６６６６９０９０９０９０万円万円万円万円をををを計計計計

上上上上したしたしたした。。。。    

 

 

    ３３３３    一般会計一般会計一般会計一般会計（（（（歳出歳出歳出歳出））））    

                主主主主なななな投資的事業投資的事業投資的事業投資的事業としてはとしてはとしてはとしては、、、、庁舎耐震改修庁舎耐震改修庁舎耐震改修庁舎耐震改修工事工事工事工事、、、、新共同調理場建設工新共同調理場建設工新共同調理場建設工新共同調理場建設工

事事事事、、、、南文化南文化南文化南文化センターセンターセンターセンター改改改改修工事修工事修工事修工事、、、、継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施しているしているしているしている主要幹線道路整主要幹線道路整主要幹線道路整主要幹線道路整

備備備備、、、、街路整備等街路整備等街路整備等街路整備等にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、そのそのそのその他経常的経費他経常的経費他経常的経費他経常的経費についてはについてはについてはについては、、、、財政改革財政改革財政改革財政改革

行動計画行動計画行動計画行動計画にににに基基基基づきづきづきづき徹底的徹底的徹底的徹底的なななな合理化合理化合理化合理化をををを図図図図ることによりることによりることによりることにより節減節減節減節減にににに配意配意配意配意したしたしたした。。。。    

                以下以下以下以下、、、、津島市第津島市第津島市第津島市第４４４４次総合計画次総合計画次総合計画次総合計画のののの基本構想基本構想基本構想基本構想にににに定定定定めるめるめるめる施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱５５５５項目項目項目項目

をををを基本基本基本基本にににに事業事業事業事業をををを推進推進推進推進するするするする。。。。    

（（（（１１１１））））市民市民市民市民とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ自立自立自立自立したしたしたした行政経営行政経営行政経営行政経営    

        主主主主なななな事業事業事業事業はははは、、、、    

広報発行事業広報発行事業広報発行事業広報発行事業    ８８８８，，，，６７９６７９６７９６７９千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１６１６１６１６））））    

ホームページホームページホームページホームページ運営事業運営事業運営事業運営事業    １１１１，，，，３３２３３２３３２３３２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１１１１６６６６））））    
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行政経営改革推進事業行政経営改革推進事業行政経営改革推進事業行政経営改革推進事業    ９２９２９２９２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１１１１６６６６））））    

各種統計調査事務事業各種統計調査事務事業各種統計調査事務事業各種統計調査事務事業    １１１１，，，，０５３０５３０５３０５３千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１１１１６６６６））））    

人材育成事業人材育成事業人材育成事業人材育成事業    １７１７１７１７，，，，５３７５３７５３７５３７千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１１１１７７７７））））    

地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ推進事業推進事業推進事業推進事業    ５３５３５３５３，，，，７１８７１８７１８７１８千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２１２１２１２１））））    

市民協働事業市民協働事業市民協働事業市民協働事業    ３９３３９３３９３３９３千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２１２１２１２１））））    

        などなどなどなど。。。。    

    

（（（（２２２２））））健健健健やかにいきいきとやかにいきいきとやかにいきいきとやかにいきいきと暮暮暮暮らせるらせるらせるらせるまちまちまちまち    

        主主主主なななな事業事業事業事業はははは、、、、    

市民病院事業補助金市民病院事業補助金市民病院事業補助金市民病院事業補助金    １１１１，，，，１５８１５８１５８１５８，，，，４２５４２５４２５４２５千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１９１９１９１９））））    

心身障心身障心身障心身障がいがいがいがい福祉事業福祉事業福祉事業福祉事業    ７０７０７０７０，，，，６０３６０３６０３６０３千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２７７７７））））    

自立支援給付事業自立支援給付事業自立支援給付事業自立支援給付事業    ６３３６３３６３３６３３，，，，７１５７１５７１５７１５千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２７７７７））））    

地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業    ８８８８２２２２，，，，４８２４８２４８２４８２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２８２８２８２８））））    

障障障障がいがいがいがい児通所給付児通所給付児通所給付児通所給付事業事業事業事業    ７０７０７０７０，，，，５５５５５５５５５５５５千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２８２８２８２８））））    

臨時福祉給付金給付臨時福祉給付金給付臨時福祉給付金給付臨時福祉給付金給付事業事業事業事業（（（（新規新規新規新規））））    １４２１４２１４２１４２，，，，１４８１４８１４８１４８千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２８２８２８２８））））    

地域支地域支地域支地域支ええええ合合合合いいいい事業事業事業事業    ４４４４，，，，８９６８９６８９６８９６千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２９２９２９２９））））    

在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業    １１１１７７７７，，，，４１１４１１４１１４１１千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２９２９２９２９））））    

放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業    ４７４７４７４７，，，，２３３２３３２３３２３３千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３００００））））    

児童手当児童手当児童手当児童手当    １１１１，，，，１１１１５９５９５９５９，，，，９７５９７５９７５９７５千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３０３０３０３０））））    

子育子育子育子育てててて世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金世帯臨時特例給付金給付事業給付事業給付事業給付事業（（（（新規新規新規新規））））８９８９８９８９，，，，１５９１５９１５９１５９千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３１３１３１３１））））    

子育子育子育子育てててて支援減税手当支給事業支援減税手当支給事業支援減税手当支給事業支援減税手当支給事業（（（（新規新規新規新規））））    １０４１０４１０４１０４，，，，３０２３０２３０２３０２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３２３２３２３２））））    

予防接種予防接種予防接種予防接種・・・・感染症予防事業感染症予防事業感染症予防事業感染症予防事業    １６６１６６１６６１６６，，，，３５２３５２３５２３５２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３２３２３２３２））））    

成人保健事業成人保健事業成人保健事業成人保健事業（（（（がんがんがんがん検診検診検診検診等等等等））））    １３３１３３１３３１３３，，，，９９９９０１０１０１０１千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３２２２２））））    

糖尿病予防対策事業糖尿病予防対策事業糖尿病予防対策事業糖尿病予防対策事業    ９９１９９１９９１９９１千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３２３２３２３２））））    

母子保健事業母子保健事業母子保健事業母子保健事業    ５９５９５９５９，，，，６４６６４６６４６６４６千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３３３３３））））    

地域地域地域地域医療対策事業医療対策事業医療対策事業医療対策事業    ２０２０２０２０，，，，０５４０５４０５４０５４千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３３３３３））））    

後期高齢者福祉医療扶助費後期高齢者福祉医療扶助費後期高齢者福祉医療扶助費後期高齢者福祉医療扶助費    １１１１１１１１２２２２，，，，３８７３８７３８７３８７千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３３３３３））））    

障障障障がいがいがいがい者医療扶助費者医療扶助費者医療扶助費者医療扶助費    １３５１３５１３５１３５，，，，１５６１５６１５６１５６千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３３３３３））））    

精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者医療扶助費者医療扶助費者医療扶助費者医療扶助費    ３３３３００００，，，，５７２５７２５７２５７２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３３３３３））））    

母子家庭等医療扶助費母子家庭等医療扶助費母子家庭等医療扶助費母子家庭等医療扶助費    ５０５０５０５０，，，，９０７９０７９０７９０７千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３４４４４））））    

子子子子どもどもどもども医療扶助費医療扶助費医療扶助費医療扶助費    １１１１４５４５４５４５，，，，２９０２９０２９０２９０千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３４４４４））））    

未熟児養育医療扶助費未熟児養育医療扶助費未熟児養育医療扶助費未熟児養育医療扶助費    ２２２２，，，，７００７００７００７００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３４３４３４３４））））    

        などなどなどなど。。。。    
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（（（（３３３３））））生活生活生活生活とととと産業産業産業産業のののの調和調和調和調和したしたしたした安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全ななななまちまちまちまち    

        主主主主なななな事業事業事業事業はははは、、、、    

災害対策事業災害対策事業災害対策事業災害対策事業    １５１５１５１５，，，，５９２５９２５９２５９２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２２２２２））））    

防災訓練事業防災訓練事業防災訓練事業防災訓練事業    １１１１，，，，３３３３０７０７０７０７千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２２２２２））））    

交通防交通防交通防交通防犯対策推進事業犯対策推進事業犯対策推進事業犯対策推進事業    ７７７７，，，，３３３３５５５５００００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２２２２２））））    

住宅用太陽光発電設備導入促進事業住宅用太陽光発電設備導入促進事業住宅用太陽光発電設備導入促進事業住宅用太陽光発電設備導入促進事業    ８８８８，，，，００００００００００００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２３２３２３２３））））    

商工業振興事業商工業振興事業商工業振興事業商工業振興事業    １０１０１０１０２２２２，，，，８８８８００００００００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２５２５２５２５））））    

尾張津島天王祭事業尾張津島天王祭事業尾張津島天王祭事業尾張津島天王祭事業    ２２２２３３３３，，，，８７１８７１８７１８７１千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２６６６６））））    

尾張津島秋尾張津島秋尾張津島秋尾張津島秋まつりまつりまつりまつり事業事業事業事業    ６６６６，，，，５４８５４８５４８５４８千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２６２６２６２６））））    

観光交流観光交流観光交流観光交流センターセンターセンターセンター事業事業事業事業    ９９９９，，，，２５８２５８２５８２５８千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２６６６６））））    

消費者行政消費者行政消費者行政消費者行政事業事業事業事業    １１１１，，，，７１３７１３７１３７１３千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２６６６６））））    

交通安全対策事業交通安全対策事業交通安全対策事業交通安全対策事業    ６６６６，，，，００００００００００００千円千円千円千円（（（（ＰＰＰＰ３５３５３５３５））））    

救急業務救急業務救急業務救急業務事業事業事業事業    １１１１，，，，２４３２４３２４３２４３千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３８３８３８３８））））    

通信指令台共同運用負担金通信指令台共同運用負担金通信指令台共同運用負担金通信指令台共同運用負担金    １４４１４４１４４１４４，，，，７８４７８４７８４７８４千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３８３８３８３８））））    

消防消防消防消防ポンプポンプポンプポンプ自動車自動車自動車自動車整備事業整備事業整備事業整備事業    １８１８１８１８，，，，５１５５１５５１５５１５千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３８３８３８３８））））    

        などなどなどなど。。。。    

    

（（（（４４４４））））豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと文化文化文化文化をををを育育育育むむむむまちまちまちまち    

        主主主主なななな事業事業事業事業はははは、、、、    

国際国際国際国際・・・・国内交流事業国内交流事業国内交流事業国内交流事業    ４４４４，，，，４２２４２２４２２４２２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１１１１６６６６））））    

人権施策推進事業人権施策推進事業人権施策推進事業人権施策推進事業    ９０９９０９９０９９０９千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２３３３３））））    

外国青年招致事業各種負担金外国青年招致事業各種負担金外国青年招致事業各種負担金外国青年招致事業各種負担金    １１１１，，，，１８６１８６１８６１８６千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３９３９３９３９））））    

豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育てるてるてるてる活動活動活動活動事業事業事業事業    ６６６６，，，，００００００００００００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３９３９３９３９））））    

新共同調理場建設事業新共同調理場建設事業新共同調理場建設事業新共同調理場建設事業    ７２５７２５７２５７２５，，，，４８２４８２４８２４８２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ４１４１４１４１））））    

文化振興事業文化振興事業文化振興事業文化振興事業    ２２２２，，，，１５９１５９１５９１５９千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ４２４２４２４２））））    

放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども教室推進事業教室推進事業教室推進事業教室推進事業    １１１１５５５５，，，，９５５９５５９５５９５５千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ４２４２４２４２））））    

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター事業事業事業事業    ３３３３３３３３，，，，６５１６５１６５１６５１千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ４３４３４３４３））））    

スポーツスポーツスポーツスポーツ施設管理事業施設管理事業施設管理事業施設管理事業    ８９８９８９８９，，，，８０２８０２８０２８０２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ４４４４３３３３））））    

        などなどなどなど。。。。    

    

（（（（５５５５））））快適快適快適快適なななな暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる基盤基盤基盤基盤のののの整整整整ったったったったまちまちまちまち    

        主主主主なななな事業事業事業事業はははは、、、、    

巡回巡回巡回巡回バスバスバスバス運行事業運行事業運行事業運行事業    ６７６７６７６７，，，，５４７５４７５４７５４７千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１６１６１６１６））））    

合併処理浄化槽普及促進事業合併処理浄化槽普及促進事業合併処理浄化槽普及促進事業合併処理浄化槽普及促進事業    １１１１１１１１，，，，３３３３２３２３２３２３千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２４２４２４２４））））    

道路維持道路維持道路維持道路維持修繕修繕修繕修繕事業事業事業事業    ３３３３３３３３，，，，５４７５４７５４７５４７千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３３３３５５５５））））    
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道路新設改良道路新設改良道路新設改良道路新設改良事業事業事業事業    ９９９９，，，，４０９４０９４０９４０９千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３５３５３５３５））））    

社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備事業事業事業事業    ７９７９７９７９，，，，１００１００１００１００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３５３５３５３５））））    

下水路整備事業下水路整備事業下水路整備事業下水路整備事業    １１１１１１１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３６３６３６３６））））    

緑化推進事業緑化推進事業緑化推進事業緑化推進事業    ３８５３８５３８５３８５千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３６３６３６３６））））    

民間木造住宅耐震診断事業民間木造住宅耐震診断事業民間木造住宅耐震診断事業民間木造住宅耐震診断事業    ２２２２，，，，２５２５２５２５００００千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３６３６３６３６））））    

民間木造民間木造民間木造民間木造・・・・非木造非木造非木造非木造耐震改修事業耐震改修事業耐震改修事業耐震改修事業    ２２２２２２２２，，，，０３２０３２０３２０３２千円千円千円千円（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ３６３６３６３６））））    

        などなどなどなど。。。。    

    

    

４４４４    特別会計特別会計特別会計特別会計    

いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、前年度前年度前年度前年度当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額にににに比比比比べべべべ、、、、    

国民健康保険会計国民健康保険会計国民健康保険会計国民健康保険会計はははは、、、、２２２２．．．．７７７７％％％％増増増増のののの６６６６６６６６億億億億４４４４，，，，２５７２５７２５７２５７万万万万１１１１千円千円千円千円、、、、    

住宅新築資金等貸付事業会計住宅新築資金等貸付事業会計住宅新築資金等貸付事業会計住宅新築資金等貸付事業会計はははは、、、、１１１１２２２２．．．．９９９９％％％％減減減減のののの７８９７８９７８９７８９万万万万３３３３千千千千円円円円、、、、    

ｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾄ事業会計事業会計事業会計事業会計はははは、、、、１１１１９９９９．．．．１１１１％％％％減減減減のののの６６６６，，，，９７２９７２９７２９７２万万万万４４４４千円千円千円千円、、、、    

介護保険会計介護保険会計介護保険会計介護保険会計はははは、、、、００００．．．．９９９９％％％％増増増増のののの４１４１４１４１億億億億７７７７，，，，４５９４５９４５９４５９万円万円万円万円１１１１千円千円千円千円、、、、    

流流流流域関連公共下水道事業会計域関連公共下水道事業会計域関連公共下水道事業会計域関連公共下水道事業会計はははは、、、、８８８８．．．．１１１１％％％％減減減減のののの８８８８億億億億７７７７，，，，２０８２０８２０８２０８万万万万８８８８千千千千円円円円、、、、    

後期高齢者医療会計後期高齢者医療会計後期高齢者医療会計後期高齢者医療会計はははは、、、、７７７７．．．．００００％％％％増増増増のののの１１１１２２２２億億億億５５５５，，，，８０８８０８８０８８０８万万万万９９９９千千千千円円円円をををを    

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

    

    

５５５５    企業会計企業会計企業会計企業会計    

企業会計企業会計企業会計企業会計についてはについてはについてはについては、、、、企業性企業性企業性企業性をををを発揮発揮発揮発揮するとともにサービスのするとともにサービスのするとともにサービスのするとともにサービスの充実充実充実充実にににに配配配配

意意意意しつつしつつしつつしつつ、、、、公共公共公共公共のののの福祉福祉福祉福祉をををを増進増進増進増進しししし、、、、さらにさらにさらにさらに地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに積極的積極的積極的積極的なななな役割役割役割役割をををを果果果果

たしていくこととするたしていくこととするたしていくこととするたしていくこととする。。。。    

またまたまたまた、、、、一層一層一層一層のののの経営努力経営努力経営努力経営努力をををを行行行行いいいい、、、、経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化とととと活性化活性化活性化活性化をををを推進推進推進推進しししし、、、、経営経営経営経営

基盤基盤基盤基盤のののの強化強化強化強化をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、特特特特にににに経費経費経費経費のののの節減節減節減節減にににに努努努努めめめめ予算編成予算編成予算編成予算編成をしたをしたをしたをした。。。。    

市民病院事業会計市民病院事業会計市民病院事業会計市民病院事業会計ではではではでは、、、、医医医医業業業業収益収益収益収益としてとしてとしてとして９８９８９８９８億億億億３３３３，，，，５６１５６１５６１５６１万万万万４４４４千千千千円円円円をををを

計上計上計上計上したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、医医医医療器械備品療器械備品療器械備品療器械備品購入費購入費購入費購入費としてとしてとしてとして、、、、４４４４億億億億４４４４，，，，４８０４８０４８０４８０万万万万円円円円、、、、リリリリ

ースースースース資産購入費資産購入費資産購入費資産購入費としてとしてとしてとして、、、、３３３３億億億億４４４４，，，，３６４３６４３６４３６４万万万万８８８８千円千円千円千円をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計ではではではでは、、、、合流式下水道合流式下水道合流式下水道合流式下水道緊急緊急緊急緊急改善改善改善改善事業事業事業事業効果分析調査効果分析調査効果分析調査効果分析調査としてとしてとしてとして

１１１１，，，，３４６３４６３４６３４６万万万万２２２２千千千千円円円円、、、、上水道事業会計上水道事業会計上水道事業会計上水道事業会計ではではではでは、、、、配水管改良工事費配水管改良工事費配水管改良工事費配水管改良工事費等等等等としてとしてとしてとして

２２２２億億億億２２２２，，，，５６８５６８５６８５６８万万万万５５５５千千千千円円円円をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。    

    

 



１　総　額
（単位：千円）

当初 最終見込額 当初比 最終比

19,650,000 103.0 19,080,000 20,323,135 570,000 ▲ 673,135

国民健康保険 6,642,571 102.7 6,471,068 6,675,787 171,503 ▲ 33,216

住宅新築資金等貸付事業 7,893 87.1 9,062 9,062 ▲ 1,169 ▲ 1,169

コミュニティ・プラント事業 69,724 80.9 86,172 86,172 ▲ 16,448 ▲ 16,448

介護保険 4,174,591 100.9 4,137,010 4,295,443 37,581 ▲ 120,852

流域関連公共下水道事業 872,088 91.9 948,499 836,904 ▲ 76,411 35,184

後期高齢者医療 1,258,089 107.0 1,175,906 1,160,238 82,183 97,851

計 13,024,956 101.5 12,827,717 13,063,606 197,239 ▲ 38,650

市民病院事業 13,121,609 127.6 10,286,541 10,317,516 2,835,068 2,804,093

下水道事業 551,335 88.8 621,101 667,101 ▲ 69,766 ▲ 115,766

上水道事業 1,795,271 97.0 1,850,760 1,850,760 ▲ 55,489 ▲ 55,489

計 15,468,215 121.2 12,758,402 12,835,377 2,709,813 2,632,838

48,143,171 107.8 44,666,119 46,222,118 3,477,052 1,921,053総計

特
別
会
計

比較増減平成25年度予算
会計名 当初予算

前年
対比

（％）

一般会計

企
業
会
計
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