
平成２４年度

花巻市当初予算

説 明 資 料

花　　巻　　市



１．予算編成の基本的方針

２．予算の概要

３．主な財政指標

(1) 地方債残高（24末見込み） 576576576576億億億億1111,,,,905905905905万円万円万円万円（23末見込 595億9,853万円）

(2) 実質公債費比率 １４１４１４１４．．．．７７７７％％％％（23見込 １６．６％）

平成２４年度　花巻市当初予算について

　平成２４年度の予算編成にあたっては、地域経済が東日本大震災による影響から回復基
調にあるなか、一方では円高の進行や欧州危機などのリスク要因があるなど、なお先行き
が不透明な状況にあることを踏まえ、東日本大震災を契機とした防災・減災に係る財政需
要の高まりや、社会保障関係費の増大などの引き続き厳しい財政運営が見込まれる中で、
直面する行政課題に的確に対応するとともに、国の歳出見直しと歩調を合わせた「地方財
政計画」を基本としながら財源の安定的な確保に努めたところである。

　また、継続事業・新規事業それぞれについて、いわゆる「事務事業評価」を実施し、予
算編成と一体となった評価サイクルの構築を図ったほか、外部委員による「行政評価委員
会」や、市政懇談会等における市民からの要望・意見等についても、十分な検討と反映に
努めたところである。

　さらには、自主財源の確保のほか国県支出金等の特定財源の導入に努め市債の発行を抑
制すること、及び国県の補正予算等への対応については、動向を見極めながら適切に対処
することとした。

　平成２４年度予算は、再び躍動へと歩みだす再スタートの年度として、本市の「強み」
で交流人口を増やし、地域に「活気」を生み出すことに強く重点を置いたところである。
　その一つとして、「賢治の香りあふれるまちづくり」をテーマに「賢治のまちづくり推
進事業」を新たに展開するほか、岩手ＤＣキャンペーンと連動した誘客対策や、スポーツ
大会・合宿等の誘致に向けた体制の強化を図ったところである。
　また、市博物館において「吉村作治の古代七つの文明展」を開催するほか、本市全ての
産業の総合イベントとして「はなまき産業大博覧会」を新たに開催するなど、年間を通じ
て切れ目のない誘客・交流事業の展開に、必要予算を計上したところである。

　その上で、「緊急雇用創出事業」の大幅な拡充や、「中小企業震災融資支援事業」によ
る資金需要への対応など、東日本大震災からの復興、市内経済・雇用環境の回復基調をよ
り確かなものとするための経済・雇用対策を引き続き推進するほか、被災住宅に係る「生
活再建住宅支援事業」や、災害時要援護者の見守り体制を強化する「地域支え合い体制づ
くり事業」など、市民生活の安定に向けた福祉・医療体制の充実についても、重点的に予
算を措置したところである。

　さらに、防災・減災対策として、防災資器材の備蓄、消防・消防団施設の整備のほか、
自主防災組織の活動支援等について、引き続き推進することとしている。

　その結果、一般会計予算は４３５４３５４３５４３５億億億億３３３３，，，，５２１５２１５２１５２１万円万円万円万円となり、前年度と比較して１５１５１５１５億億億億
３３３３，，，，４２７４２７４２７４２７万円万円万円万円のののの減額減額減額減額、伸び率で３３３３．．．．４４４４％％％％のののの減減減減となった。

　なお、予算の編成においては、限られた財源の中での既存事業の徹底した洗い直しと、
事務事業評価による目的・必要性・効果及び優先度等を十分に検討のうえ事業選択を行っ
たものである。
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■ 一般会計予算
（単位：千円）

平成24年度 43,535,206

平成23年度 45,069,479

　　※　財源内訳の「地方債」に「臨時財政対策債」を加えた金額が、歳入予算の「市債」と一致する。

■ 全会計予算額（上水道事業会計を除く）
（単位：千円）

増減率

% 

△ 3.4

△ 0.5

△ 2.4

7.1

10.4

6.1

△ 3.9

3.9

皆減

△ 2.1合　　　　　　　　　計

8,269,221

359,805 326,035老人保健施設事業特別会計

396,612（簡易水道事業特別会計）

介護保険特別会計

公設地方卸売市場事業特別
会計

下水道事業特別会計

農業集落排水等汚水処理
事業特別会計

4,730,634

1,714,157 1,755,978

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

一般会計

財　　  源　  　内　  　訳

586,013

B 

1,445,778 1,392,051

9,606,234

53,727

3,361

△ 160,844

A-B 

国庫支出金 県支出金

43,535,206

69,511,746 71,021,276

9,659,085

4,097,364

45,069,479

8,855,234

平 成 24 年 度

△ 1,534,273

△ 52,851

33,770

△ 41,821

△ 1,509,530

58,812 55,451

3,936,520

△ 396,612

平成２４年度 花巻市当初予算

30,313,794

30,758,631

※ 地 方 債 そ の 他 一般財源
予 算 額区    分

平 成 23 年 度

2,721,2154,822,615

3,558,235

3,236,918 3,530,100

2,787,3432,145,200

A 

増  減  額
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【 歳  入 】
（単位：千円）

増減額 増減率

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 （A-B） (％)

1 市税 10,277,673 23.6 10,359,194 23.0 △ 81,521 △ 0.8

2 地方譲与税 940,400 2.2 931,300 2.1 9,100 1.0

3 利子割交付金 19,700 0.0 20,500 0.0 △ 800 △ 3.9

4 配当割交付金 8,100 0.0 7,800 0.0 300 3.8

5 株式等譲渡所得割交付金 1,500 0.0 2,000 0.0 △ 500 △ 25.0

6 地方消費税交付金 899,700 2.1 943,400 2.1 △ 43,700 △ 4.6

7 ゴルフ場利用税交付金 14,200 0.0 20,900 0.0 △ 6,700 △ 32.1

8 自動車取得税交付金 153,300 0.4 139,500 0.3 13,800 9.9

9 地方特例交付金 36,200 0.1 156,658 0.3 △ 120,458 △ 76.9

10 地方交付税 16,210,000 37.2 16,120,000 35.9 90,000 0.6

11 交通安全対策特別交付金 17,000 0.0 19,600 0.0 △ 2,600 △ 13.3

12 分担金及び負担金 621,074 1.4 588,428 1.3 32,646 5.5

13 使用料及び手数料 822,184 1.9 802,158 1.8 20,026 2.5

14 国庫支出金 4,730,634 10.9 4,822,615 10.7 △ 91,981 △ 1.9

15 県支出金 3,558,235 8.2 3,236,918 7.2 321,317 9.9

16 財産収入 57,342 0.1 93,563 0.2 △ 36,221 △ 38.7

17 寄附金 2 0.0 2 0.0 0 0.0

18 繰入金 56,370 0.1 508,971 1.1 △ 452,601 △ 88.9

19 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

20 諸収入 1,463,391 3.4 1,340,671 3.0 122,720 9.2

21 市債 3,648,200 8.4 4,955,300 11.0 △ 1,307,100 △ 26.4

43,535,206 100.0 45,069,479 100.0 △ 1,534,273 △ 3.4合　　　　計

科　　　　　目

平成２４年度 花巻市一般会計

平成23年度平成24年度
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【 歳  出 （ 目 的 別 ） 】
（単位：千円）

増減額 増減率

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 （A-B） (％)

1 議会費 340,672 0.8 382,465 0.8 △ 41,793 △ 10.9

2 総務費 5,150,715 11.8 5,590,191 12.4 △ 439,476 △ 7.9

3 民生費 12,258,803 28.2 12,934,587 28.8 △ 675,784 △ 5.2

4 衛生費 3,048,152 7.0 2,814,588 6.2 233,564 8.3

5 労働費 1,062,977 2.4 218,563 0.5 844,414 386.3

6 農林水産業費 2,298,244 5.3 2,298,705 5.1 △ 461 0.0

7 商工費 2,026,148 4.7 1,811,479 4.0 214,669 11.9

8 土木費 5,329,261 12.2 5,964,044 13.2 △ 634,783 △ 10.6

9 消防費 1,612,134 3.7 1,751,997 3.9 △ 139,863 △ 8.0

10 教育費 3,893,578 8.9 4,804,886 10.7 △ 911,308 △ 19.0

11 災害復旧費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

12 公債費 6,472,521 14.9 6,455,973 14.3 16,548 0.3

13 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

14 予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

43,535,206 100.0 45,069,479 100.0 △ 1,534,273 △ 3.4合計（目的別）

科　　　　　目
平成23年度平成24年度
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【 【 【 【 歳 出 歳 出 歳 出 歳 出 （ （ （ （ 性 質 別 性 質 別 性 質 別 性 質 別 ） 】） 】） 】） 】
（単位：千円）

増減額 増減率

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 （A-B） (％)

人件費 8,218,429 18.9 8,532,589 19.0 △ 314,160 △ 3.7

扶助費 7,450,084 17.1 7,443,592 16.5 6,492 0.1

公債費 6,472,169 14.9 6,455,620 14.3 16,549 0.3

22,140,682 50.9 22,431,801 49.8 △ 291,119 △ 1.3

普通建設事業費 3,837,311 8.8 5,770,313 12.8 △ 1,933,002 △ 33.5

うち補助事業費 1,640,576 3.8 2,257,902 5.0 △ 617,326 △ 27.3

うち単独事業費 2,196,735 5.0 3,512,411 7.8 △ 1,315,676 △ 37.5

災害復旧事業費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

3,839,311 8.8 5,772,313 12.8 △ 1,933,002 △ 33.5

物件費 6,645,513 15.3 6,333,243 14.1 312,270 4.9

維持補修費 828,537 1.9 635,078 1.4 193,459 30.5

補助費等 3,142,680 7.2 3,084,993 6.8 57,687 1.9

積立金 418,526 1.0 417,790 0.9 736 0.2

投資及び出資貸付金 1,461,742 3.4 1,166,167 2.6 295,575 25.3

繰出金 5,018,215 11.5 5,188,094 11.5 △ 169,879 △ 3.3

予備費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

17,555,213 40.3 16,865,365 37.4 689,848 4.1

43,535,206 100.0 45,069,479 100.0 △ 1,534,273 △ 3.4

平成23年度平成24年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

科　　　　　目

合計（性質別）

計

計

計

そ
の
他
の
経
費
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１． 「しごと」 地域資源の連携強化で活力ある産業振興

№ 担当部署

1 雇用安定支援事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

2 緊急雇用創出事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

番号

1 ものづくり多能技術者育成事業
2 地域若年者就業支援相談実務能力養成事業
3 公共牧野環境推進事業
4 地域雇用創出支援事業
5 被災地支援アンテナショップ運営事業
6 特産品商品性向上事業
7 高齢者技能活用事業
8 ちゃやっこ運営事業
9 小さな百貨店事業

10 アート・いきいき街づくり事業
11 働きながら資格を取る介護雇用事業
12 被災者等生活相談支援事業
13 コミュニティＦＭ番組制作事業
14 災害時要援護者等支援事業
15 観光施設等景観向上対策事業
16 花巻おもてなし推進事業
17 着地型観光素材集制作事業
18 花巻観光物産品ブラッシュアップ事業
19 賢治のまちづくり推進事業
20 まなびの担い手育成事業
21 学校図書館・文化施設所蔵資料連携事業
22 郷土資料整備事業
23 宮沢賢治関係図書登録事業
24 美術館教育普及活動推進事業
25 美術品及び美術関連図書登録事業
26 放射性物質簡易測定事業
27 沿岸等被災入居者訪問事業
28 （仮称）はなまき産業大博覧会開催事業
29 花巻市生活再建住宅支援事業
30 防火対象物管理事業
31 児童の園生活確保事業
32 保育園給食運用書作成事業
33 被災転入児等サポート事業
34 被災保育士雇用事業
35 旧山岳博物館資料等データベース化事業
36 被災者等雇用（臨時職員）事業
37 農業地図情報システム整備事業
38 スポーツ交流推進事業

平成２４年度　当初予算　主要事業

事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

8,666千円

地域雇用の安定のため、就職相談や求人情報の提供を行うとともに、雇用環境の
実態把握を図り、求職者への就職支援事業を展開する。

○ジョブカフェ運営：求職者に対するキャリアカウンセリング、セミナーの開催
等の各種業務の実施や情報の提供、就職ガイダンスの開催等による求職者への情
報提供や就職活動への支援、○離職者対策資金利子補給

908,006千円

2222 商工労政課
担当課

離職を余儀なくされた失業者等に対し就労の機会を提供し、雇用を創出する。

○委託雇用事業（番号1～18） 事業数 18事業 新規雇用予定人数 259人
○直接雇用事業（番号19～38） 事業数 20事業 新規雇用予定人数 46人

新規雇用事業名

2222 商工労政課

6666 農政課

204204204204 商工労政課

6666 商工労政課

1111 商工労政課

1111 商工労政課

1111 商工労政課

1111 商工労政課

1111 商工労政課

17171717 長寿福祉課

1111 市民生活総合相談センター

1111 秘書政策課

5555 地域福祉課

3333 観光課

3333 観光課

2222 観光課

2222 観光課

2222 地域づくり課

2222 生涯学習課

2222 花巻図書館

5555 花巻図書館

2222 宮沢賢治記念館

1111 萬鉄五郎記念美術館

2222 萬鉄五郎記念美術館

1111 生活環境課

1111 健康づくり課

4444 商工労政課

1111 建築住宅課

1111 消防本部予防課

6666 就学養育課

1111 就学養育課

1111 就学養育課

2222 就学養育課

2222 文化財課

2222 農政課
6666 商工労政課

2222 スポーツ振興課
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

3 農業振興地域整備計画策定事業≪新規≫ 農林水産部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

4 担い手育成支援事業 農林水産部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

5 ６次産業化推進事業 農林水産部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

農用地を良好な状態で確保しながら農業振興に関する施策の総合的計画的な推進
を図る。

○農業振興地域整備計画策定
　優良農地として農業以外の用途での利用が制限される農用地区域や農業生産基
盤の整備開発計画等を定めた花巻農業振興地域整備計画の定期見直し作業を行
う。

5,281千円

75,253千円

地域農業の担い手となる農業者や新規就農者、集落営農組織の育成を図る。

○認定農業者協議会運営支援
　認定農業者協議会会員の経営や技術向上に資する研修会の開催や会員相互の交
流・研鑽事業を支援
○トータルアドバイザー設置
　集落営農・経理・法人化等に精通したトータルアドバイザーを6名設置し、研修
会や集落訪問による情報提供等地域に密着した活動により担い手となる農業経営
体を支援
○農地集積奨励≪新規≫
　地域の中心となる経営体への農地集積を円滑に進めるため、農地集積や分散錯
圃解消に協力する農業者に対して奨励金を交付
　0.5ha以下：30万円/戸　 0.5ha超2.0ha以下：50万円/戸　 2.0ha超：70万円/戸
○青年就農支援≪新規≫
　青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農直後の所得を確保
する給付金を交付　年間150万円

674千円

農家所得の向上を図るため、市内農畜産物を活用した商品の開発に向けた素材の
掘り起こしを行う。

○料理コンテストの開催
　市内農畜産物を活用した新たな料理のアイディアを募集し、優秀作品を表彰す
ることにより花巻の新しい味の創作と利用拡大を図る。
○普及活動
　入賞作レシピに係る料理教室の実施等により普及拡大を図る。
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

6 水田農業経営安定事業 農林水産部

【事業目的】 農政課

【事業内容】

7 森林環境保全事業 農林水産部

【事業目的】 農地林務課

【事業内容】

事業名 事業内容

47,464千円

農業者戸別所得補償制度に的確に対応し、水田農業を中心として野菜や果樹、花
き、雑穀、畜産等の振興を図り、農業所得の向上と経営の安定を推進する。

○水田農業経営安定対策
　需給調整に対応し、野菜、果樹、花き、雑穀等の作付けや畜産への誘導を行う
ため、農業者・集落営農組織に対し、補助金を交付

環境保全型農業推進対策事業
農業用廃プラスチック及び期限切れ農薬の処理に係る
経費の一部を補助

アスパラ倍増3カ年事業
アスパラガスの新規導入、増反に際し、種苗・支柱・
肥料・農薬費に係る経費の一部を補助

園芸生産拡大支援事業

きゅうり・ピーマン・なすの新規導入、増反に際し、
支柱・遮光資材に係る経費の一部を補助

玉ねぎの新規導入、増反に際し、種子購入に係る経費
の一部を補助

市場性の高い品種の切花・鉢花りんどう苗購入に係る
経費の一部を補助

良食味米確立支援事業
ケイ酸を含む土壌改良剤の散布に係る経費の一部を補
助

果樹産地育成支援事業
りんご・西洋なし・ぶどうへの新改植に際し、苗木・
支柱・土壌改良資材に係る経費の一部を補助

民有林の多面的機能を維持するため、松くい虫被害拡大を防止するとともに林野
火災等森林災害の未然防止を行う。

○森林病害虫防除
　松くい虫の被害対策として被害木の駆除事業を実施するとともに、被害防止の
ための樹幹注入事業及び樹幹注入補助事業を実施する。
　　樹幹注入補助金：薬剤購入経費の2分の1以内
○森林管理維持増進
　私有林の巡視員を地域ごとに4名配置し、山地災害や松くい虫被害等の未然防
止・早期発見のための巡視活動及び森林育成のための調査活動を行う。

雑穀産地確立事業
アワ・イナキビ・タカキビ・アマランサス・乾トウモ
ロコシ・ハトムギの作付用種子購入に係る経費及びタ
カキビ・アマランサスの生産に係る経費の一部を補助

低利用水田再生支援事業
低利用水田に新規需要米などの作付を推進するための
地域内協議に係る経費の一部を補助

基礎雌牛増頭推進事業
黒毛和種繁殖牛・乳用牛の地域内導入及び自家保留に
係る経費の一部を補助

花巻産牛銘柄確立対策事業
市内産肥育用素牛の導入及び自家保留に係る経費の一
部を補助

○数量調整円滑化推進
　生産調整方針の適切な運用に関する助言・指導、水稲生産実施計画書の作成、
米の生産調整実施状況の確認等花巻市農業推進協議会が行う数量円滑化推進事業
に対して補助
○農業者戸別所得補償制度推進≪新規≫
　農業者戸別所得補償制度の実施に必要となる生産数量目標の設定や作付面積の
確認等の事務費を花巻市農業推進協議会に対して補助

70,003千円
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

8 産学官連携推進事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

9 地場企業振興事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

10 商店街魅力創出事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

11 中小企業震災融資支援事業 商工観光部

【事業目的】 商工労政課

【事業内容】

東日本大震災により被害を受けた企業の経営安定を図るため、「岩手県中小企業
東日本大震災復興資金」を利用した企業に対し支援を行う。

制度開始時に平成23年度のみだった対象年度を拡大し、平成24年度の借入に対し
ても補給を行う
○中小企業震災融資利子補給
○中小企業震災融資保証料補給

75,626千円

地域からの新たな産業創出や地域企業の研究開発・新商品開発・新事業展開など
を図る新たな取り組みを支援する。

○起業化支援センター運営
　市内企業や入居企業に対するコーディネート活動や研究室や工場の貸出
○複合デバイス技術研究開発推進
　複合デバイス技術による地域企業の活性化と付加価値向上に向けた取組や岩手
大学との共同研究の実施
○ビジネスインキュベータ運営
　入居者に対するコーディネート活動やレンタルオフィスの貸出

940,592千円

市内の中小企業者に対し、円滑な事業資金の調達を支援することにより、中小企
業の振興育成を図る。
市内の産業を広く紹介し、情報提供による地元就業への定着とイベントによる経
済効果を誘引し、地域活性化と産業振興を図る。

○（仮称）はなまき産業大博覧会開催≪新規≫
　開催予定日　12月14日（金）～16日（日）
　会場予定地　花巻市総合体育館
　主な内容
　　①花巻の産業の「これまで」と「これから」を紹介
　　②産業（仕事）を実感できる体験メニューの実施
　　③ものづくりへの興味、職業観の醸成のための企画
　　④花巻の物産、特産品紹介、試食、販売等
○産業情報ボックス開放
　ネットワークの構築により、企業情報の発信を促進
○中小企業振興融資
　中小企業の円滑な事業資金の調達を支援

14,089千円

便利で魅力的な商店街形成のための各種施策や支援を行う。

○まちの駅いしどりや酒蔵交流館環境整備≪新規≫
　まちの駅いしどりや酒蔵交流館の石庭を撤去し、イベント及び駐車場に利用す
るための環境整備を実施
○公共駐車場確保対策
○市民ふれあい広場運営
○中心市街地新規出店者経営支援
○商店街共同施設補修支援

140,000千円
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

12 広域観光推進事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

13 観光情報発信事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

14 まちぐるみ観光推進事業 商工観光部

【事業目的】 観光課

【事業内容】

73,548千円

花巻市内の各団体が行うおもてなし事業への支援、おもてなしによる魅力ある施
設運営を実施することで、観光地花巻の魅力を高める。

○星めぐりガイド事業支援≪新規≫
　若年層を中心に普及が進む「スマートフォン」を活用した観光情報提供を行う
事業に対し補助
○イーハトーブおもてなし支援
　観光客を対象として行う施設公開や湯茶サービス等の「おもてなし」の取組み
に対する支援
○郷土芸能御披露目
　新花巻駅並びに童話村において鹿踊の上演による誘客
○おもてなし施設の運営
　同心屋敷、ステップインはなまき、南部杜氏の里、まちなかビジターセン
ター、道の駅、交流会館の管理運営

10,000千円

観光地と連携した観光施策を展開することにより、市内への誘客力を高める。

○イーハトーブ周遊観光促進支援≪新規≫
　「いわてクラシック街道」ツアーの特典に対する補助金
　【主な要件】平泉町又は遠野市を観光し、市内宿泊施設に２０名以上の団体で
　　　　　　　宿泊
　【特典内容】花巻市内での郷土芸能鑑賞、平泉町・遠野市での観光ガイド等

54,057千円

より多くの人に花巻の魅力を知ってもらうため、観光情報の発信を行う。

○いわてデスティネーションキャンペーン推進
　平成２４年４月～６月に全国ＪＲグループが行う地域限定観光キャンペーンの
　推進（協議会負担金）
　【花巻市の主な取組】
　　旅行商品の造成：イーハトーブ周遊観光促進事業補助金を活用
　　花巻おもてなし事業（緊急雇用）：新花巻駅に観光コンシェルジュを配置
　　花巻ＢＢ（べつばら）フェア開催：６月２３日～２４日
　　賢治のイーハトーブまつり開催：６月２３日～２４日（例年７月開催）
○その他の観光宣伝
　花巻市のブランドイメージを強化向上させるフリーペーパーの作成配布、観光
ポスター、観光パンフレット、マスコミ、新聞による宣伝の実施、旅行博、観光
キャンペーンを通じた誘客、イーハトーブ大使が行う主要都市における観光宣伝
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２． 「暮らし」 安心・安全のネットワーク拡充で健康・快適な暮らし

№ 担当部署

1 公共交通確保対策事業 まちづくり部

【事業目的】 地域づくり課

【事業内容】

2 防災資器材備蓄事業 総務部

【事業目的】 総務課

【事業内容】

3 地域支え合い体制づくり事業≪新規≫ 生活福祉部

【事業目的】 地域福祉課

【事業内容】

4 高齢者在宅生活支援事業 生活福祉部

【事業目的】 長寿福祉課

【事業内容】

大迫・花巻地域間連絡バス
大迫地域から花巻中心部への直通バスの運行経費補助
（平日4往復・土日2往復）

事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

73,329千円

公共交通を必要とする市民等にとって、快適で便利な公共交通サービスを実現
し、これを持続可能な形で確保するための施策を実施する。

項　目 内　容

市営バス
東和地域内を運行する市営バスの運行業務委託（5路線
／田瀬線・中内線・小山田線・山の神線・浮田線）

大迫公共施設連絡バス
大迫地域内の公共施設や医療機関等を循環するバスの
運行業務委託（平日1便）

市街地循環バス
公共施設、医療機関及び市街地を循環するバス（ふく
ろう号）の運行経費補助（毎日10便）

1,621千円

災害時に応急活動が出来るよう備蓄を行う。

県立中部病院連絡バス
大迫地域から県立中部病院までの直通バスとして、大
迫・花巻地域間連絡バスをＪＲ花巻駅から延伸するバ
スの運行経費補助（平日4往復）

石鳥谷地域予約乗合タクシー
石鳥谷地域内の公共施設、医療機関や自宅付近の公道
等を結ぶ予約乗合ﾀｸｼｰの運行経費補助（週2日1日4便）

東和地域予約乗合タクシー
東和地域内の公共施設、医療機関や自宅付近の公道等
を結ぶ予約乗合ﾀｸｼｰの運行経費補助（週3日1日3便）

県立中部病院連絡予約乗合タク
シー

西南地区(太田・笹間地区)及び東和地域と県立中部病
院を結ぶ予約乗合ﾀｸｼｰの運行経費補助（週2日1日3便）

太田地区予約乗合タクシー
太田地区内のむらの家停留所から高村山荘までの区間
の予約乗合タクシーの運行経費補助（平日1日2往復）

在宅高齢者生活支援

ひとり暮らし高齢者等が自立した生活を送るための軽
易な日常作業の支援、住宅改修費の補助、高齢者福祉
タクシー券の交付、自動消火器・電磁調理器の給付、
老人用福祉電話の貸与、在宅介護者等訪問相談の実施

○防災資機材の備蓄
　アルファ米2,600食、5年保存水2,880㍑、災害時要援護者用トイレ２台購入

3,370千円

既存の災害時要援護者台帳に地図情報を追加し、日常の見守り訪問、災害時の安
否確認、避難誘導に活用する。

○災害時要援護者支援
　地図情報システムの導入による災害時要援護者台帳へ地図情報の追加
　・災害時要援護者台帳登録者数　1,000人

48,363千円

高齢者の在宅生活を支援する。

項　目 内　容

ひとり暮らし高齢者緊急通報体
制整備

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、平時の見守りと
緊急時の通報手段を確保するための連絡員の配置と通
報装置を設置

寝たきり高齢者生活支援
在宅の寝たきり高齢者等が衛生的で清潔感を保持した
生活を送るため、寝具の洗濯乾燥消毒および理美容店
からの出張にかかる費用の補助
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

5 介護予防対策事業 生活福祉部

【事業目的】 長寿福祉課

【事業内容】

6 障がい者福祉サービス提供事業 生活福祉部

【事業目的】 地域福祉課

【事業内容】

7 救急医療確保事業 健康こども部

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】

8 感染症予防対策事業 健康こども部

【事業目的】 健康づくり課

【事業内容】

いきいきホーム
東和地域の自治公民館等で趣味活動、健康チェック、
給食、生活指導等を実施

39,996千円

高齢者が、介護の必要な状態にならないよう予防に努め、健康な日常生活を送
る。

項　目 内　容

湯のまちホット交流サービス
60歳以上の高齢者で4人以上の団体に市内の温泉施設に
おいて、無料で入浴及び休憩（部屋利用）を提供

生きがい活動支援通所
市内のデイサービス施設で日常生活動作訓練、趣味活
動、給食、送迎、健康、入浴サービス等を実施

38,316千円

救急医療を必要とする市民に、休日、夜間等の救急医療体制の確保・充実を図
る。

1,410,972千円

障害者自立支援法に基づき、障がい者の自立と社会参加を促進する。

項　目 内　容

介護給付・訓練等給付 自立支援法に基づく介護給付・訓練等給付

補装具給付 自立支援法に基づく身体障がい者補装具給付

自立支援医療費給付 自立支援法に基づく医療費給付

242,294千円

定期・任意の予防接種、結核健康診断及び狂犬病予防事業の実施により感染症を
予防する。

項　目 内　容

休日等歯科診療所運営
花巻市歯科医師会に診療業務等を委託し、花巻保
健センター内の休日歯科診療所において日曜及び
休日等に応急診療を実施

在宅当番医制対策
花巻市医師会に委託し、休日における一次救急患
者の医療を確保するため、在宅当番医制事業等を
実施

病院群輪番制運営

休日及び夜間における二次救急患者の医療確保の
ため、岩手中部地域で実施する民間病院群輪番制
参加病院に対し事業運営経費を補助
(総合花巻病院、花巻温泉病院、北上済生会病院)

救急医療確保支援

休日及び夜間における二次救急医療体制の確保を
図るため、病院群輪番制に参加する民間二次救急
告示病院の輪番当番日以外の医師等の経費への補
助支援
(総合花巻病院、花巻温泉病院)

項　目 内　容

予防接種
定期予防接種・子宮頸がん等予防接種・高齢者肺
炎球菌予防接種の実施

結核予防 65歳以上に結核健康診断を実施

狂犬病予防 狂犬病予防接種の実施
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

9 墓園管理事業 生活福祉部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

10 クリーンエネルギー推進事業 生活福祉部

【事業目的】 生活環境課

【事業内容】

11 生活道路維持事業 建設部

【事業目的】 道路維持課

【事業内容】

　・舗装修繕、道路施設補修

　・緑地管理や路面及び側溝等の清掃

　・照明等設備保守点検

12 生活道路整備事業 建設部

【事業目的】 道路建設課

【事業内容】

13 橋梁整備事業 建設部

【事業目的】 道路建設課

【事業内容】

新設改良

現道舗装

側溝整備

防雪柵整備

54路線（うち新規10路線）総延長12,418ｍ

27路線（うち新規24路線）総延長 5,080ｍ

10路線（うち新規 6路線）総延長 1,720ｍ

 1路線（うち新規 1路線）総延長   720ｍ

本館下似内線（似内橋）　

○墓園管理
　市営墓園の維持管理
○石沢墓園墓地区画整備
　石沢墓園墓地39区画増設

4,538千円

12,807千円

花巻市営墓園（松園墓園、高木墓園、石沢墓園、東和墓園）の適切な運営管理を
行う。

環境に対する意識の高揚を図る。

○太陽光発電設備導入補助
　住宅用太陽光発電設備設置者に対し、補助金を交付
○環境学習推進
　環境に対する意識の高揚を図るため環境マイスターの派遣や水生生物調査を実
施

1,249,260千円

各コミュニティ地区の土木施設整備要望に沿って、安全で快適に通行できる道路
網を構築するため、市道の新設改良、現道舗装、側溝整備等を行う。

604,279千円

生活道路を安全に安心して通行出来るようにするため、維持修繕（舗装の打ち換
え、オーバーレイ等）及び除排雪を行う。

○道路維持補修

○生活道路整備事業

377,200千円

市道利用者が安全で快適に通行できる道路網を構築するため、市道橋梁の新設及
び架替を行う。

○橋梁整備事業

上町成田線（豊沢橋）　　自転車・歩行者用仮橋設置、旧橋の撤去

上部工架設、道路改良

熊野内野線（太田橋）　　用地測量等
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

14 交通安全環境整備事業 建設部

【事業目的】 道路維持課

【事業内容】

15 河川排水路改修事業 建設部

【事業目的】 道路維持課

【事業内容】

16 生活再建住宅支援事業 建設部

【事業目的】 建築住宅課

【事業内容】

○震災復興住宅融資利子補給

○被災住宅補修等支援補助

○被災宅地復旧支援補助

歩道の設置、歩道の段差解消等の整備を行い、道路利用者の交通安全環境の向上
を図る。

○交通安全施設整備

147,600千円

烏森北中線

上町成田線

若葉町天下田線

歩道整備

バリアフリー・融雪施設・電線共同溝等

バリアフリー

里川口排水路

境界測量

境界測量

西大通り・根岸線

二枚橋駅前線

亀ヶ森1号線

誘導表示

歩道整備

歩道整備

126,589千円

排水路及び小河川の整備を行い、水害の防止と健全な河川環境の向上を図る。

○河川排水路改修

篭堰排水路

二枚橋排水路

雀田川排水路

横志田地区排水路

測量設計・河川工事等

計画調査

計画調査

落合北排水路

湯沢野排水路

146,272千円

東日本大震災で被災した住宅及び宅地の復旧復興に対する支援を行う。

河川工事

測量設計・用地測量

補修
対象 罹災証明を発行されたもの

補助額 融資額(上限6,400千円)に対する当初5年間の利子(上限1％)

新築
対象 全壊、大規模半壊、半壊

補助額 融資額(上限14,600千円)に対する当初5年間の利子(上限2％)

新築
対象

全壊、大規模半壊、半壊の被害を受け住宅を新築又は購入する
際にバリアフリー化・県産材活用を行うもの

補助額
バリアフリー化　床面積により400千円～900千円（定額）
県産材活用　　　活用体積により200千円～400千円（定額）

既住住宅
債務

対象 罹災証明を発行されたもの

補助額 既存の住宅ローンの利子５年間分を一括補助

改修
対象

被災した住宅で次の改修工事を行うもの
　・耐震改修　・バリアフリー改修　・県産材活用改修

補助額
改修工事費の1/2（上限：耐震600千円、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ600千円、県産材
活用200千円）

補修
対象 半壊、一部損壊で100千円以上の補修工事を行うもの

補助額 補修工事費の1/2（上限：300千円）

対象 被災した宅地の安全性を回復するために必要な次の工事を行うもの

補助額 対象経費の1/2（上限：2,000千円）
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

17 市営住宅等整備事業 建設部

【事業目的】 建築住宅課

【事業内容】

18 消防拠点施設等整備事業 消防本部

【事業目的】 総務課

【事業内容】

19 消防団施設等整備事業 消防本部

【事業目的】 総務課

【事業内容】

   　消防水利確保のため、防火水槽設置（2基）と消火栓（10基）を設置する　

○消防団装備施設整備

　火災等災害対応のための施設・装備の更新

消防団第17分団第3部（戸塚）

85,144千円

消火栓維持管理や防火水槽等の計画的な整備及び消防屯所や消防団のポンプ自動
車、小型動力ポンプ及び積載車を計画的に更新整備し消防力の充実強化を図る。

308,598千円

住宅困窮者に良好な住環境を提供する。

○本館住宅建替
　本館住宅Ｅ棟の建設（鉄筋コンクリート造２階建て　12戸）
　Ｆ棟の実施設計等
○新堀住宅駐輪場改修工事
　収納スペースを確保するため既存の駐輪場を物置に改修する

128,358千円

市域における消防責任を十分に果たす。

○消防本部庁舎改修整備
　老朽化した消防庁舎の改修を行う
○車両等更新整備
　車両等の更新整備による救急体制の充実強化
　・高規格救急自動車
　・水槽車可搬動力ポンプ
○消防救急デジタル化整備（実施設計）
　情報通信手段の高度化を図るためアナログ方式からデジタル方式へ移行するた
めの準備

○消防団水利施設整備

屯所の整備

消防ポンプ自動車の配備

小型動力ポンプ積載車の配備

消防団第14分団第2部（中寺林）

消防団第20分団第1部（安俵）

消防団第4分団第14部（槻ノ木）
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３． 「人づくり」 地域で育む子育てと教育で心豊かな人づくり

№ 担当部署

1 国際都市推進事業≪新規≫ 政策推進部

【事業目的】 国際交流室

【事業内容】

2 賢治のまちづくり推進事業≪新規≫ まちづくり部

【事業目的】 地域づくり課

【事業内容】

40,604千円

花巻市の強みである宮沢賢治を活かしたまちづくりを推進することにより、交流
人口を拡大し、市街地の活性化、産業の振興、芸術文化の振興を図る。

事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

8,078千円

花巻市を「世界各国の人々の居留・往来などが多い都市。外国人が訪れやすいま
ち。」に成長させ国際都市化する。

○国際都市の推進
　外国人スタッフ５名を採用し、定住外国人の生活支援、姉妹都市交流の促進、
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の翻訳、各施設の外国語表示、宿泊施設等での通訳支援等、国際都市推
進業務を展開する。
○国際交流フェアの開催
　外国人スタッフ、定住外国人、富士大留学生等と、市民の交流の場となる国際
交流フェアを開催する。（花巻市交流会館にて、12月頃の開催予定）

宮沢賢治賞・イーハトーブ賞
宮沢賢治の名において優れた研究・評論・創作・実践
活動を行った個人・団体を表彰

○賢治を学ぶ場づくり

賢治の世界セミナー
市内小・中学校及び一般を対象に、宮沢賢治作品の精
神をわかりやすく紹介する出前講座等を開催（30講座
程度）

賢治の世界ワークショップ
市内小・中学生を対象に、観察会や演劇による宮沢賢
治作品の体験型講座を開催（「植物」「石」「星」
「鳥」「子ども劇」の5講座を予定）

市民講座／賢治セミナー 賢治をテーマに5回シリーズで開催

賢治研究者による講演会・ｾﾐﾅｰ 賢治研究者の研究成果や創作等の公開の場として開催

全国高校生童話大賞
全国の高校生から自作童話を募集し表彰（表彰式12/23
開催予定）

○イベントの開催による交流人口の拡大

賢治風のステージ
宮沢賢治関連団体による劇・音楽等の連携公演（宮沢
賢治童話村にて、8/26開催予定）

宮沢賢治記念館企画展・特別企
画展

「平泉と賢治」「グスコーブドリの伝記」をテーマに
自筆原稿・パネル等を展示（会期予定：平泉と賢治：4
～6月・10～3月、グスコーブドリの伝記：7～11月）

賢治のイーハトーブまつり
郷土芸能の公演や花巻方言で聞く賢治童話の朗読会等
を内容としたイベントを開催（6/23･24開催予定）

イーハトーブフォーラム
花火とウォーキングイベントを同時開催（北上川河川
敷ほか市内にて、8/18･19開催予定）

宮沢賢治記念館開館30周年記念
事業

宮沢賢治愛用の楽器を使用した演奏会、市内団体によ
る合唱や市内小・中学生による賢治童話の演劇等を内
容とした記念イベントを開催（10月頃開催予定）

賢治カレンダー
賢治関連施設やモニュメントの位置とイベント日程を
まとめた賢治カレンダーを作成

宮沢賢治生誕祭全国俳句大会
宮沢賢治生誕日に行う全国俳句大会の開催経費補助
（8/27開催）

賢治の歌全国大会
宮沢賢治作品を歌で発表する全国大会の開催経費補助
（9/2開催予定）

イーハトーブ音楽祭
市内外の音楽家が花巻の街をステージに演奏する音楽
イベントの開催経費補助（8/4･5開催予定）

○賢治の香りあふれるまちの整備

賢治の広場
市民や観光客が集う場として「賢治の広場」を設置運
営し、宮沢賢治作品や作品に係る模型等を展示紹介

○情報発信・ＰＲツールとしての商品開発
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

3 児童保育事業 健康こども部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

4 障がい児通所等給付事業《新規》 健康こども部

【事業目的】 こども課

【事業内容】

5 家庭教育力向上事業 教育部

【事業目的】 就学養育課

【事業内容】

6 学力向上推進事業 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

7 特別支援事業 教育部

【事業目的】 小中学校課

【事業内容】

1,689,700千円

働きながら子育てしている家庭を支援するため、私立保育園での多様な保育サー
ビスを提供する。

126,039千円

○児童保育
　市内私立保育園等への保育委託と運営支援
　・市内法人立保育園19園（定員1,350人（23年度比＋130人））
　　　二枚橋保育園　　（定員50人→60人）
　　　ぴっころ保育園　（新設　定員60人）
　　　おひさま保育園　（新設　定員60人）

 児童、生徒の学力向上を図る。

○はなまき授業サポーター
　児童の学力を向上させるため「はなまき授業サポーター｣９名を配置する。
○学力向上支援
　教員の授業力を向上させ「わかる授業」の提供を図るため、研修会等を実施す
る。小学校２教科、中学校５教科ごとに開催。

障害の特性、発達段階に応じた適切な療育支援が安定して行われるよう、障害児
通所支援の利用等に要する費用を給付する。

○障がい児通所等給付
　利用者負担分を除いた費用を事業者に給付
　・放課後等デイサービス利用児童数　44人
　・児童発達支援施設利用児童数　44人

1,870千円

家庭、保育園、幼稚園、小学校、及び地域が連携して家庭の教育力を高め、心身
ともに健全なこどもを育成するとともに、小学校への円滑な就学を図る。

○子育て研修会の開催
　適切な子育てへの理解と啓蒙のための保護者・関係者による研修会
○子育て支援事例集の発行
　子育てにかかる保育園、幼稚園、地域等の子育てにかかる事例集を年３回発行

10,604千円

37,490千円

授業中に特別な支援を必要とする発達障がいのある児童生徒に対する援助を行
う。また、不登校傾向にある児童生徒・不登校児童生徒への登校支援を行う。

○通常学級に在籍する発達障がいのある児童生徒を支援するふれあい共育推進員
30名を配置。
○問題を抱える児童生徒、及び保護者の教育相談や、特別な支援が必要な児童生
徒に対応する相談員、支援員等 11名を配置。
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

8 小学校施設維持事業 教育部

【事業目的】 教育企画課

【事業内容】

9 先人顕彰推進事業 まちづくり部

【事業目的】 生涯学習課

【事業内容】

10 博物館教育普及活動事業 教育部

【事業目的】 花巻市博物館

【事業内容】

 小学校施設の環境を整備するとともに施設の長寿命化を図る。

項　　　目 場　所 内　　　　　　　容

88,960千円

校舎等屋根改修 大迫小 老朽化に伴い、校舎・体育館の屋根を改修

体育館屋根改修 花巻小 老朽化に伴い、体育館の屋根を改修

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換 太田小 老朽化に伴い、給水ﾎﾟﾝﾌﾟを交換

消火栓配管改修 矢沢小 老朽化に伴い、消火栓設備の配管を改修

トイレ洋式化 小学校15校 和式トイレを洋式に改修。4校分は23年度補正対応。

施設修繕 小学校19校 各小学校施設の小修繕

3,783千円

花巻ゆかりの先人について顕彰し広く紹介することによって、次代を担う子供た
ちをはじめ多くの市民に地域の歴史や文化に触れ郷土への誇りと愛着を醸成す
る。

○共同企画展の開催
　市内文化施設が統一テーマ（花巻に係る人物・文化・伝承等）により同一時期
に企画展を開催する。
　　会期：12/1～2/3（予定）
　　開催施設：宮沢賢治記念館、宮沢賢治イーハトーブ館、花巻新渡戸記念館、
　　　　　　　花巻市総合文化財センター、花巻市博物館、石鳥谷歴史民俗資料
　　　　　　　館、東和ふるさと歴史資料館、萬鉄五郎記念美術館
○北松斎公400年忌顕彰記念事業補助
　近世初頭花巻のまちづくりの礎を築いた北松斎の没後400年にあたり、その事績
を記した記念誌を発行すること等に対し、補助金を交付する。

31,059千円

市民が普段目にすることが少ない歴史的資料や美術品を紹介する展覧会の開催、
体験学習や各種講座を実施する。また、小・中学校との連携事業により、児童・
生徒に博物館学習に対する意欲を喚起させるとともに、郷土の歴史・文化に対す
る興味と関心を高める。

○特別展「吉村作治の古代七つの文明展」の開催
　古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ、古代ｵﾘｴﾝﾄ、古代ｷﾞﾘｼｬ･ﾛｰﾏ、古代ｲﾝﾄﾞ、古代中国、古代ｱﾒﾘｶ、日
本縄文文明の七つの文明を代表する資料を展示
　9/8(土)～11/4(日)58日間
　入場料：大人1,000円、高校・大学生600円、小中学生300円
○テーマ展等の開催
　市内外に所在する文化財を鑑賞する機会の提供
○教育普及
　博物館と学校教育の連携についての調査・研究、体験学習・講座の開催
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№ 担当部署事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

11 スポーツ大会・合宿誘致推進事業 まちづくり部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

12 スポーツ施設環境整備事業 まちづくり部

【事業目的】 スポーツ振興課

【事業内容】

スポーツ施設を整備して利用者の便宜を図り、競技・スポーツ、レクリエーショ
ンの推進を図る。

整備施設 整備内容

6,167千円

大規模なスポーツ大会やスポーツ合宿の誘致を推進し、交流人口の更なる拡大と
地域経済への波及効果の向上を図る。

○スポーツコンベンションビューロー支援
　市の特性を活かした大規模スポーツ大会・スポーツ合宿の誘致活動や実施運営
支援活動に対する支援
○スポーツ交流推進員の設置
　スポーツ交流推進員を2名配置し、誘致・実施運営支援活動を強化

153,000千円

クライミング場 クライミングボード設置（大迫体育館）

花巻球場
土入替、芝張替、暗渠排水整備、スコアボード改
修

スポーツキャンプむら 暗渠排水整備（サブグラウンドＢ）

海洋センター
艇庫整備（旧田瀬小学校）、合宿所シャワー整備
（旧田瀬中学校）
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４． 「地域」 都市内分権構築で市民参画・協働の結い社会

№ 担当部署

1 地域コミュニティ推進事業 まちづくり部

【事業目的】 地域づくり課

【事業内容】

2 振興センター等整備事業 まちづくり部

【事業目的】 地域づくり課

【事業内容】

振興センターはコミュニティ活動の拠点施設であるとともに、市民の生涯学習提
供の場として利用者の多い施設であるため、整備を行い各種活動の利便性、安全
性を高める。

○花北振興センター建設
　新築（鉄筋コンクリート造平屋建て／会議室・和室・調理室・大ホール・事務
室等）
○矢沢振興センター改修
　トイレ改修、大広間フローリング化、備品購入
○成島振興センター駐車場整備
　旧成島小学校プール解体、駐車場整備

事　　業　　内　　容　　の　　説　　明

201,800千円

住民による自主的な地域づくり活動の推進及び身近な地域課題の解決を図るため
の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で地域づくり交付金を交付する。
コミュニティ会議等の活動周知をはじめ、地域づくりへの参画を促すイベントの
開催を通じ、市民のまちづくりに対する参画意識の高揚と気運の醸成を図る。

○地域づくり交付金の交付
　地域課題の解決や地域の自主的なまちづくりを推進するため、２７地区のコ
ミュニティ会議に対して地域づくり交付金を交付
○地域元気フェスティバルの開催
　２７地区のコミュニティ会議・花巻市体育協会との共同により、スポーツ、レ
クリエーションをテーマに開催（日居城野運動公園陸上競技場にて、9月に開催予
定）

281,899千円

-20-



43,535,20643,535,20643,535,20643,535,206 千円千円千円千円 45,069,47945,069,47945,069,47945,069,479 千円千円千円千円

伸び率 △ 3.4 ％ 1.4 ％
一般歳出
（公債費を除いた額） △ 4.0 ％ 3.4 ％

市税 △ 0.8 ％ △ 1.5 ％

地方交付税 0.6 ％ 4.9 ％

国庫支出金 △ 1.9 ％ △ 0.6 ％

県支出金 9.9 ％ 9.8 ％

市債 △ 26.4 ％ △ 6.7 ％

30.5 ％ 30.4 ％

69.1 ％ 66.9 ％

8.4 ％ 11.0 ％

人件費 △ 3.7 ％ △ 4.0 ％

公債費 0.3 ％ △ 8.8 ％

普通建設事業費 △ 33.5 ％ △ 5.6 ％

　うち単独分 △ 37.5 ％ △ 7.2 ％

14.714.714.714.7 ％％％％ 16.616.616.616.6 ％％％％

市債残高（年度末見込） 57,619,04757,619,04757,619,04757,619,047 千円千円千円千円 59,598,52959,598,52959,598,52959,598,529 千円千円千円千円

564 千円 583 千円

※1　自主財源とは、市税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の合計で

　　 ある。

※2　一般財源とは、市税～交安交付金の合計に臨時財政対策債を加えた金額である。

※3　市債依存度とは、歳入総額に占める市債の割合である。

※4　市債残高の年度末見込みは、当初予算編成時における見込み数値である。

※5　市民一人当たり残高は、平成24年１月末現在の住民登録人口 102,217人により算出した金額である。

財政規模

主　要　財　政　指　標

市民一人当たり残高

歳入（伸び率）

自主財源比率

一般財源比率

市債依存度

実質公債費比率

歳出（伸び率）

区　　　　　分 平成２４年度 平成２３年度

※2

※3

※1

※5

※4
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