
総予算
496 億 9,259 万円 一般会計一般会計特別会計特別会計

企業会計企業会計

276 億 3,411 万円
主に市税収入を財源として、福祉
や教育、土木など行政運営の基本
的な費用を計上する会計

169億 282 万円
国民健康保険や介護保険など特定の収
入（保険料など）で経理される事業や
市が特定の事業を行うために一般会計
と区分して設ける会計

51億 5,566 万円
主にサービスを受ける方の
使用料金によって運営する
水道と下水道の会計

�子育て環境の充実�
こども医療制度を拡充します ２億５，３１６万円（市１億９，３２９万円 県５，９８７万円）

１０月から中学３年生までのこども医療費を無料化します。
保育所を建設します ３億７２０万円（市１億２４０万円 県２億４８０万円）

民間保育園（仮称）つるまけやき保育園（定員９０人）と（仮称）富士見すくすく
保育園（定員６０人）の建設費を補助します。（平成２３年４月開園予定）

放課後児童クラブを増設します ４，９９０万円（市２，５１２万円 県２，４７８万円）

みずほ台小学校と関沢小学校に第２放課後児童クラブを増設します。
家庭保育室の利用に助成します １，８４８万円（市１，４７３万円 県３７５万円）

家庭保育室を利用している保護者の負担を軽減するために助成します。
子ども手当を支給します １９億２，４００万円

（市２億７０６万円 国１５億９８８万円 県２億７０６万円）

中学３年生までの子どもに、一人につき月額１３，０００円を支給します。
予防接種を拡充します ２，０４０万円（市２，０４０万円）
新型ワクチンによる日本脳炎の予防接種を実施します。

※カッコ内は財源の内訳を示しています。
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景気の低迷により厳しい経済状況が続き、市税などの収入は減少し、社会保障費などの支出は増加していま
す。市の財政は大変厳しい状況ですが、平成２２年度の予算は、市民生活を守り、子どもを安心して生み育てら
れるよう、次世代につながる元気な富士見を目指してつくりました。
財源を捻出するため、人件費の削減や事業仕分けなどにより経費を削減しました。しかし、市税収入の減少、
生活保護費などの社会保障費の増加、また、子育て関連事業の充実により不足額が生じたため、やむを得ず預
金（財政調整基金）を取り崩し補いました。
なお、市のすべての会計の予算総額は、４９６億９，２５９万円となっています。特に一般会計予算は、子ども医療
制度の拡充や子ども手当の新設などにより、前年度に比べて約２４億円の増加となっています。

行財政改革の推進により ２億６，４３３万円 削減しました
①人件費の削減（２億３，３４１万円）②事業仕分けの反映（２，５４５万円）③事務事業の効率化・見直しなどによる
削減（５０９万円）④交際費の削減（３７万円）

各会計の予算額
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0
平成 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

（見込み）

500
億円

借金残高 預金残高
450
400
350
300
250
200
150
100
50

451 億
7,893 万円
451 億
7,893 万円

17億
8,629 万円
17億

8,629 万円

430 億
6,366 万円
430 億
6,366 万円

23億
3,026 万円
23億

3,026 万円

412 億
1,273 万円
412 億
1,273 万円

21億
4,761 万円
21億

4,761 万円

395 億
74万円
395 億
74万円

17億
6,992 万円
17億

6,992 万円

385 億
2,012 万円
385 億
2,012 万円

10億
7,993 万円
10億

7,993 万円

収　入
276億3,411万円

支　出
276億3,411万円

市税
133億1,437万円
市税

133億1,437万円

地方交付税
21億5，000万円
地方交付税
21億5，000万円

国・県支出金
57億2，177万円
国・県支出金
57億2，177万円

市債 29億7，373万円市債 29億7，373万円
繰入金 11億2，988万円繰入金 11億2，988万円

その他の収入
23億4，436万円
その他の収入
23億4，436万円

市税
景気後退や雇用情勢の悪
化などにより前年度に比
べ 1億5,752万円の減

市税
景気後退や雇用情勢の悪
化などにより前年度に比
べ 1億5,752万円の減

地方交付税
前年度に比べ 7億7,000万
円（26.4％）の減

国･県支出金
子ども手当の創設などに
より前年度に比べ19億
7,617万円（52.8％）の増

国･県支出金
子ども手当の創設などに
より前年度に比べ19億
7,617万円（52.8％）の増

市債（借入金）
地方交付税の代替分であ
る臨時財政対策債の増額
などにより前年度に比べ
13億4,393万円（82.5 ％）
の増

市債（借入金）
地方交付税の代替分であ
る臨時財政対策債の増額
などにより前年度に比べ
13億4,393万円（82.5 ％）
の増

繰入金
財政調整基金から 9億
5,000万円を引き出し、
不足額を補いました。

議会費 2億886万円議会費 2億886万円
総務費

38億4,669万円
総務費

38億4,669万円

民生費
117億9，021万円
民生費

117億9，021万円

土木費 28億592万円土木費 28億592万円

消防費 10億3，703万円消防費 10億3，703万円
教育費 23億2，503万円教育費 23億2，503万円

公債費 35億3，218万円公債費 35億3，218万円

衛生費 18億5，786万円衛生費 18億5，786万円

その他 2億3，033万円

民生費
こども医療費の助成の拡
大などにより前年度に比
べ 21億843万円（21.8％）
の増

民生費
こども医療費の助成の拡
大などにより前年度に比
べ 21億843万円（21.8％）
の増

土木費
つるせ台公園の整備など
により前年度に比べ1億
8,996万円（7.3％）増

教育費
つるせ台小学校の整備終
了などにより、前年度に比
べ5億6,621万円（19.6％）
の減

公債費
借り換えの必要な借入金
があるため、前年度に比
べ6億4,336万円（22.3％）
の増

公債費
借り換えの必要な借入金
があるため、前年度に比
べ6億4,336万円（22.3％）
の増

一般会計歳入歳出予算

�健康や福祉の充実�
女性特有のがんの検診に助成します １，９７２万円（市９９８万円 国９７４万円）

特定の年齢に達した女性に、子宮頸がんと乳がんの検診手帳
及び検診無料クーポン券を配布します。
健康診査の費用を助成します ３，２５４万円（市８７５万円 その他２，３７９万円）

７５歳以上の方の人間ドックや健康診査の費用を助成します。
福祉施設の送迎費用を助成します ７７５万円（市１９４万円 県５８１万円）

福祉施設（通所施設）の送迎費用を助成します。
オストメイト対応トイレを新たに２施設に設置します ２６０万円

（市６０万円 県２００万円）

老人福祉センターを改修します ４５７万円（市４５７万円）
平成２３年度に行う耐震補強工事の設計をします。
敬老会に助成します １，２６４万円（市１，２６４万円）

市の借金と預金
平成２２年度末の借金の残高見込みは、市全体で３８５．２
億円です。また、預金（財政調整基金）の残高見込みは、
は１０．８億円です。

市の借金と貯金の残高の推移（平成１８～２２年度）

特集 平成２２年度当初予算
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�街並の整備と安全なまちづくり�
鶴瀬駅西口・東口の区画整理事業を進めます １１億９，２９８万円

（市６億６，５５０万円 国県２億６，１９８万円 借金２億６，５５０万円）

鶴瀬駅西口と東口の道路整備などを行います。

新しい公園を整備します ４億２０３万円

（市３，５２０万円、国１億４，０００万円、その他１，８５３万円、借金２億８３０万円）

鶴瀬西２丁目地区（つるせ台小学校南側）につるせ台公園を整備します。

住宅密集地を改善します ３，３００万円（市３，３００万円）

市道９０４号線（鶴瀬西３丁目）の道路を広げるため調査を行います。

駅前の放置自転車を整備します ２３４万円（市８２万円 その他１５２万円）

みずほ台駅西口の放置自転車の整理時間を延長します。

路上喫煙禁止区域を指定します １８６万円（市１８６万円）

富士見市をきれいにする条例に基づき、市内３駅の周辺を路上喫煙禁止区

域に指定します。

桜のオーナー制度を始めます ９７万円

（市４３万円 その他５４万円）

オーナー制度を活用して、富士見江川沿いに桜の植

樹をします。

緊急雇用対策を進めます ４，８３７万円（市７９万円 県４，７５８万円）

県の緊急雇用創出基金を活用して、新たに８つの事業により５０人を雇用します。

�学ぶ環境の向上�
学校の施設を整備します ９，０２１万円（市３，１７１万円 借金５，８５０万円）

鶴瀬小学校、勝瀬中学校、西中学校の体育館の耐震補強工事をし

ます。これで市内の全小・中学校の耐震化が完了します。また、

鶴瀬小学校、西中学校、特別支援学校のトイレを洋式化するため

の設計をします。

給食の食器を入れ替えます １，２９１万円（市１，２９１万円）

学校給食で使用する食器をポリエチレンナフタレート食器に入れ

替えます。また、食器洗浄機を新しくします。

図書館の開館日数を増やします １億８，３３２万円（市１億８，３３２万円）

中央図書館・ふじみ野分館に指定管理者制度を導入し、開館時間・日数を増やします。

教育相談体制を充実します ５４６万円（市５４６万円）

特別支援教育士の相談回数や、特別支援相談員の勤務日数を増やして相

談体制を充実します。

すこやか支援員を増員します ２，５９７万円（市２，３３８万円 その他２５９万円）

特別支援学級を新設したふじみ野小学校・水谷東小学校・勝瀬中学校に、

すこやか支援員を各１人配置します。また、特別支援学校は１人増員し

ます。

放送設備を新しくします ４８１万円（市４８１万円）

針ケ谷小学校校舎・体育館、関沢小学校校舎の放送設備を新しくします。
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�計画的・効率的なまちづくり�
新たな総合計画をつくります ６４１万円（市６４１万円）

市のまちづくりの指針となる第５次総合計画（平成２３年度から１０年間）を市民のみなさんといっしょにつくり

ます。

ホームページが新しくなります ９８７万円（市９８７万）

市の情報をいち早く、わかりやすく提供するため、ホームページを６月からリニューアルします。

生涯学習を推進する計画をつくります ９万円（市９万円）

第２次生涯学習推進基本計画を市民のみなさんといっしょにつくります。

地産地消を推進する計画をつくります ５万円（市５万円）

地域で生産された農産物が地域で消費されるよう地産地消推進計画をつくります。

合計

４５

４５

市
（継続）

５

１２

市
（改善）

２５

２９

国・県で
実施

２

０

民間化

２

０

不要
（廃止）

１１

４

仕分け結果

最終結果

事業の見直しによる削減 １，５９７万円

①ＩＴ推進事業（市ホームページを利用した電子申請・届出サー

ビスのシステム入れ替えによる減）：１３２万円

②福祉タクシー利用料金補助（重度心身障害者に対する福祉タク

シー利用補助券の枚数見直しによる減）：１６８万円

③老人入浴料助成事業（入浴設備のない高齢者等に対する公衆浴

場入浴無料券・補助券の枚数見直しによる減）：１８１万円

④駅前自動車対策事業（みずほ台駅前自動車駐車場の管理を無人

化にすることによる減）：１，１１４万円

廃止による削減 ９４８万円

①市民葬祭事業：２０４万円

②生ごみ処理機購入費補助：７１万円

③勤労者住宅資金貸付（ただし現在借り

ている方は、同制度が継続されます）：

６５２万円

④中小企業緊急資金融資：２０万円

※これら４事業は、平成２２年３月３１日で

廃止となりました。

２～５ページの問合せ／政策財務課 ��内２３１～２３５

事業仕分けで約２，５００万円の削減 ～４事業廃止 ４事業見直し～

市が行っている事業を見直すため、国に先がけ、昨年７月に「事業仕分け」を実施しました。無作為に選ばせ

ていただいた市民の方が判定するという富士見市独自の方式は、市民参画の新しい試みとして全国的に注目され、

これまでに１６自治体の視察を受け入れました。

その後、事業仕分けの結果をもとに、有識者や公募市民で構成された第三者委員会や市役所内部で検討し、対

象事業の最終結果を出しました。これにより、平成２２年度予算で４事業の廃止、４事業の経費を削減し、合計で

２，５４５万円を削減しました。今後も、最終的な結果に基づき、経費削減や、事業の改善による市民サービスの向

上に努めます。

事業仕分け結果 （件）

削減効果２，５４５万円の内訳

※１万円未満を切り捨てたため、合計額は一致しません。

特集 平成２２年度当初予算
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