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35億4,052万円（11.9%）
旧上沢小学校解体工事の完了などに
より、3億616万円、8.0%の減

126億1,690万円（42.5%）
子ども手当や社会保障費などの増に
より、8億2,669万円、7.0%の増

19億8,490万円（6.7%）
予防接種などの増により、1億2,704
万円、6.8%の増

30億3,456万円（10.2%）
鶴瀬駅東西口の整備費などの増に
より、2億2,864万円、8.1%の増

11億4,508万円（3.9%）
消防庁舎建設により、1億805万円、
10.4%の増

27億449万円（9.1%）
学校施設整備費などの増により、
3億7,945万円、16.3%の増

40億5,577万円（13.7%）
平成13年度借入れの一部を借換える
ため5億2,359万円、14.8%の増

5億7,659万円（2.0%）

133億7,842万円（45.1%）
6,404万円、0.5%の増

34億5,000万円（11.6%）
13億円、60.5%の増

64億4,404万円（21.7%）
子ども手当負担金などの増により、
7億2,227万円、12.6%の増

9億7,659万円（3.3%）
1億5,329万円、13.6%の減

30億6,466万円（10.4%）
平成13年度借入れの一部の借換
えにより、9,093万円、3.1%の増

23億4,510万円（7.9%）
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平成２３年度は、新しいまちづくりの指針となる第５次基本構想がスタートする節目の年です。
このため、当初予算では、将来都市像である「ひととまちがキラリとかがやく市民文化交流都市」の
具体化に向けて、構想に掲げた６つの基本目標を着実に進めるため、限られた財源を有効に活用しなが
ら、中長期的視野に立った計画的かつ積極的な予算としました。 問合せ／財政課 ��内231

会計別の予算額 予算総額５１８億５，０３３万円（前年比４．３％増）

（ ）は構成比
増減は前年度比較

一般会計予算の内訳
（総額２９６億５，８８１万円）


���������������������
（ ）は市の予算区分
＜ ＞は前年度比較

������
繰入金（預金の取崩し）
扶助費（生活に困っている人などを守るための費用など）
公債費（借金を返すための費用）
物件費（物品を購入するための費用など）
補助費など（市民団体への補助金など）
普通建設事業費など（道路や施設の建設費など）
繰出金（他会計への負担金）

市の債務残高と預金残高の状況は

市の債務残高は着実に減少しており、平成２３年度末の債務残高は、市全体で３７８億円になる見込みです。借り入れ
をできるだけ控え、債務残高を減らす努力をしています。
また、平成２３年度末の預金（財政調整基金）残高は１７億円になる見込みです。

食費（人件費） ９１万円＜２．０％減＞

医療費・教育費（扶助費） １２８万円＜１７．９％増＞

ローンの返済（公債費） ６８万円＜１４．８％増＞

光熱水費や生活用品の購入など（物件費）

７５万円＜９．８％増＞

町会費や保険料など（補助費など）７１万円＜３．９％増＞

家の増改築や修繕料（普通建設事業費など）

２４万円＜１３．０％減＞

子どもへの仕送り（繰出金）４１万円＜３．１％増＞

預金（積立金など） ２万円＜４５．４％増＞

合 計 ５００万円

支 出

市の予算と一般の家計では使い道が違うため、単純な比較は難しいですが、一般会計予算を
年収５００万円の家庭の家計簿にたとえてみました。

給料（市税）は、長引く景気低迷のため、昨年と比較してあまり
変わっていません。
しかし、医療費・教育費（扶助費）などが増えているため、食費
（人件費）や家の増改築（普通建設事業費など）などを控え、親か
らの援助（地方交付税など）を含め、預金の取り崩し（繰入金）に
より、やりくりをしています。

給料（市税） ２２６万円＜０．５％増＞

パート収入（使用料・諸収入など）１６万円＜１．７％減＞

銀行からの借入れ（市債） ５１万円＜３．１％増＞

預金の取崩し（繰入金） １６万円＜１３．６％減＞

前年からの繰越し（繰越金） ４万円＜０．０％ ＞

親からの援助（地方交付税・国県支出金など）

１８７万円＜２２．６％増＞

合 計 ５００万円

収 入
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産業の活性化を進めます ２００万円
農業・商業・工業の連携による「ふじみマーケット」や「空き店舗移動市」を開催するた
め、商工会が行うふじみ産業元気づくり事業に補助します。

地産地消を進めます ２１万円
市役所などでの地元農産物の直売（アンテナショップ）や学校給食への積極的利用など地
産地消に取り組みます。

住宅改修を支援します ３００万円
市内業者の施工で住宅の改修を行った場合に費用の一部を助成します。

桜の回廊づくりを進めます １８９万円
引き続き、富士見江川沿いに桜の木を植えて、桜の回廊づくりを進め
ます。

サイクリング道路を整備します ２，９００万円
富士見江川右岸の堤防上（せせらぎ菖蒲公園から健康増進センター先
うずら

の鶉橋まで）に、サイクリング道路を整備します。

こども医療費の無料化を継続します ３億４，１３０万円
引き続き、中学３年生までの医療費を無料とします。

家庭保育室への助成を充実します １，８８１万円
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、１人につき月額１万円を助成します。

楽器を新しくします ３，４９９万円
音楽に親しむ教育環境の充実に向け、小学校の鼓笛隊や中学校の
吹奏楽部の楽器を新しくします。

学校の施設を整備します ２億７，５６５万円
針ケ谷小学校の大規模改修工事や鶴瀬小学校・西中学校のトイレ
を洋式にします。

けい

子宮頸がんワクチンなどの予防接種費用を助成します １億７，６４４万円
感染症の発生やまん延を予防するため、予防接種の費用を助成します。

こころの病を持つ方に活動の場を提供します ６３２万円
こころの病を持つ方の働く場所や気軽に立ち寄れる居場所を整備します。

ひとり暮らしの高齢者の方の訪問事業を実施します １１３万円
自宅に閉じこもりがちなひとり暮らしの高齢者の方の訪問・見守りを行います。

老人福祉センターを改修します ４，５６２万円
老人福祉センターの耐震補強と外壁などの改修工事を実施します。

住宅の耐震改修費などを助成します ２００万円
昭和５６年以前に建築された住宅の耐震化を進めるため、耐震診断料や耐震改修の工事費用の一部を助成

します。

旧上沢小学校跡地の一部で、公園整備を進めます ２８５万円
市民参加・協働による公園の設計を行います。

太陽光発電システムの設置費用を助成します ３５０万円
太陽光発電システムを設置した場合に、設置費用の一部を助成します。

歩道を整備します ２，５２２万円
水谷第１集会所前および水谷東小学校前の歩道を整備します。

生活道路を整備します ９，０２１万円
道路の拡幅や舗装など、身近な生活道路を整備します。

（仮称）文化芸術振興条例をつくります ２０万円
多くの市民が文化芸術に触れ、心の豊かさを感じられる市民文化の創造を目指して、市民参加により
（仮称）富士見市文化芸術振興条例をつくります。

体育施設を改修します １，３１５万円
市民総合体育館、ガーデンビーチの改修工事をします。

・市民総合体育館：空調設備工事の設計
柔道場の畳の取り替えなど

・ガーデンビーチ：トイレ改修
プールサイドの床面改修工
事の設計など

公民館の改修を進めます １，４８９万円
公民館の耐震補強や屋上防水などの改修をします。
・鶴瀬公民館：屋上防水などの設計および工事、耐震補強の設計
・南畑公民館、水谷東公民館：耐震診断の調査
・水谷公民館：エレベーター設置の設計

タウンミーティングを行います ゼロ予算
市民と市の情報交換や情報共有を一層深めるため、タウンミーティングを開催します。

市税のコンビニ納付の整備を進めます １，２５２万円
平成２４年度からコンビニエンスストアでの納付ができるように整備を

進めます。

議会映像を配信します ７７２万円
平成２３年度中に議会のようすをインターネット配信できるようにします。
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