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予算って市が行う１年間の計画よね！

どんなことをするのかしら？

ぼくたちが市の予算を紹介

するよ。マスコットキャラクター
「ふわっぴー」

水道事業は浄水場の耐震
化、下水道事業は新たに
市街化区域に編入された
地域の整備に取り組んで
いくんだよ。

一般会計を除いて、ほか
の会計はすべて前年度よ
り増加しているのね。
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①第５次基本構想・前期基本計画の着実な推進

第５次基本構想・前期基本計画を着実に進めるため、未来を担う子どもたちのための予算や良好なまちづくりを
推進するための予算など、将来都市像の実現に向けた計画的な予算を計上しました。

②市制施行４０周年記念事業の実施

市制施行４０周年を祝し、市の魅力を PRする各種イベントの開催など、市民参加協働により、ふるさと意識の醸
成を図るための予算を計上しました。

③災害に強い安全・安心なまちづくりの推進

災害に強いまちづくりを進めるため、地域防災計画の見直しや公共施設の耐震改修など、市民の皆さんが安全で
安心して暮らしていけるための予算を計上しました。

会計の種類と予算の内訳

市には大きく分けて３つの会計があり、それぞれの目的に基づいて予算が計上されています。
予算総額は５３３億６，９０５万円となり、前年度に比べ１５億１，８７２万円（２．９％）の増加となりました。

前年度に比べ８億８，４９３万円
（３．０％）の減少２８７億７，３８８万円

前年度に比べ９億８，６７５万円
（９．１％）の増加
前年度に比べ６億８，７５２万円
（１６．４％）の増加
前年度に比べ６，１２０万円
（８．６％）の増加
前年度に比べ１億７，４２３万円
（１９．８％）の増加
前年度に比べ２億３，５１２万円
（５２．５％）の増加

１１８億１９３万円

４８億８，２３６万円

７億７，０２９万円

１０億５，２８６万円

６億８，２９９万円

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療事業
特別会計
鶴瀬駅西口土地区画
整理事業特別会計
鶴瀬駅東口土地区画
整理事業特別会計

前年度に比べ１億６，８１７万円
（７．９％）の増加

前年度に比べ９，０６７万円
（３．０％）の増加

２３億９８８万円

３０億９，４８６万円

水道事業特別会計

下水道事業特別会計

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
～予算総額５３４億円、さらなる飛躍に向けたまちづくりの推進～

市では、第５次基本構想に基づき、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」の実現
に向け、さまざまな事業に取り組んでいます。
平成２４年度は市制施行４０周年という節目の年であり、当初予算編成では、市民の皆さんとともに歩んできた市のさ
らなる飛躍に向け、新たな一歩を踏み出す一年となるよう、次の３つのポイントについて重点的に予算を計上しました。
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予算総額
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一般会計ではいろんな事業をすすめて
いるけど、前年度に比べて予算額は減
少しているのね。

前年度は大きな返済額（借換債）が計上されてい
たんだ。それを除いて考えると予算額は前年度よ
り少し増額しているんだよ。

債務残高は、市の借金のことだか
ら、今後の負担を軽くするために
努力して少なくしているんだね。     
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市税 132 億円
地方交付税

37億円

国県支出金

60億円

市債

22億円

その他

29億円

総務費

37億円

土木費

29億円

教育費

26億円

公債費

28億円
民生費 130 億円

その他

5億円

繰入金 8 億円

衛生費 21 億円

消防費 12 億円

歳入

歳出

借換債などの減少によ
り、前年度と比べ９億円、
28.3％の減少

借換債などの減少により、前年度
と比べ 13億円、31.3％の減少

市役所庁舎の非常用発電設備や空調
設備の更新などの増加により、前年
度と比べ 1億円、3.7％の増加

医療や福祉関係費などの増加により、前年度
と比べ４億円、3.2％の増加

運動公園の整備完了などの減少により、前年度
と比べ１億円、3.4％の減少

景気の低迷などの影響から個人市民税、法人
市民税などの減少により、前年度と比べ２億
円、1.3％の減少

児童手当負担金などの減
少により、前年度と比べ
５億円、7.0％の減少

債務残高は平成20年度か
ら47.3億円も減少してい
るのね。

一般会計予算の内訳

市の基本的な予算を計上している一般会計の予算額は、２８７億７，３８８万円となり、公債費（返済額）などの減少によ
り前年度に比べ８億８，４９３万円（３．０％）の減少となりました。

債務残高と預金残高の状況

市の債務残高は借入れの抑制などにより着実に減少し、平成
２４年度末には３８４億３，１００万円になる予定です。
また、平成２４年度末の預金（財政調整基金）の残高は、１８億

３，０８５万円になる予定です。

一般会計予算
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ここではその中の一部の事業を紹介
しますね。

市民との協働でつくりあげた基本計画は
２年目を迎え、いろんな事業をすすめて
いるんだ。

避難場所の
確認

� �������	
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改修後のトイレ（西中学校）
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多くの市民が文化芸術を身近に感じ、心の豊かさが

感じられる市民文化の創造を目指し、市民参加により
（仮称）富士見市文化芸術振興条例や文化芸術振興に
関する計画をつくります。

�����������������
鶴瀬駅東口、西口の土地区画整理事業を推進し、市の玄関口にふさわしい良好なまちづくりをすすめ

ます。

 !"#�$%������
小中学校の教室にエアコンを設置（平成２５年度）するための設計や、

トイレの洋式化工事など施設改修をすすめます。

１５万円

&'()*+,-�./�01234
こども医療費について、小中学生も平成２４

年１０月から医療機関窓口での支払いを不要に
します。

56789��:;<
東日本大震災の発生による大規模停電や帰

宅困難者への対応など、新たな課題を踏まえ
て地域防災計画を見直します。

１７億
３，５８５万円

１億５，２１３万円

３億
３，４８７万円

７９０
万円

鶴瀬駅西口区画整理地内鶴瀬駅東口区画整理地内
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魅力的なイベントが
たくさんあるのね。

市制施行 40 周年を記念して市民コンサートの実施
や古民家での結婚式など、市民との協働により、
市の魅力をＰＲするイベントを実施するんだ。

建物の耐震補強のほかにもいろいろな
防災・減災対策を行うのね。

東日本大震災の教訓を活かして、みんなが安
心して暮らせるまちづくりをしていくんだ。
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各公民館の耐震補強やエレベーターの設置など

を行います。
�鶴瀬公民館：耐震補強工事
�水谷公民館：エレベーター設置工事
�水谷東公民館：耐震補強・エレベーター設置・

大規模改修および増築工事の設計
�南畑公民館：耐震補強・エレベーター設置の設計
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マスコットキャラクター「ふわっぴー」がつ

いた市のナンバープレートを８月から発行しま
す。

��!"#$%&�'(
１０％のプレミアム付き商品券の発行（９月、
総額２億円）により、地域経済の活性化を図り
ます。

※商品券発行の市補助額

７２
万円

２，５４５
万円

７，６７７
万円

３５
万円

３８０
万円

)*+,�-./0123�456.�78
9:;<�=> �	
市内すべての保育

所と小中学校の給食
に含まれる放射線量
を検査します。

?@�ABC1DE�F�G���HI
地元の音楽家を含めてオーケストラを編成し、市民

公募の合唱団とともに市民参加型の演奏会を開催しま
す。

J�KLMNOPQRAS�TUVWX�YZO
難波田城公園の古民家で、市にゆかりのあるカップ

ルを対象として昭和４０年代の結婚式を再現します。

E[+\]^_`ab��cd�'efg�
hi �	
防災拠点としての機能を向上させるとともに、停電

時の防災メールなどの情報伝達や一部窓口業務の継続
を維持するため、非常用発電装置を新しくします。

８，８４８
万円

５８０
万円

市役所

鶴瀬公民館
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