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市の予算には目的ごとに大きく分けて３つのお財布（会計）があります。
平成29年度のすべての会計の予算総額は、市民サービスのさらなる向上を目指し、積極型の予算を編成した結
果、前年度比８億円増の618億円となり、過去最大の予算規模となっています。

　平成29年度当初予算は、これまで本市が積極的に進めてきた子育て支援など各種福祉施策の充実をはじめ、
都市基盤整備や防災・減災対策など、安心安全に住み続けることができるまちづくりに予算を計上したほか、
産業振興や地域活性化の充実など、活気あふれる未来に向けて、さらなる成長を目指した予算となりました。

平成29年度当初予算概要

活気あふれる未来に向けて

※金額は、1億円未満四捨五入　予算総額は、各会計の単純合計

市民１人当たりの負担

子育て支援・教育施策

一般会計　340億円 特別会計　221億円 企業会計　57億円
市の基本的な費用を計上している会計
（社会保障費や道路整備、学校整備など）

特定の事業を行うための会計
（国民健康保険や介護保険など）

料金収入で運営する会計
（水道会計と下水道会計）

収　入 支　出

総額
340億円

市税
151億円

総務費
37億円

民生費
164億円

土木費
41億円

国県支出金
79億円

衛生費
20億円

消防費
12億円

教育費
37億円

市債
32億円

公債費
23億円

その他
4億円

議会費
2億円

繰入金
13億円

その他
16億円地方譲与税など

18億円

地方交付税
31億円 総額

340億円

■市民１人当たりの市税の負担 ■市民1人当たりのサービスにかかる費用
137,100円／年 （前年度比 2,400円増）

・個人市民税 61,800円
・固定資産税 52,200円
・都市計画税 9,300円
・そのほかの税 13,800円

308,100円／年 （前年度比 1,300円増）

福祉の充実
148,500円

環境・衛生の
向上

18,500円
消防・救急業務
11,100円

教育の振興
33,700円

道路・公園など
の整備
37,100円

産業の振興
1,700円

借入金の返済
21,200円

その他
（議会費・総務費など）

36,300円

※金額は、1億円未満四捨五入前の予算額を
　平成29年2月末現在の人口（110,437人）で除して求めたものです。

一般会計予算の概要

平成29年度の主な事業

消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の使いみちについて
　地方消費税交付金のうち、平成26年４月からの消費税率引き上げ分として交付される６億4, 000万円につ
いては、以下の社会保障施策経費に使わせていただきます。
　　 社会福祉関係（子育て、高齢者福祉など） ３億5, 770万円
　　 社会保険関係（国民健康保険、介護保険など）  ２億4, 424万円
　　 保健衛生関係（疾病予防、医療体制確保など） 3, 806万円

子ども大学☆ふじみ・
子どもスポーツ大学☆ふじみの開催 64万円

問合せ／財政課　2 ○内231子ども未来応援センターの開設 1,579万円
妊娠期から子育て期に至るまでの包括的な支援体
制を整備し、子どもの貧困対策なども含めた総合
的な相談窓口を設置します。

子育てモバイルサイトの構築 304万円
子育てモバイルサイトを構築し、予防接種スケジ
ュールを自動調整するスケジューラーの導入や子
育て応援メールの配信などを行います。

交通安全教室の開催 175万円
中学生を対象に、スケアードストレート教育技法
（スタントマンによる交通事故の再現など）を活用
した交通安全教室を開催します。

不妊治療費などの助成 2,220万円
不妊検査や不妊治療に係る経済的負担の軽減を図
るため、治療費用の一部を助成します。

民間保育施設の整備補助 3億289万円
平成30年度開設予定の鶴瀬駅西口地区の民間保育
所およびふじみ野駅東口地区の小規模保育施設の
整備費を補助します。

放課後児童クラブの整備 7,225万円
平成30年度開設に向けて、つるせ台第２・第３放
課後児童クラブを整備します。

放課後などにおける学習支援の充実 1,192万円
小学５年生と中学３年生を対象に家庭での学習習
慣の確立と学力の向上を図るため、公民館などで
学習会を開催します。

どんなことにお金を
使うのかを紹介します。

放課後児童クラブ

「気づき」「つなげる」子どもの未来
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快適で活気あるまちづくり施策 安心安全・健康施策など

中期財政計画（普通会計ベース） （単位：億円）

区　　分 30年度 31年度 32年度 33年度
歳入歳出合計 336 319 323 324

歳
入

市税 149 149 149 145
地方交付税 33 33 31 34
国県支出金 77 76 77 77
繰入金 10 7 10 11
その他 67 54 56 57

歳
出

人件費 50 49 48 48
扶助費 97 98 100 101
公債費 27 29 30 30
投資的経費 36 17 17 17
その他 126 126 128 128

将来の財政見通し
　歳入の骨格をなす市税が固定資産税の評価替えなど
により緩やかに減少することや、歳出のうち、少子高
齢化の影響により扶助費が増加することなどから、今
後も厳しい財政状況が続く見込みです。
　市では引き続き、魅力的なまちづくりの推進による
安定的な税収基盤の整備などにより、財政健全化を進
めながら、市民サービスの維持向上を図っていきます。

ふじみヘルシーウォーク大会
商店会のイベントの助成　519万円

道路の整備　9億5,997万円

リニューアルした市民総合体育館

食育推進事業の実施　115万円

介護職員初任者研修の実施　220万円

あいサポーター養成講座の実施　143万円

金メダリストによるレスリング教室の開催 32万円
市のＰＲ大使であるロンドン五輪女子レスリング金メダリスト
の小原日登美さんを講師として小学生向けのレスリング教室を
開催します。

産業振興基金の創設 1,000万円
農業、商業、工業などの振興を図るため、産業振
興基金を創設します。

デマンド交通実証運行の実施 1,806万円
市内公共交通の新しいサービスとなるデマンド交
通を検討するため、タクシーを活用した実証運行
を６か月間実施します。

中央図書館の改修 3億4,941万円
閲覧席の増設や学習スペースの新設などのレイア
ウト変更のほか、トイレの改修やＡＶ機器の更新
などを行います。

防犯カメラなどの設置 289万円
公立保育所、みずほ学園および前沼・上沢公園に
防犯カメラを設置します。

住宅の耐震改修補助の拡充 445万円
昭和56年以前に建築された住宅の耐震化を進める
ため、耐震改修費などの補助金額を引き上げます。

健康マイレージ事業の実施 394万円
ウォーキングや健康イベントなどに参加してポイ
ントを貯める健康マイレージ事業を実施します。

新たな富士見ブランドの創出 40万円
富士見市の地酒「縄文海進」の原酒と市内で生産
された梅を使った新しいお酒「梅

うめ

酒
さけ

」の商品化に
取り組みます。

舞台芸術鑑賞会の開催 150万円
市制45周年を記念した歌舞伎鑑賞会をキラリ☆ふ
じみで開催し、中学生を無料招待します。

空家対策の推進 960万円
空家の実態調査や所有者の意向調査を実施し、総
合的な空家対策を進めます。

障がい者相談支援センターの運営 1,906万円
三芳町にある障がい者相談支援センターを市内に
移転し、利便性を高めます。

遠隔手話通訳の導入 27万円
市役所の手続きなどに訪れた手話の必要な方に対
応するため、タブレット型端末を利用した遠隔手
話通訳を導入します。

予算の詳しい内容は、
市ホームページの
「ことしのお金の使いみち」 
　　を見てね。
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