〜

平成25年度

当初予算の概要

〜

『自然を守り、文化を育む、魅力ある温泉健康都市』
を目指して
178億7千万円

一般会計
■特 別 会 計 ほ か 予 算 額 ■

前年度より 4億1千万円
2.3％ＵＰ

■特別会計■ 121 億 1,630 万円
国民健康保険

63 億 1,000 万円

後期高齢者医療

1,680 万円

簡易水道等事業

5,150 万円

下水道事業

17 億 700 万円

合

計

121 億 1,630 万円

■上水道事業会計■ 13 億 7,000 万円
■基金の状況■ 37 億 7,989 万円

財政調整基金

平成 25 年度末
残高見込額
20 億 8,837 万円

減債基金

10 億 9,176 万円

金

名

一般会計

土地取得基金

1 億 3,008 万円

福祉対策基金

1 億 288 万円

教育振興基金

4,106 万円

ふるさと水と土基金

2,593 万円

温泉保護対策基金

9,157 万円

特別会計

収入印紙等購入基金
600 万円
国民健康保険
101 万円
保険給付等支払準備基金
国民健康保険
900 万円
高額医療費資金貸付基金
介護給付費準備基金
1 億 5,723 万円
楠木及び天野揚水場
3,500 万円
管理基金
合
計
37 億 7,989 万円

歳

出

その他 1億248万円 0.6％
議会費 1億5,840万円 0.9％
農林業費 2億9,538万円
商工費 6億1,468万円

市民一人あたりの予算

地方交付税
33億3,000万円 18.6％

1.7％

35万6,260 円
依

自

私たち 4 人家族では
142 万 5,040 円

3.4％
存

諸支出金費 6億6,070万円 3.7％
消防費 8億437万円

入

1 年間に入るお金

1 年間に使うお金

35 億 7,600 万円

楠木及び天野揚水場管理

基

歳

4 億 5,500 万円

介護保険

平成25年度予算は、これまでの子育て支援、教育環境の整備、浸水対策
などの重点施策をはじめ、東海地震に備える防災対策、地域経済の活性化、
韮山反射炉の世界遺産登録の推進に向けた取り組みなど、
『安心』
と『活力』
に力点を置いた『生活の安心、地域の活力アップ予算』
と位置付け、
市の発展に不可欠な事業を推進していきます。
財務課 ☎ 055-948-1414

4.5％

衛生費
15億2,371万円
8.5％

民生費
62億6,989万円
35.1％

国庫支出金
21億8,450万円 12.2％

主

財

財
源

源
市債 15億1,570万円 8.5％

教育費
16億4,733万円
9.2％

49.8％

50.2％

124,998円

県支出金 9億7,674万円 5.5％

総務費
公債費
20億5,867万円
18億295万円
11.5％
10.1％
土木費
19億3,144万円
10.8％

地方消費税交付金 4億6,800万円 2.6％

繰越金 5億円 2.8％

地方譲与税 1億8,000万円 1.0％

分担金および負担金
4億9,712万円 2.8％

ゴルフ場利用税交付金
1億900万円 0.6％

41,042円

使用料および手数料
2億1,880万円 1.2％

自動車取得税交付金
7,600万円 0.4％

諸収入 1億1,108万円 0.6％

その他 7,000万円 0.4％

財産収入 8,343万円 0.5％

38,506円
ᵏᵐᵒᵊᵗᵗᵖό

■市債の状況■ 249 億 1,515 万円
会

計

名

一般会計
簡易水道等事業特別会計

平成 25 年度末
残高見込額
188 億 1,983 万円
1 億 4,935 万円

下水道事業特別会計

48 億 6,633 万円

上水道事業会計

10 億 7,964 万円

合

計

3,158円

12,254円

30,377円

ᵏᵐᵒᵊᵗᵗᵖό

35,944円
ᵑᵕᵊᵏᵓᵔό

249 億 1,515 万円

15,214円

5,889円

16,036円

32,842円

※平成 25 年 3 月 1 日現在の住民基本台帳人口（50,160 人）で算出
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〜

平成25年度

当初予算の概要

〜

『自然を守り、文化を育む、魅力ある温泉健康都市』を
実現するため、第一次伊豆の国市総合計画では、６つの
まちづくりの基本方針を掲げています。平成25年度に実
施する主な事業を紹介します。

『自然を守り、文化を育む、魅力ある温泉健康都市』を目指して

【行政運営・市民参加】 【都市基盤・生活環境】
みんなが主役、
明日に向かって進むまち
総額：37億8,779万円

▶市政情報発信事業 （990万円）
４月に開局予定の『ＦＭいずの
くに』を活用し、市政情報を発信
します。
▶市制施行10周年記念準備事業
（350万円）
市制施行10周年記念に向け、市
の歌、市の音頭を制作します。
▶コミュニティ施設整備事業補助金
（300万円）
地区公民館等の施設整備につい
て助成します。

※事業は平成25年度予算科目順に
掲載してあります。
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住みたい、訪れたい、
にぎわいのあるまち
総額：27億4,827万円

▶地域公共交通基本計画策定
（550万円）
市内全域の公共交通の方向性を
定める『公共交通基本計画』
を策定
します。
▶公民館耐震化助成 （150万円）
耐震補強を予定する地区公民館
の耐震補強計画策定に係る経費に
ついて助成します。

【健康・福祉】
だれもがすこやか、
元気に生きるまち
総額：67億3,712万円

未来を担う人を育み、豊
かな歴史・文化を築くまち
総額：18億9,499万円

生き生き働く、活気に
満ちた産業のあるまち
総額：14億9,877万円

【自然・環境】
美しい自然に恵まれた、
快適な空間のまち
総額：12億306万円

▶こども医療費助成事業
（2億910万円）
子育てを支援するために、中学
生以下の医療費を全額助成します。

▶芸術文化振興事業 （3,960万円）
アクシスかつらぎ、韮山時代劇
場での自主事業を展開し、芸術文
化の振興を図ります。

▶地域芸能伝承施設整備事業
（2,654万円）
地域芸能伝承施設（仮称）
の建築
設計を行います。

▶環境基本計画策定事業
（507万円）
環境施策の指針となる『環境基
本計画』を策定します。

▶児童発達支援基礎調査
（100万円）
児童発達支援センターの設立に
向けた調査を行います。

▶外国人講師配置事業
（1,940万円）
市内小中学校に外国人講師を配
置し、英語活動や授業での指導補
助など児童・生徒の学習環境の向
上を図ります。

▶世界遺産登録推進事業
（7,011万円）
韮山反射炉の世界遺産登録に向
け、ガイダンス施設等の整備に向
けた設計を行います。

▶小学校低学年支援員、学習支援
員事業
（3,324万円）
市内小中学校に学習支援員を配
置するとともに、小学校低学年教
室には補助員を配置し、児童・生
徒の学習環境の向上を図ります。

▶県営湛水防除施設整備事業
（2,700万円）
毘沙門川排水機場の第２期整備
を進めます。

▶地球温暖化対策推進事業
（1,813万円）
エコアクション 21 の取組の強
化推進を図るとともに、住宅用新
エネルギー機器の設置補助を継続
します。

▶韮山跨線橋耐震対策事業
（5,200万円）
重要路線である韮山跨線橋の耐
震補強工事を実施します。

▶こども予防接種事業
（1億1,437万円）
ヒブワクチン、
肺炎球菌ワクチン、
子宮頸がんワクチンなど、こども
に対する予防接種を実施します。

▶消防ポンプ車更新事業
（2,100万円）
第４分団に配備しているポンプ
車を更新します。

▶母子健康診査事業 （3,820万円）
乳幼児の健康管理と育児支援の
ため、新たに２歳児健診を追加し
ます。

▶プロジェクト
『TOUKAI-0』
事業
（4,312万円）
木造住宅の耐震補強を推進します。

▶成人健康診査事業 （9,627万円）
がん予防の普及啓発を推進する
とともに、がん検診を無料で実施
します。

▶防災・危機管理職員の任期付き
採用
（862万円）
伊豆市、函南町とともに、防災・
危機管理等の専門的な知識を有す
る者を任期付き採用し、防災・危
機管理体制を強化します。

【教育・歴史・文化】 【産業・経済・労働】

▶ウエルネスマネジメント推進事業
（161万円）
地域資源である温泉を活用した
健康づくり講座を開催します。

▶田方地区教員研修協議会の設置
（200万円）
伊豆市、函南町とともに、教員
研修を行う協議会を設置し、教職
員の指導力の向上を図ります。

▶住宅新築及びリフォーム助成事業
（1億1,650万円）
市内経済の活性化を図るため
に、市内事業者を活用した住宅新
築及びリフォームを行う者に対し
助成を行います。

▶長岡北小学校校舎外壁塗装工事
（3,410万円）
長岡北小学校の校舎塗装工事を
行 、施設の延命化を図ります。
行い、施設の延命化を図ります。

▶長岡温泉場通り整備事業
（200万円）
長岡温泉場通りをにぎわいのあ
る空間にするための事前調査を行
ます。
います。

▶韮山反射炉修理調査計画策定
（700万円）
経年劣化が進むレンガ等の修復
に向けた補修計画を策定します。

▶土地取得事業 （6億6,070万円）
旧スポーツワールド跡地の土地
を伊豆の国市土地開発公社から購
入します。

▶資源循環センター農土香処理事業
（1,481万円）
一般家庭からの生ごみ回収地区
を拡大し、生ごみのたい肥化・減
量化を推進します。
▶広域廃棄物処理施設整備
市民検討会業務
（395万円）
広域ごみ処理施設の整備に向
け、市民参画による検討会を設置
し、協議を進めます。
▶景観計画等策定事業 （614万円）
景観に配慮した美しいまちづく
りを推進するため、市内の良好な
景観を保全する 景観計画」を策定
景観を保全する「景観計画」
します。
▶江間地区公園整備事業
（9,265万円）
江間地区で整備を進めている公
園を完成させます。
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