
 1

平 成 ２６ 年 度 予 算 の 特 徴 

Ⅰ．予算の性格 

新年度は、第５次総合計画の基本計画に掲げる「戦略計画」及び「分

野別計画」の着実な進展を図るため、まちづくりにおいて重要な課題

となる、地域の活性化や防災・減災対策、豊橋の将来を担う人づくり、

さらには保健・医療・福祉や環境対策などに最優先に予算を配分する

こととした。 

厳しい財政状況の中、財源確保に努めるとともに、総人件費の抑制

を始め、経常経費の徹底した見直しを行う一方で、特に市民ニーズが

高く、地域の活性化に寄与する新規事業等については積極的な対応に

努めた。 

○事業の選択と重点化  ～重点化事項の推進～ 

・地域や人に活力を生むための「産業振興とにぎわいの創出」

・災害に強いまちづくりのための「防災・減災対策の強化」 

・将来を担う心豊かな人づくりのための「教育・文化の充実」

・健やかで安心して暮らすための「保健・医療・福祉の推進」

・環境にやさしいまちづくりのための「環境対策の推進」 

Ⅱ．予算規模 

会  計 予   算   額 伸  率

一般会計 １，２５８億５千  万円
４．７％ 

（3.8％）

特別会計 ７８１億７千９百万円
４．１％ 

（1.5％）

企業会計 ５６４億３千７百万円
１４．８％ 

（1.6％） 

合  計 ２，６０４億６千６百万円
６．６％ 

（2.7％）

☆表中、（ ）は前年度伸率を示す。
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○一般会計

一般会計の予算規模は、くすのき特別支援学校の整備や強い農業づくり事業の

実施、臨時福祉給付金給付事業費等の皆増などによるほか、消費税率引上げの影

響もあり、1,258 億 5千万円と過去最大となっている。 

当初予算額 

平成 26年度 平成 25年度 差引額 伸率 

百万円

125,850

百万円

120,160

百万円

5,690

％ 

4.7

○特別会計

介護保険、国民健康保険事業及び後期高齢者医療の社会保障費の増のほか、総

合動植物公園事業におけるリニューアル事業費の増などにより、特別会計全体の

予算規模は前年度当初予算対比 4.1％の増となっている。 

会 計 名 平成26年度 平成25年度 差引額 伸率 

競 輪 事 業
百万円

11,948

百万円

11,301

百万円

647

％ 

5.7

国 民 健 康 保 険 事 業 34,781 34,048 733 2.2

総 合 動 植 物 公 園 事 業 1,812 1,472 340 23.1

公 共 駐 車 場 事 業 191 231 △40 △17.3

地 域 下 水 道 事 業 1,428 1,432 △4 △0.3

母子寡婦福祉資金貸付事業 48 33 15 45.5

介 護 保 険 21,121 20,083 1,038 5.2

後 期 高 齢 者 医 療 6,850 6,501 349 5.4

計 78,179 75,101 3,078 4.1
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○企業会計

水道事業では、第６期配水管整備事業・第２期水道施設整備事業を計画的に進め、

下水道事業では、第８次拡張事業の実施とともにバイオマス資源利活用施設の整

備・運営に向けた契約締結を行うこととしている。病院事業においては、地域がん

診療連携拠点病院として、放射線治療体制の充実・強化を図るため、放射線治療施

設等の整備を進めることとしている。 

また、企業会計全体の予算規模は、地方公営企業会計制度の見直しや消費税率引

上げなどの影響から、前年度当初予算対比 14.8％の増となっている。 

会 計 名 平成26年度 平成25年度 差引額 伸率 

水 道 事 業
百万円

9,315

百万円

8,913

百万円

402

％ 

4.5

下 水 道 事 業 12,976 11,518 1,458 12.7

病 院 事 業 34,146 28,711 5,435 18.9

計 56,437 49,142 7,295 14.8

Ⅲ．重点化事項の主な内容           ◎印は、新規事業

                       <  >は、予算概要説明資料の頁 

地域や人に活力を生むための「産業振興とにぎわいの創出」  

＜産業振興＞

   ◎農地集積の推進 <P56>

     ◎農地利用計画の作成 

   ◎強い農業づくりの推進 <P56>

     ◎耕種作物共同利用施設整備補助金（トマト集出荷施設の整備に対し助成） 

   ◎施設園芸の高度化 <P56>

     ◎施設園芸高度化推進会議の設置 

   ○農産物ブランド化の推進 <P57>

     ○農産物プロモーション活動の展開（◎高糖度トマトの安定した周年出荷

実現への調査・検討） 
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     ◎移動販売車を活用したＰＲ活動の実施 

     ◎食品認定機関設置に向けた調査の実施 

   ◎新商品等開発の推進 <P57>

     ◎次世代ブランド農産物開発育成事業補助金 

     ◎次世代ブランド農産物生産力強化事業補助金 

     ◎新品種栽培可能性調査の実施 

   ○農産物等の海外販路開拓 <P58>

     ◎海外販路拠点の設置（香港に豊橋コーナーを開設） 

     ◎新たな海外販路の開拓（シンガポール、バンコク、ウラジオストク） 

   ○地産地消活動の推進 <P58>

     ○豊橋産野菜等を活用した健康増進に役立つ取組みの推進 

     ◎事業者向け地産地消セミナーの開催 

   ○環境に配慮した農業の推進 <P58>

     ◎家畜排せつ物処理施設修繕費補助金 

     ◎畜産堆肥品質改良補助金 

   ○かんがい排水整備事業の推進 <P59>

     ◎かんがい排水事業計画調査事業補助金（二回地区） 

   ○ため池等整備事業の推進 <P60>

     ◎災害時の水源利用施設の整備 

     ○県営防災ダム事業負担金（◎昭和池地区） 

   ○ほ場整備事業の推進 <P60>

     ◎県営ほ場整備事業補助金（五号地区） 

     ○ほ場整備事業計画調査事業補助金（二川地区） 

   ○農業用排水機場整備事業の推進 <P61>

     ○県営たん水防除事業負担金（◎新清須地区） 

     ◎たん水防除事業計画調査事業（二十間川地区、高師地区） 

     ◎緊急農地防災事業計画調査事業（大村地区） 

   ○中小企業活性化の推進 <P63>

     ◎起業支援事業費補助金 

     ◎とよはし製品活用支援事業 

   ○サイエンス・クリエイト２１計画の推進 <P64>

     ○イノベーション創出等支援事業費補助金 

       （◎３Ｄプリンタを活用した地域技術者等の研究・交流スペースの開

設、◎地域課題（防犯対策等）を解決する製品の開発推進） 

     ◎新規ビジネス創造支援事業補助金 

     ◎「ものづくり博２０１４ｉｎ東三河」開催費補助金 
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   ○企業誘致活動の推進 <P65>

     ◎施設園芸・植物工場展（東京ビッグサイト）への出展 

   ○商業振興対策の推進 <P65>

     ○商業団体共同事業補助金（◎新規・拡充イベントへの助成） 

   ○制度融資における信用保証料の助成 <P66>

     ◎小規模事業資金等に対する助成対象額及び限度額の引上げ 

     ◎創業支援資金に対する助成対象額の引上げ及び限度額の廃止 

   ◎創業支援資金の融資限度額の引上げ <P67>

   ○産業プロモーションの推進 <P68>

     ○豊橋駅新幹線改札口前の展示物の更新 

     ◎外国人観光客誘致の促進（旅行会社へ観光資源をＰＲ） 

   ○港湾関連対策事業の推進 <P73>

     ○三河港振興会負担金（◎三河港自動車流通強化支援事業） 

     ◎コンテナキャリア購入費補助金 

＜にぎわいの創出＞

   ○まちなかにぎわいの創出 <P65> 

     ○歩行者天国実行委員会負担金 

     ◎元気・魅力店舗見える化事業補助金 

     ◎まちなかインキュベーション事業補助金 

   ○まつり・イベントへの支援 <P67>

     ○豊橋まつり開催費補助金（第６０回記念イベント） 

     ○炎の祭典開催費補助金 

   ○みなとフェスティバルの開催（◎重要港湾指定５０周年記念事業） <P73>

   ○中心市街地再開発の推進 <P75>

     ◎再開発等まちづくりコーディネート業務委託 

     ◎まちなか図書館（仮称）の整備事業 

     ◎市街地再開発事業補助金（駅前大通二丁目地区） 

     ○豊橋駅西口駅前地区整備基礎調査の実施 

   ○総合動植物公園の魅力向上 <P92>

     ◎遊具使用料の見直し（◎１日乗り放題券の新設、小人料金を半額に設定） 

     ◎開園６０周年記念事業の開催 

     ◎獣舎整備 

     ◎ジェットコースターの老朽化に伴う更新等 
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   ◎公共駐車場の利便性向上 <P93>

     ◎営業時間の延長（駅前第２、松葉公園地下） 

     ◎打切り料金の導入（松葉公園地下） 

＜雇用・人材育成＞

   ◎無料職業紹介所事業費補助金 <P55>

   ◎技能五輪全国大会の開催 <P64>

災害に強いまちづくりのための「防災・減災対策の強化」  

   ◎地下水利用システムの整備 <P29>

   ◎減災のための「やさしい日本語」推進事業 <P33> 

   ◎地域防災力アップのためのネットワーク構築事業 <P34> 

   ◎防災を通じた多文化共生推進事業 <P34> 

   ○地域防災力の強化 <P34> 

     ○防災まちづくりモデル校区事業の実施 

   ○災害への対応強化 <P35>

     ◎豊橋ほっとメールの多言語同時配信 

     ◎津波避難マップの作成 

     ◎公共施設非構造部材耐震診断の実施 

     ◎避難所非構造部材耐震改修の実施 

     ○津波防災センターの整備（牟呂地区） 

     ○防災備蓄倉庫の建設（向山校区） 

     ○避難所用資機材保管庫の設置 

     ○防災備蓄品の整備（◎けん引式車いす補助装置等） 

     ◎同報系防災無線の整備（子局の増設調査設計等） 

     ○飲料水兼用耐震性貯水槽の設置（２基） 

     ○防災ひろばの整備 

   ○耐震化の促進 <P37>

     ◎木造住宅段階的耐震改修費補助金 

     ◎木造住宅耐震シェルター整備費補助金 

   ◎福祉施設の災害対策の推進 <P39>

     ◎福祉施設災害対策事業費補助金 

   ◎土砂災害ハザードマップ作成事業 <P71>
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   ○河川等の整備 <P72>

     ◎梅田川中央管理所点検整備事業 

     ◎吉田方排水機場津波避難階段設置工事 

     ◎ため池防災対策事業（ため池ハザードマップ作成） 

   ◎渥美線耐震化対策の推進 <P76>

   ○学校教育環境の整備 <P82>

     ○非構造部材耐震対策工事（小中１５校） 

     ○太陽光発電システム無停電電源装置の設置（小中２６校） 

   ◎地域下水道可搬式非常用発電設備整備 <P94> 

   ◎配水管等地震被害予測調査の実施 <P99> 

   ◎下水道施設の耐震調査の実施 <P101> 

   ◎市民病院高架水槽の耐震補強等 <P102> 

将来を担う心豊かな人づくりのための「教育・文化の充実」  

＜学校教育＞ 

   ◎教育支援コーディネーターの配置 <P79>

   ○学校図書館司書の増員 <P79>

   ○くすのき特別支援学校の整備 <P79>

   ○英会話のできる豊橋っ子の育成 <P80>

     ◎「I LOVE TOYOHASHI! English Camp」の開催 

     ◎土曜英会話チャレンジの実施 

   ◎タブレット型コンピュータを活用した授業研究の実施 <P80>

   ○科学教育センターの充実 <P81>

     ◎視聴覚教育センター開館４０周年事業 

   ◎木製下駄箱の導入（小５校） <P82>

   ○学校教育環境の整備 <P82>

     ◎前芝小学校プール改築等事業 

     ○前芝中学校屋内運動場改築等事業 

     ◎吉田方小学校校舎改造事業 

     ○体育館照明（ＬＥＤ）改修工事（小中７校） 

     ◎調理室改修工事（中３校） 

     ◎ペレットストーブの設置（小１校） 

     ◎運動場改修工事（小１校） 

     ○校庭の芝生化（小１校） 
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   ○食育の推進 <P88>

     ○柿を使った食育・食農教育の実施 

＜生涯学習＞

   ◎丸山薫没後４０年記念事業 <P31>

   ◎豊橋市文化振興指針の改訂 <P32>

   ○文化活動支援事業の充実 <P32>

     ○文化・芸術振興のための文化事業の展開 

     ◎豊橋青少年オーケストラキャンプ海外派遣事業補助金 

   ○自然史博物館の充実 <P81>

     ◎新生代展示室改装 

     ○特別企画展「大地のめぐみとその魅力」の開催 

     ○東三河のジオパーク認定への取組 

   ○社会教育施設等の整備 <P84>

     ○南稜地区市民館及び南地域図書館（仮称）（大清水窓口センターとの複合

施設）の建設 

   ◎「郷土を探る！豊橋っ子調べ学習コンクール」の開催 <P84>

   ○図書館システムの更新 <P84>

     ◎ＩＣタグの導入 

   ○子ども・若者総合相談窓口の体制強化 <P85>

   ○民営児童クラブの充実 <P85>

     ◎民営児童クラブの増設（松山、向山） 

   ○美術博物館の企画展 <P86>

     ◎安野光雅「旅の絵本」の世界展（開館３５周年記念） 

     ◎ウッドワン美術館所蔵「近代日本の絵画名品展」（開館３５周年記念） 

     ◎第６回トリエンナーレ豊橋 星野眞吾賞展 ほか 

   ○美術博物館収蔵庫等の整備 <P86>

   ○史跡瓜郷遺跡公園整備に伴う用地購入 <P87>

   ○二川宿本陣資料館の企画展 <P87>

     ◎お化け浮世絵展 ほか 

   ○二川宿本陣資料館の周辺整備 <P87>

     ○商家「駒屋」の改修復原 

   ○綜合運動場の整備 <P88>

     ○陸上競技場メインスタンド改築基本設計 
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   ○岩田総合球技場の整備 <P88>

     ○市民球場内部改修事業 

     ◎市民球場スピードガン設置等 

健やかで安心して暮らすための「保健・医療・福祉の推進」  

＜福  祉＞

   ◎第３期地域福祉計画の策定 <P39>

   ○成年後見支援センターの充実 <P39>

   ○障害福祉サービス等の充実 <P39>

     ◎重度訪問介護の対象者に知的障害者・精神障害者を新たに追加 

   ◎第４期障害者自立支援事業計画の策定 <P39>

   ○障害者（児）施設の整備に対する助成（２施設） <P40>

     ○施設の新築及び増築に要する経費の一部を助成 

   ○精神障害者医療費助成 <P40>

     ◎精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者を対象として全診療科目での通

院にかかる自己負担額を無料化 

   ◎臨時福祉給付金の給付 <P40>

   ◎第６期高齢者福祉・介護保険事業計画の策定 <P41>

   ○こども未来館「ここにこ」の充実 <P41>

     ◎旧豊橋駅周辺鉄道模型の製作 

     ◎「ご当地プロジェクトｉｎここにこ」の開催 

     ○笑顔のまちづくり事業の実施（◎豊橋笑顔のウキウキマップの作成） 

   ○児童育成事業の推進 <P42>

     ◎ファミリーフレンドリー企業認定制度の実施 

     ◎子ども・子育て支援事業計画の策定 

   ◎こじか保育園の園舎改築 <P43>

   ○子育て支援センターの新設（◎下条） <P43>

   ○法人保育所の整備に対する助成（◎向山、◎あしはら） <P43>

     ○老朽化した園舎の大規模改修に向けた実施設計に要する経費の一部を助成

   ○私立幼稚園運営への助成 <P43>

     ○園庭芝生化事業費補助金（◎牛川育英） 

     ◎私立幼稚園就園奨励費補助金の拡充 

   ◎子ども・子育て支援新制度への準備 <P44>

   ○こども発達センター（通園機能）の充実 <P44>
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   ◎子育て世帯臨時特例給付金の給付 <P44>

   ◎愛知県子育て支援減税手当の給付 <P44>

＜保健・医療＞ 

   ○健康づくり事業の推進 <P46>

     ◎地球周回チャレンジ事業の実施 

     ○糖尿病についての啓発の充実 

     ○地域農産物を活用した健康づくりの啓発 

   ○生活習慣病予防事業の推進 <P46>

     ◎糖尿病予防対策の推進 

   ○母子保健事業の充実 <P47>

     ◎女性の健康支援事業の実施 

     ◎小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施 

   ○予防接種事業の充実 <P47>

     ◎水痘の定期予防接種化までの間における独自助成の実施 

     ◎おたふくかぜの予防接種費の一部公費負担を実施 

     ○高齢者用肺炎球菌の予防接種費の一部公費負担を実施 

     ○風しんワクチンの予防接種費について一部公費負担等を拡大実施 

   ○感染症予防の充実 <P48>

     ◎風しん抗体検査を公費負担により実施 

   ◎市営墓地の整備 <P49>

   ○介護保険の充実 <P95>

     ○介護予防教室の開催 

     ◎運動機能向上ＤＶＤの配布 

   ○市民病院医療体制の充実 <P102>

     ○放射線治療施設等の整備（◎放射線治療施設等整備事業、◎放射線治療

装置の整備）（Ｈ２６～２８） 

環境にやさしいまちづくりのための「環境対策の推進」 

＜温暖化防止対策・環境保全対策＞

   ◎地球温暖化対策地域推進計画の改定 <P49>

   ○電気自動車等の普及促進 <P50>

     ○電気自動車購入等補助金（◎普通充電設備） 

     ○電動バイク購入等補助金 
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     ○電動アシスト自転車購入補助金 

   ○新エネルギーの導入促進 <P51>

     ○太陽光発電システム設置整備事業補助金 

     ○住宅用燃料電池システム導入補助金 

   ○自然環境保全の推進 <P52>

     ○自然環境保全基礎調査の実施 

     ◎干潟保全実践プロジェクトの実施（汐川干潟） 

     ○外来種駆除対策の実施 

＜ごみ処理＞

   ○バイオマス資源利活用推進事業

     ◎バイオマス資源利活用施設建設予定地周辺の生活環境影響調査及び進入

路路線測量調査設計等を実施 <P51> 

     ○バイオマス資源利活用施設の建設（◎整備・運営事業の契約締結、 

      Ｈ２６～４９） <P100> 

   ○ごみ減量対策の推進 <P53>

     ○地域資源回収団体への奨励金の充実 

   ◎資源化センター施設整備事業 <P54>

     ◎廃棄物処理施設検討会の設置 

     ◎循環型社会形成推進地域計画の策定 

     ◎環境影響評価計画段階環境配慮書の策定 

   ◎廃棄物不適正事案管理機能の構築 <P54>

シティプロモーション活動の展開 

   ○シティプロモーション活動の展開 <P29>

     ◎豊橋市プロモーションビデオコンテストの開催 

     ◎高速道路サービスエリア内プロモーション事業 

     ◎東京オリンピック・パラリンピック応援調査の実施 

     ◎若者向け豊橋ＰＲ特別番組の放送 

   ○農産物ブランド化の推進（再掲） <P57> 

   ◎新商品等開発の推進（再掲） <P57> 

   ○農産物等の海外販路開拓（再掲） <P58> 

   ○産業プロモーションの推進（再掲） <P68> 
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   ◎おもてなしイベントの実施 

     ◎技能五輪全国大会（再掲） <P64> 

     ◎ものづくり博２０１４ｉｎ東三河（再掲） <P68> 

   ◎周年記念事業の実施 

     ○豊橋まつり（第６０回記念イベント）（再掲） <P67> 

     ○みなとフェスティバル（重要港湾指定５０周年記念事業）（再掲）<P73> 

     ○視聴覚教育センター（開館４０周年事業）（再掲） <P81> 

     ○のんほいパーク（開園６０周年記念事業）（再掲） <P92> 

   ○炎の祭典開催費補助金（再掲） <P67> 

その他 

＜安全・安心＞

   ○女性相談事業の充実 <P34>

     ◎ＤＶ相談窓口の設置 

   ○地域防犯活動の推進 <P37>

     ◎防犯カメラ設置費補助金 

   ○交通安全対策の推進 <P38>

     ◎高校生自転車運転免許教室の開催 

     ◎こども自動車運転免許教室の開催 

   ○耐震性防火水槽の設置（２基） <P78>

   ○消防車両等の充実 <P78>

     ○小型動力ポンプ付水槽車（更新１台） 

     ○化学消防ポンプ自動車（更新１台、◎ＣＡＦＳ装備） 

     ◎４６ｍはしご車のオーバーホール 

   ○消防団車両等の充実 <P78>

     ◎小型動力ポンプ付積載車（更新４台、◎車両機能の充実） 

   ○救急救命体制の充実 <P78>

     ○高規格救急自動車（更新１台） 

＜基盤整備＞

   ○道路の整備 <P69>

     ○舗装・維持改良事業（◎道路ストック総点検） 

     ○橋梁整備事業（◎橋梁点検調査） 

     ○交通安全施設整備事業（◎自転車通行空間整備 ２路線） 
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   ◎自転車等駐車場の整備 <P71>

     ◎二川駅南口自転車等駐車場東エリアの設置 

     ◎豊橋駅東口自転車等駐車場城海津エリアの設置 

   ○公営住宅の整備 <P73>

     ○南栄住宅建替事業（第２期、Ｈ２５～２６） 

     ◎西口住宅建替事業（第１期） 

   ○公園整備の推進 <P74>

     ◎街区公園等の整備（牛川公園、松東公園、野依町ちびっこ広場ほか） 

     ◎都市公園整備計画事業（総合スポーツ公園ほか） 

   ○緑化事業の推進 <P74>

     ○公園の芝生化（旭中町公園） 

   ◎都市・地域総合交通戦略（仮称）の策定 <P76>

   ○路線バスへの支援（◎車両購入費補助金） <P76>

   ○路面電車の活性化の推進 <P76>

     ◎軌道緑化の推進（豊橋駅前通） 

     ◎軌道敷の整備（前畑電停交差点改修） 

   ○土地区画整理事業の推進 <P77>

     ○牟呂坂津土地区画整理事業 

     ○牛川西部土地区画整理推進事業 

     ○柳生川南部土地区画整理推進事業 

   ○水道・下水道事業の推進

     ○第２期水道施設整備事業の推進（Ｈ２３～２７） <P98> 

     ○第６期配水管整備事業の推進（Ｈ２３～２７） <P99> 

     ○インドネシア水道技術支援事業 <P99> 

     ○第８次拡張事業の推進（Ｈ２３～２７） <P100> 

     ○羽根井地区浸水対策の実施 <P101> 

     ○農業集落排水施設建設事業（嵩山地区） <P94> 

＜その他＞ 

   ◎内部統制の整備・運用の充実 <P28>

   ◎障害者雇用の推進 <P28>

     ◎「庁内障害者ワークステーション」の設置 

   ◎ユーストリームを活用した市政情報の発信 <P28>

   ◎第５次豊橋市総合計画後期基本計画の策定 <P29> 

   ○東三河広域連合（仮称）の設立準備 <P30>

   ◎公開型ＧＩＳ（地理情報システム）の整備 <P30>
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   ◎電子納税システムの構築 <P30>

   ◎事前登録型本人通知制度の導入 <P31>

   ○窓口センターの整備 <P31>

     ○大清水窓口センター（南稜地区市民館、南地域図書館（仮称）との複合

施設）の建設 

   ◎豊橋市国際交流協会設立２５周年記念事業 <P33> 

   ○競輪場施設整備 <P89>

     ◎特別観覧席改修工事 
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平成２６年度予算における財政状況（一般会計）

○ (25)６１３．０億円 → (26)６２９．０億円       ＜＋１６.０億円＞ 

・個人市民税 (25)２１０．７億円 → (26)２１７．８億円 ＜＋７．１億円＞ 

景気状況等を反映した給与所得や営業等所得等の伸びによる増 

・法人市民税 (25)  ４０．８億円 → (26)  ４６．６億円 ＜＋５．８億円＞ 

  円安・経済対策等による自動車関連等の業績の伸びによる増

・固定資産税 (25)２６３．７億円 → (26)２６６．５億円 ＜＋２．８億円＞ 

家屋の新増築分による増 

○地方交付税    (25)３６．０億円 → (26)２７．０億円   ＜△９．０億円＞ 

・うち普通交付税  (25)２９．０億円 → (26)２０．０億円   ＜△９．０億円＞ 

○臨時財政対策債  (25)４８．３億円 → (26)４９．２億円   ＜＋０．９億円＞ 

・普通交付税＋臨時財政対策債 

(25)７７．３億円 → (26)６９．２億円   ＜△８．１億円＞ 

 ○地方消費税交付金(25)３５．６億円 → (26)４６．８億円 ＜＋１１．２億円＞ 

    地方消費税の税率の引上げ及び交付対象月数の増に伴う増 

○自動車取得税交付金 (25)７．３億円 → (26) ２．８億円  ＜△４．５億円＞ 

自動車取得税の税率の引下げに伴う減 

○一般財源比率  (25) ６７．２％ → (26)  ６５．３％  ＜△１．９ﾎﾟｲﾝﾄ＞ 

○自主財源比率  (25) ６２．３％ → (26)  ６２．６％  ＜＋０．３ﾎﾟｲﾝﾄ＞ 

参考資料 

市 税 

地 方 交 付 税 等 

一般財源比率等 
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単位：億円

○ (25)８．６％  →  (26)７．２％ ＜△１．４ﾎﾟｲﾝﾄ＞ 

○ (25)末 ８０．４億円 → (26)末 ６０．１億円     ＜△２０．３億円＞ 

 ・26年度中増減  

積立：利子＋25年度決算剰余金×１／２（１４．８億円を見込む） 

     取崩：３５．１億円（(25)３７．５億円 ＜△２.４億円＞） 

○一般会計 (25)末 １，０７２億円 → (26)末 １，０５６億円  ＜△１６億円＞ 

・うち建設地方債 (25)末 ６０６億円 → (26)末 ５７４億円 ＜△３２億円＞ 

・うち特別地方債 (25)末 ４６６億円 → (26)末 ４８２億円  ＜＋１６億円＞ 

※特別地方債＝減税補 債、臨時財政対策債、臨時税収補 債 

○全会計  (25)末 １，７６０億円→  (26)末 １，７１０億円  ＜△５０億円＞ 

市 債 依 存 度 

財政調整基金残高見込 

地方債現在高見込 

 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

歳入・歳出総額 Ａ 1,089 1,103 1,132 1,069 1,127 1,179 1,158 1,202 1,259 

市 税 Ｂ 602 650 658 624 594 603 604 613 629 

市税割合Ｂ／Ａ 55.3 58.9 58.1 58.4 52.7 51.2 52.2 51.0 50.0 

一般財源 Ｃ 795 813 827 800 783 800 803 808 821 

一般財源比率Ｃ／Ａ 73.0 73.7 73.1 74.8 69.5 67.8 69.3 67.2 65.3 

市債 Ｄ 111 82 96 67 94 83 94 103 90 

市債のうち臨時財政対策債     30    27    25    39    60    47    51 48 49 

市債依存度Ｄ／Ａ 10.2 7.4 8.5 6.3 8.4 7.0 8.1 8.6 7.2 

当初予算規模の推移 


