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平 成 ２７ 年 度 予 算 の 特 徴 
 

Ⅰ．予算の性格 

新年度は、第５次総合計画の前期基本計画における最終年度として

「戦略計画」及び「分野別計画」の着実な進展を図ることとし、まち

づくりにおいて重要な課題となる、地域の活性化や保健・医療・福祉

の推進、将来を担う人材の育成、防災・減災対策、環境対策などに最

優先に予算を配分することとした。さらに、人口減少や地域課題の克

服に向け、国の「地方創生」の動きにも対応した施策を織り込んだ。 

厳しい財政状況の中、財源確保に努める一方で、経常経費の徹底し

た見直しとともに、緊急性・優先度等を考慮し、事業の選択と重点化

に努めた。 

 

○事業の選択と重点化  ～重点化事項の推進～ 

・人や地域に活力を生む「産業の活性化とにぎわいの創出」 

・市民が健やかに暮らすための「保健・医療・福祉の推進」 

・心豊かな人材を育成する「教育・文化の充実」 

・地域防災力を高めるための「防災・減災対策の強化」 

・環境にやさしい暮らしを実現する「環境対策の推進」 

 

 

Ⅱ．予算規模 

 

会  計 予   算   額 伸  率 

一般会計 １，２１６億８千  万円 
△３．３％ 

（4.7％） 

特別会計 ８３８億３千  万円 
７．２％ 

（4.1％） 

企業会計 ５５４億７千３百万円 
△１．７％ 

（14.8％） 

合  計 ２，６０９億８千３百万円 
０．２％ 

（6.6％） 

☆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整備や強い農業づくり事業等の

大型事業が皆減となったことなどから、前年度当初予算対比 3.3％減の 1,216億 8

千万円となっている。 

 

当初予算額 

平成 27年度 平成 26年度 差引額 伸率 

百万円 

121,680 

百万円 

125,850 

百万円 

△4,170 

％ 

△3.3 

 

 

○特別会計 

競輪事業における開催日数の減等による予算規模の減があるものの、国民健康保

険事業及び介護保険における社会保障費等の増などにより、特別会計全体の予算

規模は前年度当初予算対比 7.2％の増となっている。 

 

会 計 名 平成 27年度 平成 26年度 差引額 伸率 

競 輪 事 業 
百万円 

11,040 

百万円 

11,948 

百万円 

△908 

％ 

△7.6 

国 民 健 康 保 険 事 業 40,250 34,781 5,469 15.7 

総 合 動 植 物 公 園 事 業 1,991 1,812 179 9.9 

公 共 駐 車 場 事 業 195 191 4 2.1 

地 域 下 水 道 事 業 1,161 1,428 △267 △18.7 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 53 48 5 10.4 

介 護 保 険 22,207 21,121 1,086 5.1 

後 期 高 齢 者 医 療 6,933 6,850 83 1.2 

計 83,830 78,179 5,651 7.2 
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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

ることとし、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

用施設の建設に着手することとしている。病院事業においては、地域がん診療連携

拠点病院として、放射線治療施設等の整備を進めるほか、地域医療連携ネットワ

ークシステムの機能を有する次期病院総合情報システムの構築に着手することと

している。 

また、企業会計全体の予算規模は、前年度実施の地方公営企業会計制度の見直

しによる影響から、前年度当初予算対比 1.7％の減となっている。 

 

会 計 名 平成 27年度 平成 26年度 差引額 伸率 

水 道 事 業 
百万円 

8,986 

百万円 

9,315 

百万円 

△329 

％ 

△3.5 

下 水 道 事 業 14,083 12,976 1,107 8.5 

病 院 事 業 32,404 34,146 △1,742 △5.1 

計 55,473 56,437 △964 △1.7 

 

 

 

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 

 

 

 主な地方創生関連事業 （少子化対策除く） 

 

  ＜まちの創生＞ 

   ◎公共施設等総合管理計画の策定 <P34> 

   ◎名豊道路道の駅整備 <P80> 

   ◎空家対策の推進 <P82> 

   ○中心市街地再開発の推進 <P84> 

<P29> 
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  ＜ひとの創生＞ 

   ◎メイカーズ・ラボ交流促進事業補助金 <P74> 

   ◎社会人キャリアアップ支援事業補助金 <P75> 

   ◎テナントオフィス誘致補助金 <P75> 

   ○産業拠点形成事業 <P75> 

 

  ＜しごとの創生＞ 

   ◎大型運転免許等取得支援補助金 <P64> 

   ◎ミニトマト周年出荷モデルの検討 <P66> 

   ◎先端農業等次世代人材育成調査事業 <P67> 

   ◎農業ロボットの開発調査 <P74> 

 

 

 主な少子化対策・子育て支援事業  

 

   ◎民間相談員による子育て相談の実施 <P48> 

   ◎結婚支援事業の実施 <P48> 

   ○つどいの広場の充実（◎アイプラザ豊橋） <P49> 

   ○子育て支援情報ポータルサイト「育なび」の充実 <P49> 

   ○法人保育所等における子どものための教育・保育給付 <P49> 

   ○地域子ども・子育て支援事業の推進 <P50> 

   ○放課後児童対策事業の充実 <P52> 

   ◎乳幼児期からの食育活動支援事業の実施 <P55> 

   ◎市民病院「女性内視鏡外科」の設置  

 

 

               重点化事項の推進                

 

 人や地域に活力を生む「産業の活性化とにぎわいの創出」  

 

  ＜産業の活性化＞ 

   ○地域農業の担い手の確保と育成 <P65> 

     ◎農作業環境向上支援 

     ◎個別経営改善アドバイスの実施 

   ◎農地利用集積の支援実施 <P65> 

   ○農作物鳥獣被害の防止 <P65> 

     ◎狩猟免許取得支援補助金 
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   ○施設園芸の高度化 <P65> 

     ◎次世代施設園芸導入加速化支援事業補助金 

   ◎畜産物生産販売力強化事業 <P66> 

   ○出荷期間の拡大による経営とブランド力の強化 <P66> 

     ◎ミニトマト周年出荷モデルの検討（再掲） 

   ○農産物ブランド化の推進 <P66> 

     ○移動販売車を活用したＰＲ活動の実施 

     ○食品表示認定機関設置に向けた調査の実施 

   ◎健康栄養食品開発支援事業補助金 <P67> 

   ◎植物工場の海外販路開拓 <P67> 

     ◎先端技術輸出調査事業 

   ○農産物等の海外販路開拓 <P67> 

     ○加工食品海外販路開拓事業 

     ○新たな海外販路の開拓 

   ◎豊川用水と農業の大切さの啓発 <P69> 

   ○かんがい排水整備事業の推進 <P69> 

     ○県営かんがい排水事業補助金（◎二回地区） 

   ○ため池等整備事業の推進 <P70> 

     ○ため池等維持管理適正化事業（◎目高田池、◎中池） 

   ○農業用排水機場整備事業の推進 <P72> 

     ◎県営緊急農地防災事業負担金（五間川地区） 

   ◎産業戦略プランの策定 <P73> 

   ○中小企業活性化の推進 <P73> 

     ◎企業ＢＣＰ策定支援事業費補助金 

     ○とよはし製品活用支援事業（◎防犯カメラ、◎刺子・織布グッズ、 

      ◎缶たんつぶし機） 

   ○サイエンス・クリエイト２１計画の推進 <P74> 

     ◎農業ロボットの開発調査（再掲） 

     ◎メイカーズ・ラボ交流促進事業補助金（再掲） 

     ◎社会人キャリアアップ支援事業補助金（再掲） 

   ○企業誘致活動の推進 <P75> 

     ◎国際ロボット展への出展 

     ◎テナントオフィス誘致補助金（再掲） 

   ○商業振興対策の推進 <P75> 

     ○商店街環境向上事業補助金（◎街路灯ＬＥＤ化改修事業に対する補助率 

      の拡充） 

   ◎名豊道路道の駅整備（再掲） <P80> 

   ◎ポートインフォメーションセンターの充実 <P82> 
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  ＜にぎわいの創出＞ 

   ○まちなかのにぎわい創出 <P76> 

     ○歩行者天国実行委員会負担金 

     ○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 <P77> 

     ○豊橋まつり開催費補助金 

     ○炎の祭典開催費補助金 

   ○産業プロモーションの推進 <P77> 

     ○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 

   ○中心市街地再開発の推進（再掲） <P84> 

     ◎まちなか広場（仮称）整備事業 

     ○まちなか図書館（仮称）整備事業 

   ◎中心市街地の環境整備 <P84> 

     ◎豊橋駅西口駅前地区活性化推進事業 

     ◎ストリートデザイン事業 

   ○総合動植物公園の魅力向上 <P100> 

     ○遊園地ゾーンの整備（◎ゴーカート拡張整備） 

     ○獣舎整備（◎ニホンザル舎、◎マンドリル舎、◎コツメカワウソ舎） 

     ○「のんほい鉄道」整備の推進（◎基本計画の策定） 

     ◎全国都市緑化あいちフェアへの参加 
 

  ＜雇用・人材育成＞ 

   ○就業促進事業 <P64> 

     ◎大型運転免許等取得支援補助金（再掲） 

   ◎植物工場を活用した人材育成 <P67> 

     ◎先端農業等次世代人材育成調査事業（再掲） 

 

 

 市民が健やかに暮らすための「保健・医療・福祉の推進」  

 

  ＜保健・医療＞ 

   ○ 健康なまちづくりの推進 <P54> 

     ◎「ええじゃないか！歩（ほ）の国とよはしプロジェクト」の始動 

       ◎とよはし健康マイレージ事業の実施 

       ◎健康シンポジウムの開催 

       ◎スマートウエルネスシティ首長研究会への参画 
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   ○がん予防事業の推進 <P55> 

     ○がんセット検診の拡大 

     ○女性特有のがん検診の充実 

   ○母子保健事業の充実 <P55> 

     ◎小児慢性特定疾病児童等自立支援員の配置 

     ◎乳幼児期からの食育活動支援事業の実施（再掲） 

   ○予防接種事業の充実 <P56> 

     ◎Ｂ型肝炎の予防接種費の一部公費負担を実施 

   ◎斎場の再整備 <P56> 

   ◎梅田川霊苑（第２期）の整備 <P56> 

   ○介護保険の充実 <P102> 

     ◎第６期事業計画期間の開始 

     ◎地域リハビリテーション活動支援事業 

   ○市民病院医療体制の充実 <P109> 

     ○放射線治療施設等の整備 

     ◎次期病院総合情報システムの構築 

 

  ＜福  祉＞ 

   ◎第十回特別弔慰金の給付 <P45> 

   ○第３期地域福祉計画の策定 <P45> 

   ○成年後見制度の推進（◎研修講座の開催） <P45> 

   ○障害福祉サービス等の充実 <P45> 

     ○相談支援体制（精神障害）の充実 

     ○意思疎通支援（聴覚障害）の充実 

     ○移動支援（身体障害）の充実 

   ○臨時福祉給付金の給付 <P46> 

   ○アクティブシニア活動の充実 <P46> 

     ◎支えあいづくりフェアの開催 

   ○シルバー人材センターへの助成 <P46> 

     ◎ワンコインサービス事業への助成 

   ◎子ども・子育て支援新制度開始に合わせた支援の充実 <P47> 

   ○こども未来館「ここにこ」の充実 <P48> 

     ◎民間相談員による子育て相談の実施（再掲） 

     ◎グッド・トイキャラバンの開催 

   ○児童育成事業の推進 <P48> 

     ◎結婚支援事業の実施（再掲） 

     ○つどいの広場の充実（◎アイプラザ豊橋）（再掲） 

     ○子育て支援情報ポータルサイト「育なび」の充実（再掲） 

   ○こじか保育園の園舎改築 <P49> 
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   ○法人保育所等における子どものための教育・保育給付（再掲） <P49> 

   ○地域子ども・子育て支援事業の推進（再掲） <P50> 

     ○一時保育事業の実施（◎東山保育園） 

     ◎一時預かり事業の実施 

   ○法人保育所等運営費補助金 <P50> 

     ○障害児保育指定園（◎二川東保育園） 

   ○法人保育所・認定こども園整備に対する助成 <P50> 

     ○実施設計（◎往完保育園、◎明照保育園） 

     ○改修工事（向山保育園） 

     ○基本設計、実施設計（◎牛川育英幼稚園） 

   ○私立幼稚園運営への助成 <P51> 

     ◎私立幼稚園園児健康診断補助金 

     ○私立幼稚園就園奨励費補助金（◎保育料負担軽減の拡大） 

   ○ひとり親家庭等の自立支援 <P51> 

     ◎ひとり親家庭等学習支援ボランティア事業の実施 

     ◎ひとり親家庭等生活支援講習会の開催 

   ◎高山学園園庭芝生化事業の実施 <P51> 

   ◎とよはし子ども・若者育成プランの中間見直し <P51> 

   ○放課後児童対策事業の充実（再掲） <P52> 

     ○公営児童クラブの充実 

     ○民営児童クラブに対する助成の充実 

   ○子育て世帯臨時特例給付金の給付 <P52> 

   ◎生活困窮者自立支援事業の実施 <P53> 

 

 

 心豊かな人材を育成する「教育・文化の充実」  

 

   ◎総合教育会議の設置 <P88> 

   ◎教育振興基本計画の改訂 <P88> 

 

  ＜学校教育＞ 

   ◎文化芸術体験の充実 <P88> 

   ◎小中一貫教育の推進 <P89> 

     ◎小中一貫校の設立準備 

     ◎小学校高学年教科担任制の充実 

   ○情報教育の推進 <P89> 

     ○教育現場におけるＩＣＴ活用の検証 

   ◎くすのき特別支援学校の開校 <P89> 
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   ◎木製教壇の導入 <P91> 

   ○学校教育環境の整備 <P91> 

     ◎前芝小学校プール改築等事業 

     ○高根小学校校舎改築等事業 

     ○前芝中学校屋内運動場改築等事業 

     ◎岩西小学校屋内運動場改造事業 

     ○トイレ改造工事 

     ○ペレットストーブの設置 

     ◎大型木製遊具の設置 

     ○校庭の芝生化 

   ○食育の推進 <P96> 

     ○地元農産物体験学習の実施 

 

  ＜生涯学習＞ 

   ○豊橋市文化振興指針の改訂 <P37> 

   ○文化活動支援事業の充実 <P38> 

     ○文化・芸術振興のための文化事業の展開 

     ○小中学校と特別支援学校に向けての鑑賞事業の実施 

   ○文化がみえるまちづくり事業の充実 <P39> 

     ◎芸術文化活動育成事業 

     ◎芸術文化体験普及事業 

   ○自然史博物館の充実 <P90> 

     ◎新生代展示室の展示物製作 

     ○特別企画展「天空を制した巨大翼竜と鳥たち」の開催 

     ○東三河のジオパーク認定への取組 

   ○科学教育センターの充実 <P90> 

     ◎地下資源館開館３５周年記念講演会の開催 

     ◎「視聴覚教育センターｗｉｔｈ“すイエんサー”（仮称）」の開催 

   ◎生涯学習推進計画の中間見直し <P93> 

   ◎大清水まなび交流館の開館 <P93> 

   ◎図書館基本構想の策定 <P93> 

   ◎第３次子ども読書活動推進計画の策定 <P93> 

   ◎まちなか図書館（仮称）ＰＲイベントの開催 <P93> 

   ○美術博物館の企画展 <P94> 

     ◎岡本太郎と中村正義「東京展」 

     ◎生誕１２０年 武井武雄の世界展 

     ◎模型の魅力展－タミヤとファインモールド－ ほか 

   ○美術博物館収蔵庫等の整備 <P94> 
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   ○二川宿本陣資料館の企画展 <P95> 

     ◎本陣に泊まった大名たちⅡ ほか 

   ◎商家「駒屋」の公開 <P95> 

   ○生涯スポーツの推進 <P96> 

     ◎「のばそうスポーツのまち豊橋」の中間見直し 

     ◎一流アスリートとのふれあい事業 

   ○総合型地域スポーツクラブ設立の促進 <P96> 

   ○陸上競技場の整備 <P96> 

     ○メインスタンド改築実施設計 

     ◎第３種公認検定更新に伴う修繕等 

 

 

 地域防災力を高めるための「防災・減災対策の強化」  

 

   ◎自主防災力強化事業補助金 <P40> 

   ○災害への対応強化 <P40> 

     ◎国土強靭化地域計画の策定 

     ◎津波避難対策緊急事業計画の策定 

     ○豊橋防災ラジオの普及促進 

     ○津波防災センターの整備（◎天津地区 基本設計等） 

     ◎避難誘導標識の点検調査 

     ◎津波避難誘導標識の設置 

     ○防災備蓄倉庫の建設（向山校区） 

     ○同報系防災無線子局の増設（２局） 

     ◎気象情報提供サービスの導入 

     ○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 <P42> 

     ◎要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金 

     ◎市緊急輸送道路沿道耐震調査 

   ○公共施設の防災機能の強化（大清水地域福祉センター） <P45> 

   ○法人保育所等の防災対策の推進 <P50> 

     ◎非構造部材耐震診断の実施 

   ◎災害廃棄物処理計画の策定 <P63> 

   ○道路防災事業（◎橋梁の段差抑制工事） <P79> 

   ○土砂災害対策事業の推進 <P80> 

     ○急傾斜地崩壊対策事業負担金（◎王ヶ崎町北欠） 

   ○河川等の整備 <P81> 

     ○雨水暗渠施設対策事業 
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   ○消防署所施設等の充実 <P87> 

     ◎震災時における車両燃料及び電力の確保 

   ○耐震性防火水槽の設置（２基） <P87> 

   ○消防団装備等の充実 <P87> 

     ◎地域防災力の要となる消防団の装備を充実 

   ○学校教育環境の整備 <P91> 

     ○非構造部材耐震対策工事 

   ○水道事業 <P106> 

     ◎事業継続計画（地震対策編）の策定 

   ○下水道事業 <P108> 

     ○羽根井地区浸水対策 

     ○下水道施設の耐震対策の実施 

 

 

 環境にやさしい暮らしを実現する「環境対策の推進」  

 

  ＜温暖化防止対策・環境保全対策＞ 

   ○環境基本計画の改訂 <P57> 

   ○地球温暖化対策地域推進計画の見直し <P57> 

   ○電気自動車等の普及促進 <P58> 

     ○電気自動車購入等補助金（◎燃料電池自動車、◎住宅用充電設備） 

   ○新エネルギーの導入促進 <P59> 

     ◎ホームエネルギーマネジメントシステム導入補助金 

     ◎住宅用リチウムイオン蓄電池導入補助金 

     ◎木質燃料利用促進事業補助金 

   ◎再生可能エネルギー活用推進事業の実施 <P60> 

   ○自然環境保全の推進 <P60> 

     ◎自然環境啓発冊子データの作成 

   ○自転車通行空間整備（◎大岩町 342号線ほか） <P79> 

   ○緑化事業の推進 <P83> 

     ○路面電車の軌道緑化 

     ◎全国都市緑化あいちフェア 

 

  ＜ごみ処理＞ 

   ○ごみ減量対策の推進 <P61> 

     ◎指定ごみ袋制度の導入 

     ◎５３０運動４０周年記念事業の実施 

     ◎一般廃棄物処理基本計画の改訂 
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   ○資源化センター施設整備事業 <P62> 

     ◎ごみ処理施設基本設計の実施 

     ◎運営体制検討調査の実施 

   ◎事業系ごみガイドブックの作成 <P63> 

   ◎産業廃棄物処理基本計画の改訂 <P63> 

   ○下水道事業 <P107> 

     ○バイオマス資源利活用施設の建設 

 

 

 シティプロモーション活動の展開  

 

   ◎地域ポータルサイトの活用 <P33> 

   ○シティプロモーション活動の展開 <P35> 

     ◎首都圏でのプロモーションビデオ活用ＰＲ 

     ◎「私の好きな豊橋」の募集 

     ◎ええじゃないか豊橋推進計画の改定 

   ◎５３０運動４０周年記念事業の実施（再掲） <P61> 

   ○農産物ブランド化の推進（再掲） <P66> 

   ○農産物等の海外販路開拓（再掲） <P67> 

   ○とよはし製品活用支援事業（再掲） <P73> 

   ○豊橋まつり開催費補助金（再掲） <P77> 

   ○炎の祭典開催費補助金（再掲） <P77> 

   ○産業プロモーションの推進（再掲） <P77> 

   ○総合動植物公園の魅力向上（再掲） <P100> 

 

 

 その他  

 

  ＜安全・安心＞ 

   ○地域防犯活動の推進 <P43> 

     ○防犯カメラ設置費補助金 

   ○交通安全対策の充実 <P44> 

     ○各世代に応じた交通安全教室の実施 

   ○救急救命体制の充実 <P87> 

     ◎救急救命士の救命処置範囲の拡大 

     ○高規格救急自動車の更新（１台） 
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  ＜基盤整備＞ 

   ○道路の整備 <P78> 

     ○幹線市道整備事業 

     ○橋梁整備事業 

     ○交通安全施設整備事業 

   ◎牛川渡船場の移転整備 <P80> 

   ◎ペデストリアンデッキの改修 <P80> 

   ○河川等の整備 <P81> 

     ◎眼鏡川樋管整備工事負担金 

   ○公営住宅の維持管理 <P82> 

     ◎指定管理者制度の導入 

   ◎空家対策の推進（再掲） <P82> 

     ◎空家実態調査等の実施 

     ◎空家利活用改修費補助金 

   ○都市計画の推進 <P83> 

     ◎立地適正化計画作成検討調査の実施 

     ◎道路計画検討調査の実施 

   ○公園整備の推進 <P83> 

     ○街区公園等の整備（牛川公園、松東公園、三ツ口池広場） 

     ○総合スポーツ公園整備事業 

   ○まちづくり景観形成の推進 <P85> 

     ◎まちづくり団体への助成（大岩町中まちづくり会（仮称）） 

   ○豊橋市総合交通計画（仮称）の策定 <P85> 

   ○路面電車の利用環境の整備 <P85> 

   ○地域公共交通活性化の推進 <P85> 

     ○「地域生活」バス・タクシー運行事業（◎川北地区） 

   ○土地区画整理事業の推進 <P86> 

     ○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 

   ○地域下水道事業 <P101> 

     ○農業集落排水施設建設事業（嵩山地区） 

     ○処理場再編事業（◎植田地区） 

   ○水道事業 <P105> 

     ○第２期水道施設整備事業の推進（Ｈ２３～２７） 

     ○第６期配水管整備事業の推進（Ｈ２３～２７） 

     ○インドネシア浄水技術改善事業 

   ○下水道事業 <P107> 

     ○第８次拡張事業の推進（Ｈ２３～２７） 
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  ＜その他＞ 

   ◎新たな行財政改革プランの策定 <P33> 

   ◎女性職員の活躍推進 <P33> 

   ○広報活動の推進 <P33> 

     ◎「暮らしの便利帳」の作成 

     ◎地域ポータルサイトの活用（再掲） 

   ◎公共施設等総合管理計画の策定（再掲） <P34> 

   ○第５次豊橋市総合計画後期基本計画の策定 <P34> 

     ◎こども用冊子の作成 

   ◎東三河広域連合負担金 <P35> 

   ◎個人番号の通知及び個人番号カードの交付 <P36> 

   ◎第２次豊橋市市民協働推進計画の策定 <P39> 

   ○国際交流の推進 <P39> 

     ◎外国にルーツを持つ子どものための母語保持教室の開催 

     ◎東三河日本語スピーチコンテストの開催 

   ○多文化共生の推進 <P40> 

     ◎定住外国人の子どもの就学促進事業（虹の架け橋教室） 

   ○競輪場施設整備 <P97> 

     ◎施設等整備計画の策定 
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平成２７年度予算における財政状況（一般会計） 

 

 

  

 

○ (26)６２９．０億円 → (27)６３０．０億円        ＜＋１．０億円＞ 

・個人市民税 (26)２１７．８億円 → (27)２２２．１億円  ＜＋４．３億円＞ 

景気状況等を反映した給与所得や株式等に係る譲渡所得等による増 

・法人市民税 (26)  ４６．６億円 → (27)  ４７．１億円 ＜＋０．５億円＞ 

  法人税割税率引下げの平年化による減があるものの景気回復基調による増 

・固定資産税 (26)２６６．５億円 → (27)２６３．４億円 ＜△３．１億円＞ 

家屋の評価替えに伴う経年減価による減 

・市たばこ税 (26) ２７．３億円 → (27)  ２６．０億円  ＜△１．３億円＞ 

健康志向等による売渡し本数の減 

 

 

 

○地方交付税    (26)２７．０億円 → (27)２０．３億円  ＜△６．７億円＞ 

・うち普通交付税  (26)２０．０億円 → (27)１５．０億円  ＜△５．０億円＞ 

○臨時財政対策債  (26)４９．２億円 → (27)３６．４億円 ＜△１２．８億円＞ 

・普通交付税＋臨時財政対策債 

(26)６９．２億円 → (27)５１．４億円 ＜△１７．８億円＞ 

 ○地方消費税交付金(26)４６．８億円 → (27)６４．０億円 ＜＋１７．２億円＞ 

    地方消費税率引上げに伴う増収分の平年化による増 

○自動車取得税交付金 (26)２．８億円 → (27)  ３．９億円  ＜＋１．１億円＞ 

買い控えの影響緩和による自動車販売見込みの増に伴う増 

 

 

 

○一般財源比率  (26) ６５．３％ → (27)  ６７．３％  ＜＋２．０ﾎﾟｲﾝﾄ＞ 

○自主財源比率  (26) ６２．６％ → (27)  ６２．４％ ＜△０．２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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当初予算規模の推移 

単位：億円、％ 

 

 

○ (26)７．２％  →  (27)７．０％ ＜△０．２ﾎﾟｲﾝﾄ＞ 

 

 

 

○ (26)末 ８１．３億円 → (27)末 ６６．６億円    ＜△１４．７億円＞ 

 ・27年度中増減  

積立：利子＋26年度決算剰余金×１／２（１５．３億円を見込む） 

     取崩：３０．０億円（(26)３５．１億円 ＜△５．１億円＞） 

 

  

 

○一般会計 (26)末 １，０４３億円 → (27)末 １，０３０億円  ＜△１３億円＞ 

・うち建設地方債 (26)末 ５６９億円 → (27)末 ５５１億円 ＜△１８億円＞ 

・うち特別地方債 (26)末 ４７４億円 → (27)末 ４７９億円  ＜ ＋５億円＞ 

※特別地方債＝減税補塡債、臨時財政対策債、臨時税収補塡債 

○全会計  (26)末 １，６９３億円 → (27)末 １，６７６億円  ＜△１７億円＞ 

 

 

 

市 債 依 存 度 

財政調整基金残高見込 

地方債現在高見込 

 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

歳入・歳出総額 Ａ 1,103 1,132 1,069 1,127 1,179 1,158 1,202 1,259 1,217 

市 税 Ｂ 650 658 624 594 603 604 613 629 630 

市税割合Ｂ／Ａ 58.9 58.1 58.4 52.7 51.2 52.2 51.0 50.0 51.8 

一般財源 Ｃ 813 827 800 783 800 803 808 821 819 

一般財源比率Ｃ／Ａ 73.7 73.1 74.8 69.5 67.8 69.3 67.2 65.3 67.3 

市債 Ｄ 82 96 67 94 83 94 103 90 85 

市債のうち臨時財政対策債     27    25    39    60    47    51 48 49 36 

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


