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はじめに

このたび、平成２２年度予算が成立しました。

経済環境の急激な変化や少子高齢化の進展などにより、市民生活にも様々な影

響が及んでいます。こうしたなか、乳幼児等医療費助成の対象を小学校修了時ま

で拡大する「みまっこ医療制度」の創設や特定健診の無料化を図ると同時に、国

の補正予算を最大限活用し、累次の経済対策にいち早く取り組んできました。そ

の結果、懸案でありました小中学校の耐震化に目処がついたほか、太陽光発電の

設置や学校ＩＣＴ化の推進、中学校武道場の整備などの美馬市版『スクールニュ

ーディール』事業に引き続き取り組むこととしています。

そこで、平成２２年度においては次の５つの重点目標を掲げ、目標に向かって着

実に取り組むと同時に、合併特例期間（平成１７～２６年度）の中間折り返し点であ

ることから、平成２７年度以降を見据えた「取り組み初年度 （※）としたいと考え」

ております。

＝ ５つの重点目標 ＝

○ 高齢化社会に対応する取り組み

○ 情報通信技術の更なる活用

○ 地域と一体となった教育環境の整備

○ 環境にやさしい社会づくりの推進

○ 地域の観光振興と国際交流の推進

※「平成２７年度以降の美馬市財政運営指針 （P２３）を策定しています。」
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１．予算規模

平成２２年度当初 平成２１年度当初 増 減

１６７億４,０００万円 １５４億２,６００万円 １３億１,４００万円一 般 会 計

９１億２,７３９万６千円 ８７億６,１４９万８千円 ３億６,５８９万８千円特 別 会 計

９億７４６万７千円 ８億２,０７６万５千円 ８,６７０万２千円公営企業会計

平成２２年度の一般会計予算規模は、１６７億４,０００万円で、前年度と比較して、

１３億１,４００万円、率にして８.５％の増となっております。

これは、前年度予算が市長選挙を控えた骨格予算であったためで、平成２２年

度は年間所要額を計上しています。また、特別会計では、介護保険特別会計、

後期高齢者医療特別会計、公共下水道事業特別会計が増となっており、特に介

護保険特別会計(保険事業勘定)は３億８,８９８万３千円、率にして１２.５％の増で、高

齢化社会の進展が介護サービス給付費の伸びに反映された形となっております。

２．一般会計予算の概要

（１）主な歳入

１． は、平成２１年度実績見込み額等を勘案し、前年度当初比２.５％減の市税

２６億６,１６５万２千円を計上しております。

． 、 。２ は 前年度当初比２.６％減の２億２,５００万円を計上しております地方譲与税

． 、 、３ は 国の地方財政対策による普通交付税の増が見込まれますが地方交付税

本市の当初予算としては、前年度とほぼ同額の７４億６,０００万円を計上してお

ります。

４． は、県単急傾斜地崩壊対策事業にかかる受益者負担金分担金及び負担金

などの増により、前年度当初比７.８％増の５,０３７万円を計上しております。

５． は、保育所使用料の減などにより、前年度当初比５.８％使用料及び手数料

減の２億７,７６９万３千円を計上しております。

６． は、１７億９,３８２万７千円で前年度当初比３５.７％の大幅増となって国庫支出金

おります。

これは平成２２年度から始まる子ども手当に係る国庫負担金や生活保護費負
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担金の増、前年度骨格予算のため当初計上しなかった社会資本整備総合交付

金（旧地域活力基盤創造交付金）などの増によるものです。

． 、 。７ は 前年度当初比１７.５％増の１２億１,８１２万９千円となっております県支出金

、 、 、これは ふるさと雇用再生特別基金事業・緊急雇用創出事業 地籍調査事業

乳幼児等はぐくみ医療助成事業、地域グリーンニューディール基金事業およ

び森林・林業関係事業など各事業補助金の増が主な要因です。

８． は、市有林の立木売払収入の増を見込み、前年度当初比２８.８％財産収入

増の１,７１５万７千円を計上しております。

９． は、ふるさと納税制度に伴う「まほろばサポーター」からの寄附金寄附金

など、前年度と同額の１００万１千円を計上しております。

10． は、当初予算編成時における財源不足等を補てんするため、繰入金

・財政調整基金を （前年度同額）１億7,000万円

・減債基金を １億円 （前年度同額）

・特定目的基金を ２億４,１０９万５千円（前年度１億９,１５１万５千円）

を計上しております。

このうち、特定目的基金には３月補正予算で新たに造成した 「オラレまちづ、

くり基金」からの繰入金６５０万円を計上しています。

11． は、前年度当初比３３.７％増の１億７,１６３万３千円となっております。諸収入

これは、オラレ運営協力費（建物・用地分および売上分）の４,１１２万円の

増が主な要因です。

12． は、前年度当初比４３.８％増の１８億１,４６０万円となっております。市債

これは前年度当初が骨格予算であったため新規の普通建設事業を計上しな

かったことと、臨時財政対策債の増によるものです。

（２）主な歳出（目的別）

１． は、前年度当初比１０.３％減の１億６,２１１万７千円となっています。議会費

これは議会議員定数の減によるものです。

２． は、前年度当初比１５.６％増の１９億３,７１６万９千円となっています。総務費

主に自主放送番組作成費、電算システム機器等購入費、県知事・県議会議

員選挙費および国勢調査費などの増によるものです。

３． は、前年度当初比１０.６％増の５２億４,６３４万７千円となっています。民生費
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主に、介護保険・後期高齢者医療両特別会計への繰出金、生活保護費、

みまっこ医療助成費および子ども手当などの増によるものです。

４． は、前年度当初比１.６％増の１６億４,１６１万円となっています。衛生費

これは、循環型社会形成推進事業に伴う美馬環境整備組合への負担金の増

によるものです。

５． は、前年度とほぼ同額の４０１万３千円となっています。労働費

市シルバー人材センター運営補助金が主な予算となっております。

６． は、前年度が骨格予算であったため地籍調査費や森林・林農林水産業費

業関係各事業の増により、前年度当初比６.７％増の１２億５,３０９万８千円となって

います。

７． は、前年度当初比１１.９％増の２億３,３５３万５千円となっています。商工費

主に、プレミアム商品券発行事業、消費生活センター運営事業、ふるさと雇

用再生特別基金事業・緊急雇用創出事業を活用した観光イベント経費などの

増によるものです。

８． は、前年度が骨格予算であったため社会資本整備総合交付金を活土木費

用した各事業（活力創出基盤整備、市街地整備および地域住宅支援）や市

単独道路整備事業などで１１億１,３０３万４千円（前年度当初比２０.３％増）を計上

しています。

９． は、飲料水兼用耐震性貯水槽の整備などで、前年度当初比１１.３％増消防費

の７億３,７７５万６千円となっております。

10． は、穴吹小学校耐震補強事業が終了したため、前年度当初比７.５％教育費

減の１３億８,７０２万７千円となっています。

11． は、災害発生時に機動的に対応するための枠予算として、前年災害復旧費

度から５００万円増の４,０００万円を計上しております。

12． は、高利率で借り入れていた市債の繰上償還を行ったことなどにより公債費

前年度当初比５.６％減の２５億３,７９９万４千円となっています。

13． は、オラレまちづくり基金への積立金や、前年度骨格予算のため諸支出金

当初予算に計上しなかった地域振興基金（合併特例債を活用した基金）への

積立金を計上したことなどから前年度から４億３,２９９万２千円増の４億４,１３０万円

を計上しています。
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（３）主な歳出（性質別）

１． を合わせた義務的経費は、９０億７１８万円で、前年人件費、扶助費、公債費

度当初比３.５％の増となっています。

人件費、公債費の減額に対し、子ども手当や生活保護費などの扶助費が大

幅に増額となったことが主な要因です。

２． は、前年度当初比２７.７％増の１８億６,４９６万９千円となっています。物件費

これは、自主放送番組作成費や電算システム機器等購入、ふるさと雇用再

生特別基金事業・緊急雇用創出事業に伴う臨時職員雇用や委託料などの増に

よるものです。

３． は、市道維持事業費の年間所要額を計上したため、前年度当維持補修費

初比７０.６％増の１億２,５４４万２千円となっています。

４． は、前年度当初比３.０％増の２５億３,７０９万３千円となっています。補助費等

主に、循環型社会形成推進事業に伴う美馬環境整備組合への負担金の増に

よるものです。

５． は、基金利子の減額が見込まれますが、オラレまちづくり基金への積立金

積立金や、地域振興基金（合併特例債を活用した基金）への積立金を計上し

たことなどから前年度から４億３,３１４万４千円増の４億４,１０９万８千円を計上して

います。

６． は、前年度当初比０.８％増の１４億３,４７６万６千円となっています。繰出金

繰出金のうち特別会計・企業会計に対するものは次のとおりです。

（ ）単位：千円

会 計 名 平成２２年度 平成２１年度 減 額

住宅新築資金等貸付事業特別会計 ０ ８,３２５ △８,３２５

国民健康保険特別会計 ２７９,２１８ ２９０,８９５ △１１,６７７

老人保健特別会計 ２５０ ２,５８３ △２,３３３

後期高齢者医療特別会計 １３３,００８ １１７,３２６ １５,６８２

介護保険特別会計 ５８６,９１０ ５３１,２６０ ５５,６５０

公共下水道事業特別会計 １６１,７７４ １３７,９０７ ２３,８６７

農業集落排水事業特別会計 ８９,０３３ １００,５８７ △１１,５５４

美馬温泉保養センター事業特別会計 ３５,９５４ ３６,７２１ △７６７

一の森ヒュッテ事業特別会計 ２５４ ７２４ △４７０

簡易水道事業特別会計 １３２,２３７ １５６,３０８ △２４,０７１

水道事業会計 １,４００ ０ １,４００

計 １,４２０,０３８ １,３８２,６３６ ３７,４０２
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７．投資的経費の中で、 の は、穴吹小学校耐震補強事普通建設事業 補助事業

、 。業の終了などにより 前年度当初比２４.２％減の６億３,２６４万円となっています

、 、単独事業は 前年度当初比５３.９％増の６億４,８１３万２千円となっていますが

これは、前年度骨格予算であったため道路新設改良費に年間所要額を計上し

たことなどによる増額です。

については、災害発生時に機動的に対応するための枠予算とし災害復旧費

て、前年度から５００万円増の４,０００万円を計上しております。


