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1.予算はどうやって決めるの?

市役所の各部署rま､総合計画で計画された事業に取り組ajと

ともに､皆さまからの意見や要望､地域の状況などを見なから

｢今どんなサ-ビスを行うべきか｣ ｢この事業は優先的に行う

事業か｣ --･と翌年度に行う事業の内容を検討します｡

市長は､こうした各部署の案をもとに自分の政策に治って予

算案をまとめ､市議会に提案します｡

市議会では､市民の声を代表する市議会議員か様々な議論を

行いながら､予算案を審議し､決定します｡

《市役所の各部署》　　　　　　　《財政課≫

作成

議決

《議　会≫



2.財政健全化に向けた取り組み

財政健全化に向けて平成1 7年1 0月1日の合併以

降､ ｢行政改革推進計画(集中改革プラン) ｣に基づき､

市民皆さんの協力を得て各事務事業の見直しに取り組

んでいます｡

取り組み内容 們�郢D�7��

定員適正化計画をもとにした職員数の削減(3/＼-ジ参照) 買�x�ﾂﾒ�

市長給与20%削減 買�x�ﾂﾒ�

副市長.教育長給与10%削減 買�x�ﾂﾒ�

収入役(特別職)の廃止 買�x�ﾂﾒ�

補助金等検討委員会発足(『ザイセイの話(平成19年度)』参照) 買�r��

指定管理者制度の導入 買�x�ﾂﾒ�

ザイセイの話発行 買���ﾂﾒ�

予算執行にあける経費削減の取り組み開始 買���ﾂﾒ�

施設使用料等減免措置取扱基準(統一基準)制定 買���ﾂﾒ�

有料広告制度の導入 買���ﾂﾒ�

予算編成に枠配分方式(バーチャル事業部制)を導入 買���ﾂﾒ�

電子入札制度の導入.拡大 買���ﾂﾒ�

公債費負担軽減のための借換え(財政健全化計画の策定.実施) 買�梯ﾒ�

財政健全化推進本部発足 買#��ﾂﾒ�

市税納期前納付報奨金制度の廃止 買#��ﾂﾒ�

市税LIR納事務徴収嘱託員制度の導入 買#�簫�

消防箇1団に統合(班の再編成) 買#��ﾂﾒ�

料金改定(簡易水道.公共下水道.地域下水道.農業集落排水) 買#��ﾂﾒ�

公共施設使用料適正化検討会議､公共施設廃止.譲渡方法検討会議発足 買#��ﾂﾒ�

その他

･ 3地区で開催していた成人式やマラソン大会を統一

･各種委員報酬の見直し(Ej当のほか､半日当を設定)

･各種職員手当の見直し(地域手当の廃止など)

･各種補助金の算定基準を統一(行政費交付金､公民館活動費補Bj]金　など)

･公用車更新期問の延長

･市長･議長等交際費の削減
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部門別職種別職員数の推移

区:分 劔兌ﾙ�ﾈ�ｳvdb�旭顏�D竰�平成18fF 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D����ﾘﾋ��閏ﾙ�ﾃ#�D籐[ﾙ�ﾈ�ｳyD竰�
《計画)_- -【実績】: ��們����｢�【実績】 ��們��8�｢�《計画》 坪�們�冶�｢�《計画》- ��們����｢�

部 門 別 畠e2�暈�sﾒ�ﾇb�般 行 政 迭R�唐�6 澱�6 澱�6 ��#"�△2 

総務 �126 ��#2�113 �����111 �����△15 ��#���

税務 �30 �#2�22 �#��23 �#"�△7 ��#��

労働 �1 �"�2 �"�2 �"�1 ���

農林水産 �40 �3B�36 �3R�32 �3��△8 ��#���

商工 �15 免ﾂ�10 免ﾂ�ll 免ﾂ�△4 ��#B�

土木 �47 鼎��48 鼎R�48 鼎2�1 ��#B�

民生 �177 ��c��164 ��S��161 ��SR�△16 ��##"�

衛生 �52 鉄2�52 鉄2�46 鉄B�△6 �"�

小計 �496 鼎s��453 鼎3��440 鼎3��△56 ��#cR�

特 別 行 政 仆8屍�涛��91 塔R�78 塔2�76 ��#r�△14 

消防 �119 ��#��120 ��#��120 ��#��1 �"�

小 偖ﾂ�209 �#���205 ��唐�203 ��途�△6 ��#�"�

普通会計 剌¥ 都�R�681 田S��636 田C2�628 ��#c"�△77 

公 普 症 業 車 弄 部 門 儼�����323 �#�"�255 �#3b�294 �##B�△29 ��#湯�

水道 剴#��23 �#"�22 �#2�21 �"�0 

下水道 剴�"�13 ��2�13 ��2�12 ���0 

その他 剴3b�29 �#��29 剃ﾆﾆﾂ�30 ��#r�△6 

公営企業等 剌¥ �3�"�347 �3���300 �3S��287 ��#32�△105 

⊂⊃ 劍��1,097 ��ﾃ�#��977 涛3b�1,002 涛�R�△95 ��#��"�

職 檀 別 �ｩLｨ駟k�籐Lｨｵｨ���442 鼎���406 �3澱�400 �3モ�△42 ��#SB�

保育士.幼稚園教諭 ��C��135 ��#��122 ��3"�124 ��#��△16 

硝防士 ���r�116 ���b�114 ���2�115 ��#B�△2 

介護士 湯�9 湯�9 湯�8 ���△1 

技能労務職 塔b�78 都B�68 田"�59 ��##B�△27 

医師-歯科医師 �3B�25 �#2�23 �3"�21 ��(�ﾃ"�△13 

医療技術職 鉄2�52 鉄��49 鉄��48 ��#"�△5 

看護職 �#�b�194 ��s��155 �#�2�152 ��#�2�△64 

計 ��ﾃ�途�1,028 涛sr�936 ��ﾃ��"�915 ��#迭�△ー82 

普通会計にあける職員給与費(決算額)の推移

*職員数は各年4月1日現在の人数

区分 兌ﾙ�ﾃ�yD�7��平成18年置 壷[ﾙ�ﾃ�ﾓ僖�7��平成20年度 

職員給与費決算慈(千円) 釘ﾃ��Rﾃ#湯�4,005,486 �2ﾃS�"ﾃC3��3,512,921 

《平成17年度を100とした場合》 ��3����B�《99.8》 ��3ヲ綛�B�《87.5≫ 

人件費の見直し状況 ��《調整手当》 ��9&闔h詹9h�B�≪地域手当》 

支給率:10%-0% 《地域手当》 支給率:0%-6% 《通勤手当》 支給額見直し(引下げ) 倡虻ｹzc｣bRﾓ2R�支給率こ3%.-廃止 

職員数の削減目標を定めた｢定員適正化計画｣ (平成1 7 - 2 1年度)に基づき､事務事業の再編･整理等を徹底

し､市が行う総事務量の減量に努めたり､本庁･総合支所にあいて重複する事務分野の集約化や指定管理者制度の

活用をはじめとする民間委託の推進を図ることで､計画5:上回る職員数の削減を行っています｡

また､人件費の見直しも同時E=行っていますので､普通会計r=あける職員給与費r註､年々減少していますo

【普通会計】
~般会計と特別会計のうち公営事業会計(上水道･下水道等の公営企業会計及び.国民健康保険事業特別会計等)

以外の会計(地域下水道事業特別会計)を統合して一つの会計としてまとめたものです｡
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3.合併後新たに取り組んだU､拡充した事業

-事業名及び事業内容 坪��郢D�7��

第1次新城而総合計画策定.推進事業と純と 買��ﾒ�こI 合併後最初の総合計画を策定○｢市民かつなく山の湊創造都市｣を将莱 

像として､計画を推進o 

地域情報通信基盤整備事業 買���ﾂﾒ�

情報格差を是正するため､市内全域に光ファイバ綱を敷設し＼公共施設を超 

高速LANで結ぶとともに＼CATVなどのICT基盤を整備o 
cAT∨を利用した､市政番組.議会中継を放送o 

地域担当制度の導入 買#��ﾂﾒ�

｢地域でできることは地域で｣を合言葉に＼市民自治の推進と而民を起点と 

する行政経営を確立するために､市職員が地域lこ出向き､地域のまちづくり 

を支援o 

地域振興事業 買���ﾂﾒ�

市民による自主的なまちづくり活動を支援する｢めざせ明日のまちづくり事 

業補Bj]制度｣を実施○ 

バス運行事業 買�x�ﾂﾒ�

公共交通機関空白地域にあける､高齢者の移動手段や遠距離通学児童生徒の 

通学手段を確保するために路線バスを運行○ 

【新城地区】~西部線､北部線＼中宇利線､吉川市川線 

【鳳来地区】塩瀬線＼布豊田峰線､長篠山吉日線､秋葉七滝線 
【作手地区】守義線＼つくであしかる線 

子とも医療費助成事業 買#��ﾂﾒ�

子育て環境の充実及び少子化対策.保護者負担の軽減のため､保険が適用さ 
れる診療の自己負担分を助成○ 

【対象】通院-.小学校3年生まで＼入院-ヰ学校3年生まで 

(小学校1年生から小学校3年生までの通院医療費は＼市の独自事業です○) 

障害者手当給付事業 買�x�ﾂﾒ�

障害者手帳をお持ちの万に対し､旧新城市で行っていた障害者手当の支給を 
合併後のすべての市域に拡充しましたo 

障害者福祉タクシー料金助成事業 買�r��

重度の障害がある方か､通院等のためにタク=J-を利用される場合r=､小型 

タク=J-の初乗り料金分の助成lこついて､旧新城市で行っていた支給対象を 

合併後のすべての市域lこ拡充しましたo 

放課後児童対策事業 買�r��

合併後新たに､5箇所の児童クラブを開設o現在10箇所で実施○ 

夜間診療所運営事業 買#���

夜間診療所を開設して第1次救急医療体制を充実○ 
診療日:週5Ej開設(Ej陸.月曜.火曜.金曜.土曜) 



事業名及び事業内容 們�郢D�7��

訪問看護事業 買#��ﾂﾒ�

訪問看護ユテ-:J∃ンを開設して在宅医療を充実○家庭で療養を続ける状態 

にあり＼主治医が訪問看護の必要性を認めた万に対し＼看護師か自宅E=訪問 

して看護サービスを提供します○ 

エコオフィス推進事業 買�r��

住宅用太陽光発電:Jステムを設置される市民の万に設置費の-部を補助○補 

助頭は太陽電池の最大出力1kwあたり2.5万円で＼上限4kw､10万円で 

す○ 

市民病院運営事業 買���ﾂﾒ�

医師不足による医療機能の低下､経営の悪化を改善するため､経営改善アク 
=Jヨッブラン作成(H18)､市民病院改革プラン作成(H20)を始め＼さま 

ざまな取り組みを実施○ 

廃棄物収集処理事業 買�x�ﾂﾒ�

可燃ごみの収集o 

新城地区.-一週2回､鳳来地区一.一週2回(H21-)､作手地区-週1回 

農業振興協働事業 買#��ﾂﾒ�

農地の流動化を進めるための窓口業務､担い手育成及び農用地利用の効率化 

を図るため､市.農協.農林業公社のワンフロア.ワンストップサ⊥ビスを 

実施o 

農業生産基盤活性化事嚢 買#��ﾂﾒ�

農業の生産基盤である農地とそれを取巻く環境の将来像を地域の営農集団等 

が中心となり､保全利用計画を策定する○策定された計画に対し市は現行制 

度や新規制度を活用し､営農集団等に支援措置を講じ､生産基盤の活性化を 

図る○ 

農地.水.環境保全向上対策事業 買�停ﾒ�

農地､農業用水などの資源は過疎化､高齢化＼混住化などの進行に伴い､集 

落機能が低下し適切な保全管理か困難になっているoそこで､農業者だけで 

なく＼地域住民を含めて共同の保全管理活動lこよって施設を長持ちさせるき 

め細やかな手入れや農村の景観などを維持増進させる質の高い取組みを支援 

するo 

森づくり基本条例 買#�ﾒ�

市民一人ひとりが森づくりに真剣に取り組a3ことを目指し＼新城北設楽地域 

の関係市町村共同の取組みとして､森づくり基本条例を制定o 

企業立地推進事業 買�x�ﾂﾒ�

新城南部.しんしろ八名井企業団地の早期売却､企業立地.操業を目指し､ 

企業誘致説明会を開催＼PRを実施o 



_事業名及び事業内昏~- 們�郢D�7��

企業用地等開発推進事業 買#��ﾂﾒ�

平成26fE度に供用開始の新東名新城lC周辺での企業用地造成にむrjLて基 

本計画等を策定o 

新規雇用創出事業 買#��

新規学卒予定者等に対する地元企業の説明会を開催し＼地元への就職意識を 

高めるo 

商業.商店街等活性化支援事業 買#��

商業.商店街活性化のために､地元商店街.商工会等が実施する空き店舗の 

活用､催事､街路灯整備等に助成o 

道整備交付金事業 陪ﾃrﾒ�

市道稲本線(H17-)､市道八束穂県社線(H18-)､市道巴代古戸線(H18 
～H21)､市道広野薬師前線(H17-H21)ほか 

木造個人住宅耐震診断事業 買�r簫�

昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅を対象J=耐震診断を 

実施○耐震診断の結果､-倒壊の危険性ありと判定された住宅について設計及 

び耐震補強工事に対して助成○ 

消防防災センター建設事業 買��ﾓ���

消防防災施設の中枢拠点となる消防防災センターを建設(防災学習JT-ルを 

併設)o 

デジタル防災行政無線設備整備事業 買���ﾂﾓ#��

災割寺にあける地域住民への情報提供及び防災情報収集の情報手段として＼ 

市内全域に防災行政無線を整備o 

その他災害対策 買�やﾒ�

地震防災ハザードマップ作成(H18)＼全国瞬時警報=Jステム(J-ALE 

RT)整備(H21) 

通学費援助事業 買�やﾒ�

児童生徒の電車.バス通学に係る費用を助成○ 

保育園.学校施設耐震化事業 買�x�ﾂﾒ�

【保育園】 

作手子育て支援tzツタ-.作手保育園建設(H17-H18)＼長篠保育園改築 

(H20-H21)1こ鳳来保育園耐震補強(H20-H21) 

【小学校】 

(八名小学校屋内運動場改築(H18)､東陽小学校校舎耐震補強(H17-H19)＼ 

新城小学ネ交校含耐震補強(H18-H20)､千割小学校校舎耐震補強(H18 
-H20)､東郷栗ノ｣＼学校校舎耐震補強(H19)､山吉田地区新設小学校改築 

(H_20-)､丹毒小学校屋内運動場耐震補強(H18-) 

【中学校】 

作手中学校屋内運動場改修(H20)､鳳来中学校屋内運動場改築(H19)＼ 

作手中学校校舎耐震補強(H18-H21)､八名中学校屋内運動場改築(H19-)､ 

東郷中学校校舎耐震補強(H19-) 



4.新城市の予算は､どのくらいの規模なの?
一般会計　206億9,000万円

新城市の基本的で中心的な経費を集計した会計で､市税などを財源にしています｡

特別会計129億8,874万2千円

特定事業を行う目的で一般会計から分け､運営をする会計で､主に受益者(利用者)の負

担などを財源にしています｡

企業会計　　65億2,270万9千円

病院･水道など､企業会計方式で運営する会計で､使用料等の収入で経費をまかなう目的

で住民サービスを提供する会計です｡

総額で　　402億　145万1千円です｡

(単位:千円･%)

区分 剳ｽ成21年度 �-平成20年度 �>�vR�
予算裏白 俔ﾉ�ﾉNB�予算 

一般会計 �20,690,000 鉄�絣�20,550,000 ��

特 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ�hｼb�4,592.700 免ﾂ紕�4,932,600 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ��,舒�,8*ｸ�9|9N�,ﾈ迚ZX*(/�ﾗ8*B�

老人保健 鼎2ﾃS���0.1 鉄�rﾃc���改正前の老人保健法に墨つき未請求分医療費の支 払いを行う 

後期高齢者医療 涛S2ﾃC���2.4 涛�2ﾃ3���保険料の徴収や申請.届出などの窓口業務を行う 

介護保険事業 �2ﾃcsRﾃc���9.1 �2ﾃS3"ﾃ����介護保険法に基づき､介護認定や介護サービス責 の支払いを行う 

国民健康保険診療所 �#�"ﾃ����0.5 �#�rﾃS���作手地区r=ある診療所の運営を行う 

簡易水道事業 ��ﾃCc津����3.7 ��ﾃ#C"ﾃ����鳳来＼作手地区の簡易水道施設の新設､維持及び 運営を行う 

農業集落排水事業 �3CRﾃ����0.9 鉄#�ﾃ#���農業地域の地域型下水道施設の新設､維持及び運 営を行う 

公共下水道事業 ��ﾃ#SRﾃS���3.1 涛3Bﾃ#���新城地区の下水道施設の新設､維持及び運営を行 ラ 

地域下水道事業 途ﾃ#���- 唐ﾃ����新城緑が丘地区の地域型下水道施設の維持及び運 営を行う 

宅地造成事業 ��s�ﾃs���0.4 鉄づC���作手地区の定住促進のため＼宅地開発販売を行う 

大野簡易水道 ���- �#rﾃ#���簡易水道事業に統合しました 

財産区 �#s�ﾃ3C"�0.7 �#3Rﾃ3�r�市には＼20の財産区(共有財産管理潅織)があ ります 

リ会計合計 ��"ﾃ塔づsC"�32.3 ��2ﾃ�#�ﾃC�r� 

企 儼���馼ｼb�4,864,417 ��"���4,928,917 ��h�倡9j����,ﾈ戊�8/�ﾗ8*JB�

水道事業 ��ﾃc#津�#��4.0 ��ﾃs途ﾃ�3��新城地区の水道施設の新設､維持及び運営を行う 

工業用水道事業 �#づ3s"�0.1 免ﾂﾃ��B�新城青海地区の工業用水道施設の維持及び運営を 行う 

会計合計 澱ﾃS#"ﾃs���16.2 澱ﾃs3rﾃツ�� 

総合計 �40,201,451 ��40,408,286 ��



5.特別会計や企業会計へは税金をどのくらい出しているの?

特別会計や企業会計には､法律で支出が決まっているものや料金などの軽減措置のために支

出しているものがありますo会計ごとの負担矧ま次の表のとおりです｡

なあ､一般会計からの繰出金･負担金の総額は､ 2, 8 3 5, 5 0 5千円で､一般会計予算頗

20,690,000千円の13.7%を占めています｡

(単位:千円･%)

区分 剳ｽ成21年度､ 劔[ﾙ�ﾃ#�D�7ｈ��ﾖﾂ��
予算額 �ｩLｨ檍ﾇh*�.x,ﾂ�ﾄｨ�ｾ�餽�%8ｾ�,ﾈｧ｢�依存率 �ｩLｨ檍ﾇh*�.x,ﾈﾄｨ�ｾ���X�%8ｾ�,ﾈ�2以亥ｨ���

特 ��j�(ﾔ饐ｸﾊ�hｼb�4,592,700 �#s2ﾃ#�r�5.9 �#�津都��

老人保健 鼎2ﾃS���20,948 鼎ゅ"�0 

後期高齢者医療 涛S2ﾃC���558,011 鉄ゅR�492,423 

介護保険事業 �2ﾃcsRﾃc���589,661 ��b���545,278 

国民健康保険診療所 �#�"ﾃ����48,032 �#2繧�39,758 

簡易水道事業 ��ﾃCc津����243,722 ��b綯�272,716 

農業集落排水事業 �3CRﾃ����117,474 �3B���99,400 

公共下水道事業 ��ﾃ#SRﾃS���269,354 �#�絣�287,267 

地域下水道事業 途ﾃ#���0 辻�0 

宅地造成事業 ��s�ﾃs���0 辻�0 

大野簡易水道事業 辻�- 辻�0 

財産区 �#s�ﾃ3C"�46 �����46 

り会計合計 ��"ﾃ塔づsC"�2,120,455 ��b�2�1,956,859 

企 儼���馼ｼb�4,864,417 都��ﾃ����14.4 塔3Bﾃ��"�

水道事業 ��ﾃc#津�#��15,050 ����纈�17,443 

工業用水道事業 �#�ﾃ3s"�0 辻�0 

業会計合計 澱ﾃS#"ﾃs���715,050 免ﾂ���851,455 

総合計 �19,511,451 �"ﾃ�3RﾃS�R� ���

国民健康保険事業､老人保健､後期高齢者医療､介護保険事業の各会計は､法律などで一般

会計(税金)か負担する経費が決まっているため､今後､医療費等の支出の増減によって､ I

般会計の負担額も増減します｡
一万､簡易水道､農業集落排水事業､公共下水道事業の各会計にあいては､広大な面積の中

に家屋か散在していることから事業効率面で､料劃文人や基準による負担だけでは財源の確保

かできないため､一般会計が基準を超える額を負担しています｡

また､企業会計は､現在､国の示す基準で繰出･負担をしています｡なあ､病院事業会計r=

対し､公設公営を維持するための基準外繰出を行っています0
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6.一般会計の収入や支出にはどんなものがあるの?
一般会計

(単位:千円･%)

歳入 兌ﾙ�ﾃ#�D�7���>�vR�平成20年度 決算裏白(参考) 
予算_額 俔ﾉ�ﾉNB�

市税 途ﾃ#S�ﾃ����35.0 倡9j�,ﾈ､h+8/�*�.yEｸ-�,H*(+ﾘ+�*(,H*"�.唏�9j��ZH��.磯�蝎�X��俾�:竟I�R�9�,X+r�7,660,599 

地方交付税 釘ﾃs��ﾃ����22.7 ��8ﾙ�,ﾈ�9*ﾉ�ｨ,ﾈﾞ��ﾘ,ﾈｼ�H/�,h.冦ｩ4��,Xﾙ�*�.xﾏ�WH+8.ｨ.�*粟�,X��(�ｩ�,b�,ﾘ��,�,H��,x,ﾈ.h*H,磯hｼh,�.�諄*H+��,h,ﾈ,X*ｸ.假ｹ?ﾈ,X+r�5,174,763 

国庫支出金 涛�RﾃツR�4.4 �;刋�.(ｧxﾕｩ�ﾈ孜g�,�,xﾉｩ�ﾘ+x.俤ｺHｮ����,俘x*H.�,ﾈ,ﾚHﾙ�*�.x自.葵Hﾘx,ﾉ^"�ｨ驂ﾘｾ�9�/��8*�,H��邵+X-ﾈ+r�1,063,082 

県支出金 ��ﾃ#cRﾃ��B�6.1 �+8-ﾈ+H-ﾈ,磯hｼh/�ﾗ8*H,�*�,X��ｩ.榎｢���,俘x*H.�,ﾈ,ﾚHﾊx*�.y^(�ｾ�9�/��2�*�,H��邵+X-ﾈ+r�1,177,441 

繰入金 鉄�rﾃ�sR�2.5 倡8,X,ﾘ*(.ｸ*(.ｸ,旭霎��)仞��/�.�,��,H*(-ﾈ+x4ｺITｹwg(+�呵+h竧.雲h+X,B�y駅�+X,H*(-ﾈ+r�52,923 

繰越金 �#��ﾃ����1.0 ����7�,ﾂ緯�?ﾂﾘﾜ頽�,X�8.�*粟�,R�+r�964,429 

諸収入 ��ﾃ�C"ﾃS3B�5.5 ��ﾈ,ﾉZｩ}�#ﾙ?ﾈ.x,�*(�8,ﾈ�?ﾈ,X+r�皦,�.�,ﾈ,��ﾙWHｾ�,ﾈﾋ9y茨ｹ?ﾈ.(ﾏhｺI^"��異�,ﾈ覃馼,儻I��+X+ﾔ倬h/��8*ｩ�2�ﾗ8+X+ﾘ,h*ｸ,ﾈﾙ�*�.x,ﾉX�%8ｾ���1,023,852 

市債 �"ﾃC�づ3���ll.6 俥�k��H.H*H+�.hｾ(ﾗ:H�9(hｾ(ﾗ99�*��.xﾉｩ�ﾘ馼ｼi9�,ﾈ��ｾ�/�妤.�?ﾈ.ｨ,H*(-ﾂ�+r�2,240,600 

その他の収入 �"ﾃ#��ﾃ�#"�ll.2 俶yw�{ⅸ詹�I{����ﾊx*�.x,ﾈﾏ�WHｾ�9��2,419,932 

合計 �#�ﾃc��ﾃ����100.0 ��21,777,621 

※収入の詳細は､ P. 21 (平成21年度-般会計予算の主な歳入) rこ掲載しています｡



歳出 兌ﾙ�ﾃ#�D�7���>�vR�平成20年度 決算額(参考) 
予算簸 俔ﾉ�ﾉNB�

議会責 �#S�ﾃ�3"�1.2 亳8醜,ﾉ_��.(ｶ8檍/�戊�8+x.�+ﾘ-�,ﾈﾆ��N�9��266,338 

総務費 �"ﾃ�3づ3CR�14.2 �*��,ﾈｬyyﾙN����仍9N�.(ﾌｹ��9�,ﾈｬyyﾒ�N�9��3,036,846 

民生費 迭ﾃ�3�ﾃ#C��24.3 兢ｸ支��,ﾈ戊�8.(��ｹ�,ﾈ�9|9N�/���+r�.佝�ⅸ��･��(齷zx辷�+x.�+ﾘ-�,ﾈﾆ��Nⅸﾘ)~竟(,ﾉY�8,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾆ��9��4,395,901 

衛生費 �"ﾃ3c"ﾃSC��ll.4 倡9j�,ﾈﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.�/�5H7ﾈ�ｸ6x+X,H*#ﾂ�ﾆ�ⅹ]ｸﾉ(5ｨ985��ｸ,ﾈ戊�9N���(ｺｹn"�Hｨ+�竧.��x-霹�ⅸ4�8｢ﾘ985ｨ93辻�ｬyyﾙN�.(+(-ﾘ��ﾆ��9��2,539,281 

労働費 ��#"ﾃC���0.6 仂驗ｩ�(晳D�7ｨ�ｸ8�,ﾈ戊�9�:Hｼ驗ｨ�)���ﾟH,亊h+x.佝��9��109,677 

農林水産業費 ��ﾃ��rﾃ�sr�5.4 僞�h��'ｸ蝎�9��/�+x.�+ﾘ-�,ﾉ^(�IE��}�ｼhｬ(ｺｸ/�.h*ﾘ+x.�+ﾘ-��;帝}�;兢ﾂ��X.)w�G)�Yц,ﾈ淤|t倬h/�+x.佝���1,057,139 

商工費 田#づC3��3.0 傅Hﾔ鮎i�Xｻｸ,ﾈ+ﾘ-�,ﾉD�&･ﾘ��ｨ��ﾆ��8����h�倡8/��(+x.�+ﾘ-�,ﾈｬ�Y��6��9w�B�9)$ｨ孳�(ﾋ�ｸ鰄,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾆ���686,076 

土木費 ��ﾃcSBﾃ鉄R�8.0 倡9>�,ﾉ;刋�.(ｻH/��i�ﾘ+X+ﾘ.亜ﾉ|x+x.��ﾆ�ⅸ憖�ﾈ/�淙�8+x.佝���(i�8�8･�&險��ｸ嶌,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ-ﾈ+�,8*ﾘ.��ﾆ��:I78�8ﾏh��/��餔X+x.佝��9��1,736,559 

消防費 ��ﾃ��Bﾃ��r�8.8 傲�f飲�戊�8,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾆ�����f�dｩ�8ｼ��/�5H7ﾈ�ｸ6x+x.佝����8ﾈ､8垰&��ｸ/�,ﾒ�+h-�,h+X+ﾘﾝ�･��鞜H,�,h.�*ﾖ�8ﾆ��99��2,020,730 

教育費 ��ﾃSS"ﾃ鼎"�7.5 况9�x�2��ﾊ3��(hｧxﾕｨ,ﾈｬyyﾘ戊�9Nⅹ&��刺+(,g#ﾘﾚｩWH*(+ﾙ[h嶌ﾞ�,ﾉ]ｸﾎﾈ��ﾉN����&闔i[h嶌ﾔﾈ�ｨ/�(i�8,h+X+ﾙ[h嶌馼ｼh,ﾂ�､ｨﾜ9Nⅸ5�7ｸ�ｸ6(郢�ﾘ,ﾈｬyyﾙN��-�8b�7ﾈ�ｺH5ﾈ487x6(6x,ﾈｨ�:��99��1,704,503 

災害復旧費 �3�ﾃs���0.2 ��IYy9�/�,ﾘ+h-�,h+X+ﾙYy�X･�,�.h.����TUﾙJ�.$ﾄﾄｩ}�9�,儂ﾘ･�,ﾈ*�.僞��ｼhﾝ�･�B�-ﾈ+ﾚI;刋り憖�ﾈ*兩h.ｨ,H+X-ﾈ*H.h*B�,�7冦育ｹ�ﾘﾝ�･�,�,x,��陌�+x.佝���斡ｹlﾘ,�.h,�,DX-ﾈ��)�9uﾈ螽,Y,x��+R�-ﾈ+r��12,454 

公債費 �2ﾃ�3bﾃ3�B�15ー2 俑�-ﾈ,X妤8ｩ?ﾈ.ｨ+ﾘ�8ﾜ(,ﾈﾋ8ｾ���育�/��迚ZX,�,H*(-ﾈ+r�3,089,056 

予備費 鉄�ﾃ����0.2 冰ﾈ螽*�,h,�,H*(,�*(,�.�*�*�.ﾘ.x+�<ｲ�Jﾙ4�,磯i[�*亢�*ｸ+ﾘ�ｨﾘx,��陌�+x.�+ﾒ�-�,傀�OX+X,H*�*ﾘﾆ���0 

合計 �#�ﾃc��ﾃ����100.0 ��20,654,560 

※主な事業は､ P. 24 (平成2 1年度予算の主な事業(新城市総合計画施策体系別) )に掲載し

ています｡
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7.なぜ市債を借りるの?

学校や道路などの公共施設は､将来にわたって長期間使

われます｡そこで､現在の市民と溜采の市民か負担しあう

ために､市債を借りて､平等の負担となるようにし､他の

行政サ-ビスに影響か及ばないようr=していますo

しかし､市債は借入金ですから､将来の市民の負担が大

きくならないように､計画的に借入を行っています｡

8.市債のうちで国(地方交付税)が負担してくれる分はいくらあるの?

平成2 1年度の公債費のうち､地方交付税の算定で公債費分として措置される見込みの額は､

次のとありです｡

区分-_ ��ｹ'Xﾊ俛隗｢��x冷��

防災行政無線施設整備事業に係る元利償還金 ��ﾃ�CB�

道路など土木施設整備事業に係る元利償還金 塔2ﾃ田R�

下水道＼農業集落排水事業整備に係る元利償還金 ��#Bﾃ3�R�

病院事業､上水道.簡易水道事業整備に係る元利償還金 ��cbﾃC�B�

清掃事業整備に係る元利償還金 ��S�ﾃャ"�

農林業施設整備事業に係る元利償還金 免ﾂﾃ3#"�

児童福祉施設整備事業に係る元利償還金- 塔�b�

小学校施設整備事業に係う元利償還金 田�ﾃs3b�

中学校施設整備事業に係る元利償還金 �3�ﾃCC��

衰ちづくり事業lこ係る元利償還金 田づ����b�

公共災害復旧に係る元利償還金 ��津�Sr�

辺地対策事業lこ係る元利償還金 ����ﾃS�2�

過疎対策事業に係る元利償還金 �3s�ﾃイb�

合併特例億に係る元利償還金 �#3�ﾃs�B�

財源補てん債lこ係る元利償還金 咾c��ﾃ#���

合計 �"ﾃ��RﾃC���
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9.市債はどのくらい残っているの?
(単位:千円)

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永hﾋｸﾝﾘﾘ"�対象となる事業 

一般公共事業債 ��ﾃc#2ﾃ33r�国全体から見て必要とされる事業 

公営住宅建設事業債 �#��ﾃCSR�市が建設する公営住宅建設事業 

災害復旧事業債 涛rﾃSs"�災害にかかった施設を原形に復旧する事業 

教育.福祉施設等整備事業債 �2ﾃ3S�ﾂﾓンr�小.中学校施設＼市が行う-般廃棄物処理 施設＼社会福祉施設等の整備事業 

一般単独事業債 澱ﾃC途ﾃ�#��臨時的かつ多額の負担となる建設事業で＼ 緊急に整備を要するもの 

辺地対策事業債 田�Rﾃ3c"�辺地に係る公共的施設の総合整備のための 財政上の特別措置等に関する法律の総合整 備計画に基づいて実施する事業 

過疎対策事業債 �2ﾃc#rﾃ�cr�過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域自 立市町村計画に基づいて実施する事業 

公共用地先行取得等事業債 �#rﾃ�CB�事業の執行【こ先立って用地を取得する事業 

厚生福祉施設整備事業債 ��澱ﾃ�3��厚生文化.厚生福祉施設を整備する事業 

財源対策債 鉄�bﾃS�R�一定事業の起債の充当率を弓】き上げて財源 対策として許可されたもの 

臨時財政特例債 �#�ﾃ田R�国の補助金の減に伴うもの 

減税補てん債 ��ﾃ#唐ﾃSッ�平成11年度からの恒久的な減税と平成15 fF度からの先行減税に伴う減収補てん 

臨時税収補てん債 ��迭ﾃsSb�平成9年度の税の減収に対する補てん分 

臨時財政対策債 迭ﾃS#2ﾃs���平成13-15年度の一般財源不足に対する もの 

減収補てん債(平成14年度分) �3rﾃ�s��平成14年度の税の減収E=対する補てん分 

県貸付金 ��コﾃ#�"�愛知県からの貸付金 

その他 鼎S2ﾃccr�公営企業(水道､病院など)への出賀慣 

一般会計計 �#BﾃS#rﾃS�r� 

国民健康保険診療所特別会計 �3RﾃCCR� 

簡易水道事業特別会計 �2ﾃcィﾃ�sr� 

農業集落排水事業特別会計 涛crﾃイB� 

公共下水道事業特別会計 迭ﾃ3��ﾃsC�� 

宅地造成事業特別会計 �3#RﾃSCR� 

新城市民病院事業会計 鼎3#"ﾃS3r� 

水道事業会計 �"ﾃS��ﾃssb� 

合計 鼎�ﾃsSBﾃC�"� 

12



10.基金ってなに?どのくらいあるの?何に使うの?

基金は､市か持っている貯金のことです｡それぞれ使用日的が定められ積み立てられていますo

(単位:千円)

基金の名称 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永hﾋｸﾝﾘﾘ"�墨壷を利用する場合の目的 

財政調整基金 ��ﾃcS�ﾃ�3��一般会計に財源か不足した場合に備え＼ 積み立てていますo 

減債基金 �##"ﾃ#S��必要に応じて公債費の返済に充てますo 

庁舎等建設基金 �#�津��r�新庁含建設のために積み立てていますo 

園際交流基金 ��3rﾃ3澱�国際交流事業に充てます○ 

地域福祉基金 �#唐ﾃcsr�地域福祉に必要な経費に充てますo 

地域下水道事業基金 田���地域下水道(緑が丘)の維持管理費r= 充てますo 

一般廃棄物処理施設整備基金 ��津都r�クリ-ンセンタ-等の施設整備等r=充 てますo 

湯谷温泉の維持管理基金 ��ﾃ�澱�湯谷温泉の施設の維持＼泉源の確保(I 充てます○ 

ふるさと農村活性化対策基金 ���ﾃ����鳳来地区の土地区画整理の利活用に係 る集落共同活動を支援します○ 

ふるさと水と±保全基金 澱ﾃ���ﾒ�作手地区の土地区画整理の利活用に係 る集落共同活動を支援します○ 

つくで手作り村管理基金 免ﾂﾃSビ�つくで手作り村の管理費lこ充てますo 

長篠城比史跡保存館施設整備基金 �"ﾃ#Cb�長篠城址史跡保存館の施設整備に充て ます○ 

作手村医療学生等奨学基金 ���ﾃ����医療学生への奨学金の貸付に充てますo 

図書購入基金 �2ﾃ����市の国書購入事業に充てますo 

作手山村交流施設建設基金 ��3�ﾃ�3b�山村交流施設建設のために積み立てて いますo 

ふるさと創生基金 ��#�ﾃScb�地域振興事業に充てますo 

コルフ場開発地域振興基金 �#��ﾃ����作手地区ゴルフ場周辺の土地の保全及 びコミュニティ活動の推進等､地域の 発展のために充てますo 

鳳来ゆ～ゆ～ありいな維持管理基金 迭ﾃ�Sb�鳳来ゆ-ゆ-ありいなの維持管理のた めに充てますo 

新城市みんなのまちづくり基金 ��ﾃ��bﾃ#3B�めざせ明日のまちづ<リ事業に充てま す○ 

国民健康保険事業基金 鉄�"ﾃ鼎R�国民健康保険事業に充てます○ 

介護給付費準備基金 ��澱ﾃcコ�介護保険事業に当てますo 

介護従事者処遇改善臨時特例基金 �3�ﾃ�sb�介護従事者の処遇改善lこ充てます○ 

簡易水道事業基金 ��rﾃ#S��簡易水道事業に充てますo 

･土地開発基金 田��ﾃ����土地を一時的に購入するための定額運 用基金です○ 

用品調達基金 迭ﾃ�����角品を-時的E=購入するための定頴運 用墨壷ですo 

基金全体の残額　5 4億8, 9 8 3万5千円です｡ (平成2 0年度末現在)

※平成2 0年度分の積立と取崩を全て完了した時点の残額です｡
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ll.財政健全化法ってなに?

今までの自治体の財政再建の法制は普通会計のみが対象で､その赤字幅が標準財政規模の20

%を超えると財政再建団体へ転落し､それまでは健全回体とされ､特別会計に累積赤字があっ

ても､法的には問題とされていませんでした｡いわば､イエローカード段階がなく､一気にレ

ッドカードが出るような法制でした｡

財政健全化法は､イエローカードにあたる｢早期健全化段階｣を新設するとともに特別会計

や企業会計も併せた連結決算による｢連結実質赤字比率｣や将来の負担比率を示す｢将来負担

比率｣という新たな指標も設けています｡また､企業会計では､資金の不足具合を示す｢資金

不足比率｣を公表することか求められています｡

新城市の健全度はどうなの?

実質赤字比率､連結実質赤字比率､実質公債費比率､将来負担比率のうちのいずれかの指標

が政令で定める早期健全化基準を上回ると早期健全化団体となり､それより悪い財政再生基準

を超えると従来の赤字再生因体となります｡新城市の場合､どの指標も健全な範囲となってい

ます｡今後も早期健全化団体や財政再生団体とならないよう注視した財政運営に努めます｡

健全化判断比率等の対象について

実買赤字比率
連結実質赤字比率

実質公債費比率
将来負担比率
普　通　会　計

標準財政規模

14

普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

全会計を対象にした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率

普通会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

普通会計か将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
一般会計と特別会計のうち公営事業会計(上水道･下水道等の公営企業会計及び､国民健康保

険事業特別会計等)以外の会計(地域下水道事業特別会計)を統合して一つの会計としてまと

6t)たものです｡

その地方公共団体の標準的な状態で通常収入か見込まれる一般財源の規模を示す指標.

地方公共団体か通常水準の行政サ-ビスを提供する上で必要な一般財源のEj安となる数値o

各比率を算出する際に用いる分母となる数値｡



平成2 0年度の健全化判断比率と資金不足比率

平成2 0年度健全化判断比率

実質赤字 刋�ﾈｸ����実質公債費 ��9x厩�%2�
比_率 ��H鬩NIzb�比率 儂Izb�

平成20年度 辻�- ��"���102.1 

平成19年度 辻�- ��2���116.3 

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字となっていないため｢-｣の記号で表示しています｡

参考

~区分 剋ﾀ質-赤字 刋�xﾘ����実質公債費 傅ｹx厩�%2�

比率 ��H鬩NIzb�比-一撃- 儂Izbﾕ��

早期健全化 基準 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��12ー86 ��r繝b�25.0 �3S����

平成19年二度 ��"繝��17.89 �#R��ﾒ�350.0 

財政再生 基準 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��20.00 鼎�����35.00 梯�

平成19年度 �#�����40.00 �3R����// 

平成2 0年度資金不足比率

会計名 豫�Y�Y;��農業集落排水 佰hｺH岔�Y;��宅地造成事業 
事業特別会計 倬hｼi<�¥ｨ檍ﾇb�事業特別会計 �<�¥ｨ檍ﾇb�

平成20年度 辻�- 辻�- 

平成19年度 辻�- 辻�- 

会計名 ��h�倡9j�����水道 儘鮎iw��Y;��農業'共_演 
事業令計 倬hｼh檍ﾇb�事業会計 倬hｼh檍ﾇb�

平成20年度 辻�- 辻� 

平成19年度 辻�- 辻�- 

※各会計とも宴会不足となっていないため｢-｣の記号で表示しています

標準財政規模 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��14,008,961千円 
平成19年度 ��2ﾃcs2ﾃ3的�x冷�
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12.平成19年度の財政状況を示す指標ってどんなものがあるの?

財政力指数[0.64]

[ 20/48 ]類イ以団体内順位

全国市町村平均　0.55

愛知県市町村平埼1.08

財政構造の弾力性

16

財政力指数は､地方公共団体の財政基盤の強弱を示

す指数で､標準的な行政活動に必要な財源をどれくら

い自力で調達できるかを表してあり､普通交付税の算

定基礎となる基準財政収入額を基準財政需要額で除し

て得た数値の3ケfF平均値をいいます｡

分析結果への対応 

合併により＼財政基盤の強化が図られ､前年度比 

0.04上昇したか､類似団体平均を下回っている○市税 

収納率の向上を図るとともIこ＼新城南部地区への企業 

誘致を推進するなど＼自主財源の確保と雇用概会の拡 

大に努める○ 

経常収支比率[91.7%]

[ 22/48 ]類似団体内川頁位

全国市町村平均　92.0

愛知県市町村平均84.9

経常収支比率とra:､税などの一般財源を､人件費や

扶助費､公債費など経常的に支出する経費にどれくら

い充当しているかをあることで､財政の弾力性を判断

します｡この比率か高くなる程､公共施設の整備など

建設事業の経費lこ充当する財源の余裕が少なくなりま

す｡

都市にあってほ70-80%E=あるのか望ましく､ 80

%を超えると財政構造の∃学力性が失われつつあるとい

われています｡平成20年度の決算統計で､普通会計

へ-スで90.8%となっていますo

分析結果への対応 

公債費の増加により､前年度比0.2ポイント上昇したo 

地方交付税の減収r芋伴う経常-般財源の減少と退職者 

不補充などによる人件費の抑制や公営企業の使用料等 

の適正化に努め＼経常経費の節減を図る○ 



将来負担の健全度

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

人口ー人当たり地方債現在高[482,560円]

[ 29/48 ]類イ以団体内順位

全国市町村平均　446,922

愛相原市町村平19 404,836

公債費負担の健全度

0.0

50

1 0.0

15.0

200

250

300

施設の建設事業等に充てるため市か年度を越えて元

利を償還する借入金(借金)の平成19年度末の総額を

人口ー人当たりで求めた憩です｡

分析結果への対応 

消防防災センタ-の建設や防災行政無線整備等大型 

の建設事業の実施に伴い､前年度に比べ20,278円増 

額となったo今後も＼保育園及び小中学校の耐震化な 

ど施設整備に必要な地方債の発行が見込まれることか 

ら＼事業の計画について､常に必要性.規模等を見直 

し＼:将来負担の抑制に努めるo 

実質公債費比率[13.0%]

[ 13/48 ]類似団体内順位

全国市町村平19　72,3

愛知県市町村平均　9.3

平成18年4月に地方債制度か｢許可制度｣から｢協

議制度｣に移行したことlこ伴い導入された財政指標で､

公債費による財政負担の程度を示すものです｡従来の

｢起債制限比率｣ lこ反映されていなかった公営企業(特

別会計を含aj)の公債費への一般会計繰出金､ P F l

130　　　や一部事務組合の公債費への負担金､債務負担行為に

基づく支出のうち公債費r=準ずるもの等の公債費類似

経費を算入した3力年平均の値となります｡本市は､

平成20fF度の決算統計(18 ･ 19 ･ 20年度の平均)で

は､ 12.1%となりました｡

18%以上の団体---弓lき続き地方債の発行に園の

許可か必要

25%以上の回体･･･--一般事業等の起債が制限

分析結果への対応 

昨年度lこ弓Iき続き類似団体平均を下回ることとなつ 

たか､今後とも地方債の発行を抑えるとともに＼使用 

料の見直しによる財源確保等公営企業の経営の健全化 

lこ努めるo 
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定員管理の適正度

000

500

1000

1500

20.00

25_00

人口千人当たりの職員数[12.72人]

人口千人に占める職員の人数です｡

分析結果への対応 

小中学校26校＼保育所20園､虫力椎園2園など､広 

大な面責貢の中に施設が点在するとともr=＼1両2町1 

村の広域消防を担っていることから､類イ以団体平均を 

大きく上回っているo集中改革プランに基づき､適正 

な定員管理に一層努めるo 

[ 43/48 ]類似団体内順位

全国市町村平埼　7.82

愛知県市町村平‡9 7.37

人件費･物件費等の適正度

50,000

1 00,000

1 50,000

200,000

250,000

300,000

(円)

[ 39/48 ]類t以団体内順位

全匡7市町村平均　776,898

愛矢口票市町村平均1 13,743

※人件費､物件費及び維持補修費の合計である｡
ただし､人件費には事業費支弁人件肇を含み､
退職金は含まない｡

18

人口1人当たり人件費･物件費等決算韻
[1 49,408円]

^件費とは､給与など現金支給されるもの以外の費

用も含aj人事関連費用総額で､直接支払われる給与以

外に､共済組合の掛金等も含まれます｡

物件費とra:､旅費､消耗品費や委託料など､他の性

質に属さない消費的な経費ですo

この二つの経費の人口ー人当たりの決算額を比較し

ています｡

分析結果への対応 

前年度に比べ7,668円減少したか､小中学校や保育 

所を始め＼各種施設の維持管理.運営経費及び^件費 

が要因となり＼類似団体平均を大きく上回っているo 

広域消防業務を受託していることからも＼類イ以団体と 

の比較では高い水準となるものの＼集中改革プランに 

基づきこれらの経費をさらなる抑制に努める○ 



給与水準の適正度(国との比較)

850

900

950

1 00.0

1050

[ 5/48 ]類1以団体内順位

全国市平19　97,0

全国馴三円り穿93.2

ラスパイレス指数[92.3]

地方公務員の給与頴を､同等の職種､経歴E=相当す

る国家公務員の給与額を100として比較した場合に算

出されるものです｡

分析結果への対応 
･類似団体平均を下回っているが＼弓ほ続き適正化に 

努めるo 

新城市の状況(平成1 9年度)

人口　　　　5 1,728人(H20.3.31現在)

面積　　　　499.00km2

歳入総領　　23, 1 36,937千円

歳出総額　　22, 1 72,292千円

実質収支　　　900,834千円

市町村財政比較分析表
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FTT詞.T･..;､ t域,rJH"]｣.'.7.･.

平成2 1年度の主なしごと

本年度に行う事業の具体的な内容を知っていただくため､ 『主なしごと』を作成しました｡

内容は､まちづくりの基本である『第1次新城而総合計画(山の湊経営戦略プラン) 』の実現

に向けた基本戦略･経営ビジョンにより分類し､予算がどのような事業にどれだけ使われてい

るのかを説明しています｡

市の/Tl-ムぺ-I)ヘアクtZスしていただくか､財坪課､ふるさと情報館(図書館) ､鳳来総

合支所及び作手総合支所に印刷したものが置いてありますので是非ご覧下さい｡

【/Tl-ムページ】

○市の/Tl-ムぺ-I)　｢市政｣ - ｢市の主なしごと｣

○/T-ムぺ一=)アドL/ス　http://www.C托Y,shmshFrOJg.｣p/lndex.cfm/7,0, 1 7 1 ,html

【印刷したもの】

○財政課(市民体育舘　2階)

○ふるさと情報詑(図書館)

○鳳来総合支所(地域振興課)

○作手総合支所(地域振興課)

○掲載事業数　　　　2 2 8事業(うち再掲載事業数　3 1事業)

(分類)

･市民自治社会創造　　　　　　　　　1 2事業

･自立創造　　　　　　　　　　　　　　89事業( 3事業)

･安全･安心のくらし創造　　　　　　70事業( 2事業)

･環境首都創造

･財政ビジョン

･行政改革ビジョン

･人材育成ビジョン

･情寵ビジョン

･その他

18事業( 6事業)

1事業

5事業( 2事業)

7事業( 4事業)

5事業( 4事業)

21事業(10事業)
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平成2 1年度一般会計予算の主な歳入

歳入の区分_ 仞�ｧ｢�主な~歳入内~容 

1市税 途ﾃ#S�ﾃ����市民税2,990,266 

個人2,631,504 

法人358,762 

固定資産税3,628,617 

固定裟産税3,603,663 

国有資産等所在市町村交付金24,954 
軽自動車税111,869 

市たばこ税240,858 

都市吉十画税255,006 

2地方譲与税 �3S�ﾃ����地方揮発油譲与税53,000 

自動車重量譲与税265,000 

地方道路譲与税32.000 

3利子割交付金 �3�ﾃ���� 

4配当割交付金 ��Rﾃ���� 

5株式等譲渡所得割交付金 迭ﾃ���� 

6地方消費税交付金 鼎sbﾃ���� 

7コルフ場利用税交付金 ����ﾃ���� 

8自動車取得税交付金 �#c�ﾃ����自動車取得税交付金260,001 

自動車取得税交付金260,000 

旧法による自動垂取孝等税交付金1 

9地方特例交付金 都2ﾃ����地方特例交付金55,000 

特別交付金18.000 

10地方交付税 釘ﾃs������� 

11交通安全対策特別交付金 �������� 

12分担金及び負担金 鉄��ﾃ3#"�分担金-3,212 

負担金508,110 

広域消防事務費負担金.280,319 
保育所保護者負担金221,890 

13使用料及び手数料 �3釘ﾃs���使用料265,969 

市営住宅使用料81,929 
皇力椎園使用料23,388 

湯谷温泉源使用料19,900 
訪問看護介護保険収入19,800 

道路等占用料16,998 

休日診療所診療報酬l6,320 
過疎バス使用料9,836 

夜間診療所診療報酬9.060 
保育所使用料6,220 
手数料128,821 

汲取手数料33,720 
可燃性一般廃菓物処理手数料28,637 
浄化槽汚泥処理手数料22,680 
戸舞手数料12,220 

家畜等診療手数料6,045 
住民基本台帳手数料-5,146 

14国庫支出金 涛�R繝cR�国庫負担金567,505 

障害福祉サービス推進事業費負担金166,089 
生活保護費負担金156,390 

小学校修了前特例給付負担金81,450 
児童手当負担金80.180 

児童扶養手当給付費負担金39,458 
公共土木施設災害復旧事業費負担金14,000 
特別障害者手当等給付費負担金12,841 
国民健康保険基盤安定等負担金7,000 
国庫補助金300,447 

道整備交付金222,000 
公立学校施設整備薫交付金3l,314 
地域生活支援事業等補助金l8,408 
循環型社会形成推進交付金16,978 
国庫委託金47,913 

素読院議員総選挙執行委託金32,135 
国民fE金事務委託金11,Ol9 

外国人登録事務両町村委託金3,111 



｢　..　　.A.

平成2 1年度一般会計予算の主な歳入

歳入の区分 囘ﾈﾜyI"� 

15県支出金 ��ﾃ#cRﾃ��B�県負担釜346,018 

Eg民健康保険基盤安定等負担金92,546 

障害福祉サービス推進事業責負担孟83,044 
小学校修了前特例給付負担金81,450 
後期高齢者医療保険墨盤安定等負担金67,118 
iaLJ童手当負担金16,660 

県補助金689.830 

小規模林道事業補助金120,800 

経営構造対策事業補助金80,325 
道路整備事業費補助金62,600 

障害者医療費補助釜48,244 

後期高齢者福祉医寮費給付葉補助金43,523 
LU間地営農等振興事業補助金41,240 

子ども医療葉柄Bb蓋38,846 

森林整備地域活動支援事業交付金27,750 
河川改良事業費補助董25,000 
中山間地域等直接支払交付豊24,975 
緊急雇用創出事業基金事業費補月力金13,425 
合併処理浄化槽設置費補助金11,646 
L31るさと林道整備事業補助金11,400 

母子家庭等医療費補助金11,115 
山村振興営農環境整備事業補助蓋10,850 
市町村振興事業費補助金10,323 
妊婦健康診査補助金9,283 
地域生活支援事業等補助金9,204 
消防施設整備費補助金9,175 
過疎バス路線維持費補助金7,704 
精神障害者医療葉補Bi)釜7,155 

県委託金111,504 

県民税徴収取扱責委託金93,257 
2010年世界農林業tzンサユ調査委託金5,290 

東海自然歩道管理委託金3,122 
豊かな生命の森整備事業2,900 

経済t=ンサス墨碇調査事務委託董_2,400 
県交付金117,752 

市町村合併特例交付金107,500 

電源立地地域対策交付金9,000 

16財産リ文人 鉄"ﾃ涛b�財産運用収入43,464 

財産責付収入l5,876 

利子及び配当金27,588 

各種墨金利子27,349 

株式配当金238 

財産売払収入9,532 

不動産売払収入7,531 
土地.立木売払代金7.531 

17寄附金 ��ﾃ��2�寄附豊1,013 

民生費寄附金1,002 

18繰入金 鉄�rﾃ�sR�基金繰入金513,120 

財政調整基金繰入金470,000 
l3､るさと創生基金繰入金30,787 

みんなのまちづくり基金繰入金6,000 

地域福祉基金繰入金2,089 
国際交流茎豊繰入金1,570 

減債基金繰入金1,457 

湯谷温泉維持管理基金繰入金1,207 
他会計繰入豊3,955 

財産区特別会計繰入金3,955 

19繰越金 �#��ﾃ����前年度繰越金200,000 

20諸収入 ��ﾃ�C"ﾃS3B�延滞金4,120 

市税延滞金4,120 

市預金利子739 
而預金利子739 

貸付豊元利収入444,565 

商工業振興資金融業制度預託蓋回収金209.000 
短期特別小口宴会預託釜回収金70,000 
東海労働金庫預託金回収金65,000 
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平成2 1年度一般会計予算の主な歳入

歳入の区分 仞�ｧ｢�~主~琴~歳入内容 

勤労者住宅蛋金融蛋制度預託金回収豊30,000 
商工組合中央金庫預託金回収金30,000 
起業者支援資金預託釜回収金30,000 

木材産業関係特別融資預託豊国月文金10,000 

奨学金返還金565 

雑入693,110 

公共補償金112,100 

老人/Trム保護措置費106,705 

設楽ダム移転住宅地開発助成金50,000 

高速道路通過市町村助成金45,635 

ケーブルテL/ビ施設貸付料40,032 

水源林保全流域協働事業助成董32,462 
公共補償金32,179 

県市町村振興協会墨壷交付金24,l25 

消防団員退職敵償釜収入22,263 

水源林対策事業助成金21,978 

水源地域対策基金助成金20,800 

適所介護(デイサービス)事業介護報酬収入20,412 

公共交通連携計画市営バス運行委託金13,301 

資源物等売却収入11,754 

児童クラブ保護者負担金10,000 

新城総合サ-ピコtZツタ-精算金等収入10,000 

市町村振興協会新宝くじ交付金9,574 
老人jTi-ム入所者及び扶養義務者負担蓋9,451 

保育所職員給食薫9,292 

第2次救急医療病院群輪番制病院運営費町村分担墓7,525 
生命保険等団体事務取扱手数料7,001 

新城市文化事業入場料収入6,175 

北設広域事務絶合廃菓物処理費6,000 
引込線施設工事負担金5,313 

ケーブルテL/ピ施設保険量5.040 

自治統合セン9-コミュニティ助成釜5,000 

21市債 �"紊�づ3���民生債309,100 

長篠保育園改築事業240,500 

鳳来保育歯耐震補強事業67,400 

社会福祉施設整備事業借換債1,200 
衛生億15,000 

ライフライン機能強化等出資事業15,000 

農林債99】300 

小規模林道事業66,000 

ふるさと林道緊急整備事業23,800 

自然災害防止事業9,500 

i*15308.700 
道整備交付金事業200,300 

公営住宅建設事業借換債51,600 

臨時地方道整備事業45,000 

道路新設改良事業10,000 

都市計画街路事業借換債1,800 

消防債630,300 

防災行政無線設備整備事業500,700 
-消防防災摘設.設備整備事業l23,200 

全国瞬時警報:Jステム整備事業6,400 

教育債165,900 

責務教育施設整備事業借換債142,300 

作手中学校校舎耐震補強事業23,600 
災害復旧債9,000 

公共土木施設災害復旧事業7,000 

農林施設災害復旧事業.2,000 

臨時財政対策債871,000 

地方交付税代引別寺財政対策償871,000 

計 �#�緜��ﾃ���� 
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喜謂謂男娼題濁嶺夢

平成2 1年度予算の主な事業

(新城而総合計画施策体系別)

④　絵合計画A判定(優先事業)

㊨　新規事業

受)マニフェスト対応事業

㊨一継続事業

1市民自治社会創造
1-1市民と行政が協働する｢山の湊｣を創る
1 ll -1市民参加や協働かしやすい環境か整っている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

協働で拓く新しい自治･

自治基本条例研究事業

絵含計画推進事業①

広報広聴活動事業

市政番組編成事業

地域審議会運営事業

自治基本条例研究

地域内分権調査推進事業

市民討議会開催事業

広報紙｢【まのか｣の発行

自主放送番組の制作･放送

豊橋ケーブルネットワーク(秩)出資金

地域審議会の運営

1-1-2　広域連携･交流が進んでいる

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

企画調整事業①

広域行政事業

企画振興事業

広域行政事業

112　市民が主役の｢山の藻｣を創る

1 -2-1市民が主体的に地域の課題を解決しようとしている
-事業名 �<Xｧ｢�主な事業内容 

地域活性化推進事業(丑J 市民活動サボ-ト事業 ��s"ﾃ3���ピ2�地域振興事業 

山間地活性化.定住促進プログラム調査研究委託 

地域集会施設整備費補助金28,500 

自治総合セッターコミュニティ助成釜5,ロoo 

作手高原花火大会助成金500 
めざせ明EjのまちつくLJ事業禰Bh金6,000 

_集落行政費等交付金3,585 

市民活動サポートセンターの運営 

【再掲】行政区対策事業 

【再掲】地域内分権調査推進事業 

1 -212　市民同士の交流や融和が進んでいる

事業名 仞�ｧ｢�主な事業内容 

地域活性化推進事業(塾 �2ﾃ����地域振興事業 双し3900 

地域間交流事業 ��ﾃ�途�つくで^Thリ補助金 地域間交流推進事業1,197 

蒲郡市.大府市.東浦町.武豊町との交流 

地域間交流施設の維持管理 

【再掲】新城ラリ-支援事業 

【再掲】ツール.ド.新城支援事業 

【再掲】新城マラソン大会開催事業 

1 -2-3　男女共同参画の意識か浸透している

事　　業　　名

24

主　な　事　業　内　容

男女共同参画施策推進事業 男女共同参画社会の実現に向けた啓発

1 -2-4　国際化への対応が進んでいる

事業名 仞�<r�主な事業内容 

国際交流事業 澱ﾃ�C"�国際交流事業1,560 

国際交流協会事業補助金1,400 

フレンドシップ継承事業3,510 

フL/ンドIJツプ継承補助金2,900 

【再掲】中学生海外派遣事業 



2　自立創造

2-1地域の魅力を発信する｢山の湊｣を創る
2-1-1市内に多くの人か訪れている

事　　業　　名

④　㊨

②

主　な　事　業　内　容

観光宣伝事業

市観光協会援助事業

観光一般事務経費

湯谷温泉源管理事業
D O S地域再生事業

自然公園等管理事業

観光施設等管理事業

しんしろEE)旬まつり開催事業

観光のまうづくり事業

観光マップ作成等
市観光協会補助金

観光基本計画策定

湯谷温泉源等施設管理

新城ラリー支援事業
ツール･ド･新城支援事業

天竜奥三河国定公園等管理事業

桜淵公園等管理事業
三河高原等管理事業

東海自然歩道管理事業

湯召=地区自然公園管理事業

鳳来等地区自然公園管理事業

鳳来ゆ-ゆ-ありいなの施設管理運営業務

2-1 12　光フアイ/Yネットフ-クを活用した情報の受発信が盛んである

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

庁内L AN管理事業

議会記緑広報事業

電子情報提供事業

地域情報化推進事業

情報系ネットワーク運用等経費
議会中継放送事業

所信表明.予算大綱説明･一般質問を放送
/Tt-ムページ制作･管理

地域情報通信基盤管理事業

2-2　活気や賑わいを生み出す｢山の湊｣を創る
2-2-1森林か適正に管理され､林業が営まれている

_-事業名 仞�ｧ｢�主な事業内容 

水源林対策事業 鼎"ﾃC�R�･水源林対蒜事業補助金24,113 全汰 

森林整備地域活動支援事業 �3rﾃ����水源林保〟.し域協働事業補助金18,302 計画的.一体的な森林施業の支援 

木トピア開催事業 �3C��木卜ピア開催経費 

森林稔合産業の創出事業 ��Rﾃイ��森林塞源調査.研究事業149 

｢市民参加の森つくり｣推進事業1,521 

市有林管理事業 �2ﾃ�3r�人材育成事業14,178 市有林管理事業3,137 
森林整備事業 迭ﾃCsr�森づくり事業2,577 

森づくり基本計画策定 

県産材活用施設普及啓発事業 �"ﾈ8ﾖ��豊かな生命の森整備事業2,900 
森林の現地確認や享業界の調整､事業地園面作成 
三河材の普及.啓発 

ふるさと林道事業 �3づ����改良事業7,000 

舟蕃山線 ヨ± 

小規模林道事業 市単独林道事業 ��ッﾃ����2ﾃc3��舗衣事業31,000 舟蕃山線与良木田峰線 開設事業67,800 善夫愛郷線上平井線 

改良事業57,000 

松峯線他7路線 

舗装事業44,100 

柿平緑地3路線 

危険地対策事業18,000 

雁贋線 

市単独林道事業 

雁峰線他4路線 

212-2　地産地消や消費者交流など､生命をつな<魅力ある農業が営まれている

事業名 仞�ｧ｢�主な事業内容 

食育推進事業 農業委員会運営事業 田c"�ﾆﾂﾃ�3��食育普及活動事業 新城市会育推進計画の醤及 

農業委員会運営経費 
農業経営基盤強化措置事業 ��途�国有農地の委託管理 

新規就農者支援事業 都C��新規就農者.農業後継者の育成確保 
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農業近代化資金利子補給事業

農業経営基盤強化宴会利子補給事業

中山間地域農業振興事業
水田農業構造改革対策推進事業

鳥獣害対宗事業

新城設楽地域担い手育成畿合支援

協議会助成事業

農地･水･環境保全向上対策事業

農林業公社助成事業

農業共済Bi]成事業

乳用牛･肉用牛生産者援助事業

家畜喜多療事業

農業振興対策事業

農業振興施設管理事業①

436

i.740

33,95 1

6,996

8,454

106

215

13,113

2.loo

1,000

9,028

121,776

@　@

㊨

@　@

@
④毎)

㊨

山村振興営農環境整備事業

市単独土地改良事業

県営農地環境整備事業

ほ壕整備事業

豊川用水改修事業

連の駅整備事業

3年間の利子補給

認定を受けた農業者に対する2 5年間の利子補給

平坦地との格差是正

米の生産調整補且白

有害,%労対策事業

｢地域担い手合成紙合支援協議会｣による担い手
への経営改善･能力向上支援活動等の実施

営農活動支援事業

営農活動支援負担金

事務費等補助
東三河農業共済事業補助

優良乱用･肉用牛導入援助　40,000×25頭

家畜診療所運営経費･家畜診療委託纏莞
山間地営農等振興事業

乗用型摘採機導入事業補助金

水EB用農業機械導入事業補助豊

繁殖･健康管理シュテム導入事業補助金
経営構造対策事業

施設薗芸施設導入事業補助金

学童農園LiJびこの丘哲理運営事業

山吉EjトL/-二ングセンター管理運営事業

三河三石管理運営事業

つくで手作り村管理運営事業

環境改善tzツタ-管理事業

かんがい排水事業

用排水路改良･揚水機改修工事
緊急改修事業

原材料章等

作手下山地区県営農地環境整備事業補助金

県営累急農地防災事業負担金

県営ほ場整備事業負担金

団体営ほ場整備事業負担全

市土地改良区補助金

県営かんかい排水事業負担豊

豊川用水施設緊急改築事業負担金

豊川総合用水事業負担金

三河三石道の駅整備

41,245

1 9,490

6,750

15,000

80,53 1

80,325

30,647

915

397

7,626

1.558

2-2-3　まちの販わいと働く場か確保されている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

商工業等活性化対策事業

勤労者融資対策事業

雇用対策事業

企業立地推進事業

企業用地等開発推進事業

新城市企業立地奨励事案

商工業者融資対策事業

経営改善普及事業

商工会補助豊

商業･商店街等活性化支援事業
商業･画古街活性化事業補助金

東海労働基層預託事業

勤労者への住宅･生活輩金融肇

勤労者住宅資金融寅預託事業

勤労者への住宅輩金融輩

新規雇用創出事業
企業説明会の開催

企業誘致活動経費

インター周辺への企業誘致等の検討･調整

立地企業への奨励金交付

商工業振興資金預託事業

小規模事業者買気対策事業

商=組合中央壷屋預託事業

起業者支援資金預託事業

【再掲】中心市街地活性化対策推進事業

2-3　人が集い暮らす｢LLJの漠｣を創る

2-3-1快適に移動できる交通体系か整備されている

事業名 仞�8Xｮﾂ�主な事業内容 

バユ運行事業 ���津3���Sバス運行事業93,575 

地域公共交通活性化支援事業25.815 

第二東名関連墓地移転事業 �3"ﾃ�s��地域公共交通活性化再生総合事業補Bi]金 青海墓地移転事業 



②

㊦

㊨

@@

㊥

@　@

@

②

高規格道路建設促進事業

道路維持事業

道整備交付金事業

道路新設改良事業

道路舗装事業

道路側溝改良事業

交通安全施設整備事業

公共補償事業

国道151号バイパス開通

式典開催事業

新東名･三遠南信自動車道建設促進事業

新東名関連対策事業

三河･棄美濃地域間高規格幹線道路建設促進事業

道路･側溝修繕工事

市道稲木線

道路改良工事､用地購入費､補償費

市道広野薬師前線

道路改良工事､補償費

市道八束稔県社線

道路改良工事､補償費

市道上平井線

橋梁改築工事

市道日代古戸線

舗装新設工事

而道南原流出=J線

道路改良工事､補償薫

市道大害緑

道琵邑改良工事

新城インター関連道路整備事業
用地購入費､道路改良負担金

市道須長線

調査測量及び設計委託､用地購入費

市単独事業

栗谷下線他2路線

市単独事業

防護柵など市道の交通安全施設設置

国県道関連

新東名関連
都市計画道路豊川新城線･国道151号バイパス

開通式典経費

2-3-2　快適に暮らせるまち(=なっている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

中心市街地活性化対策事業

都市計画基礎調査事業

準都市計画区域設定事業

景観まちづくり推進事業

水を汚さない･ム夕にしない事業①

河川改修事業任)

震後対策事業

木造個人住宅耐震診断事業

市営住宅管理事業

【簡易水道事業特別会計】
一般管理責

施設管理費

拡張整備事業費

【農業集落排水事業特別会計】

中心市街地活性化対策推進事業

主要都市施書生･道路整備:状況等調査

長篠地区にあける準都市計画区域の指定業務

景観を活かしたまちづくりの調査研究

合併処理浄化槽書受置推進事業

合併処理浄化槽設置費補助金

普通河川幽玄川

住宅地建設に関わる河川改修
大地震発生後の危険度判定等

無料耐震診断と改修費補助

市営住宅管理事業

特定公共賃貸住宅管理事業

若者定住促進住宅管理事業

水道事業統合化推進事業

菅路台帳作成業務

簡易水道碁会積立事業

大野簡易水道事業特別会計廃止に伴う剰余金の穣立

鳳来簡易水道施設管理事業

作手簡易水道施設管理事業

作手簡易水道統合事業

機械･電気書受備更新工事等

中央簡易水道統合事業

東本浄水場改修=事等

北部簡易水道統合事業

変更認可業務

農業集落排水維持管理事業

農業集落排水建設事業

南部地区農業集落排水事業

巴地区農業集落排水事業

巴地区農村紀合整備事業

62,405

6 2,340

1 00,000

1 6,563

707

96

22,418

68,883

1 16,985

37,037

318,753

336,872

16,905

69,793

182,791

131,313

1 0,758

40,720

27



【公共下水道事業特別会計】

【地域下水道事業特別会計】

【宅地造成事業特別会計】

【水道事業会計】

配水設備拡張責

配水設備改良費

第6期拡張事業

公共下水道管理事業

菅渠等の維持管理.使用料徴収等

豊川流域下水道維持管理費負担金

管葉等整備事業

汚水管渠布設工事･公共汚水桝設置等委託
量川流域下水道建設事業

豊川流域下水道事業建設費負担金

地域下水道の維持管理

長者平団地3 2区画の売り出し

配水管布設=事

配水管布設菅工事等

川Ejj受水揚改修=享等

98,889

79,47 1

243,873

32,154

214　地域の文化と人を育む｢山の湊｣を創る
2-4-1歴史文化財が継承･活用されている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

文化財保護事業

作手村議編さん事業
設楽原歴史資料館管理事業

設楽原歴史資料館運営事業

長篠城址史跡保存館管理事業

長篠城比史跡保存館調査研究事業

長篠城祉史跡保存整備事業

鳳来寺山自然科学博物館管理事業

鳳来寺山自然科学博物館運営事業

作手歴史民俗肇料館管理事業

文化財指定地等環境整備

伝統芸能保存継承事業委託

文化財保存事業補助

無形民俗文化財保存伝承補助

作手村誌本文編の発行

施設管理費

歴史室料の展示､特別展開催

施設管理肇'歴史講座開催

試掘調査､試掘報告書作成

施設管理費

特別展･自然講座･野外学習会の開催
施設管理費

【再掲】新城市文化事業

214-2　子どもが健やかに育っている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

国際交流事業

学校図書整備事業

研究研修事業

私立高等学校等授業料補助事業

小学校管理事業

通学薫擾Bb事業

情報教育推進事業

中学校管理事業

通学費援助事業
情報教育推進事業

校舎耐震補強事業

1,619

212,085

1 6,986

25,565

1 15,967

1 8,070

23,121

106,731

副読本清人事業

学校指導事業

教科書等購入事業

英喜吾講師派遣事業

教科書採択研究会事業

児童生徒野外学習推進事業

学校生活適応指導教室推進事業

｢新城ハ-トプルスタッフ｣活用事業

学校教育研究委嘱事業
へき地教育振興事業

学事関係事業

いじめ対策事業

生徒指導推進協力員活用調査研究事業

中学生海外派遣事業

章章国への生徒派遣

語学教壱事業

韓EE)中学生交流事業

学校図書購入事業

｢新城の三宝｣教材発掘･校内現職教育研修委託

学校が元気r=なる活動推進事業委託

現職教育事業委託

複式教育研究委員会委託
小学校英語活動研究委員会委託

授業料補助E=よる保護者負担の軽減と私学振興

小学校20校の管理経費

小学生対象

小学校教育用コンピューターリース

中学校6校の管理経費

八名中学校特別教室改造実施設計委託

中学生対象
中学校教育用コンピュータ-リ-ス

作手中学校校舎耐震補強事業



@@@

@

@

@
@
@

体育施設整備事業

幼稚園管理事業

すくすく広場開設事業
社会教育事業①

社会教育施設管理事業①

八名中学校屋内運動場改築事業

幼稚薗2園の管理纏章

票寛子ふれあい遊び､絵本読み聞かせ

成人式開催

新城看年の家管理事業

作手毒年の家管理事業

【再掲】食害普及活動事業

2-4-3　いつでも学べる場か用意され､文化･スポーツ活動が盛んrこ行われている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

地域文化広場管理事業

新城市文化事業

市民文化講座開設事業

文化団体支援事業

市民スポーツ振興事業

スJli-ツ塵体支援事業

体育施設管理事業

社会教育事業②

生涯学習事業

園書館(ふるさと情報館)事業
鳳来寺山歴史文化考証館管理事業

社会教育施設管理事業②

4,911

9,663

7,803

1,137

21,410

地域文化広場の管理費

文化事業の開催

文化講演会の開催

文化協会への支援

全国大会等出場者激励事業

新城マラソン大会開催事業

市民ウオークラリー支援事業
ユポ-ツ振興プラン藁定事業_

而体育協会､ス/li-JJ少年団への補助

鬼久保ふれあい広場管理事業

市民体育館管理事業

武道場管理事業

青海緑地公覇管理事業

ふれあいパークほう5い管理事業

桜淵いこいの広場管理事業

竹ノ輪グラウンド管理事業

夜間照明施設管理事業

学校体育施設管理事業

市民いこいのプール管理事業
その他体育施設管理経費

社会教育活動支援事業

各種社会教育活動団体補助

家庭教育推進事業
土匿親子ふれあい教室(料理･ =作教室等)開催

生涯学習推進事業

生涯学習市民大学開催

生涯学習支援事業

生涯学習活動費補助

園喜成管理運営

施設管理経費

西部公民館管理運営事業

鳳来開発センター管理事業
作手開発センター管理事業
鳳来中央集会所管理運営事業

玖老勢コミュニティプラザ管理運営事業

海老構造改善セッター管理運営事業

3　安全･安心の<らし創造
3-1健康に暮らせる｢山の漠｣を創る
3-1-1地域の医療体制か整っている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

救急医霧対策事業

へき地医療支援事業

休日診療所運営委某
夜間診療所運営事業

訪問看護事業

【国民健康保険診療所特別会計】

【新城市民病院会計】

在宅当番医制運営事業

在宅当番医制維持･確保

第1次救急医療対策事業

第1次救急医療体制維持･確保
第2次救急医療対策事業

第2次救急医療体制維持･確保
時間外診療及び在宅医療充実･強化

休Ej診厚所管理･運営

夜間診療所管理･運営
訪問看護コテー=Jヨン管理･運営

作手診療所運営

医業費

建設改良費

医療吾岩槻更新

29
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3-1 -2　みんなが健康づくりに努めている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

予防接種事業

保健事業

保健対策推進事業

保健センター管理事業

体育指導事業

生涯スポーツ振興事業

市町村対抗駅伝大会参加経費

【国民健康保険事業特別会計】

72

17.072

3.161

1.321

710

4.592.700

各種予防接種の実施

健康手帳交付事業

健康教育事業

生活習慣病予防教室等の開催

健康相談事案

健康診査事業

かん･メタポリツワ等各種検診

機能訓練事業

標養老E=身近な場所での訓練実施

訪問指導事業

保健事業関係会議事業

新城･鳳来･作手保健センタ-管理
体育指導員の各種研修会への参加

少年ユポ-ツ活動育成事業

各種スポーツ教室開催
市町村対抗駅伝大会参加糸軍費

保険給付費
療養詰責

高額療養費

出産育児一時金

葬祭嚢

後期高齢者等支援金

前期高齢者納付金

老人保健拠出金

介護保険納付金

共同事業拠出金

高袋医療費共同事業医震章拠出金

保険財政共同安定化事案医療費拠出金

保健事業費

特定健康診歪等事業葦

保健衛生普及葉

3-2　みんなで支え合う｢山の漠｣を創る
3-2-1地域で子育てを応援する意識か広がっている

事　　業　　名

@

@　@

主　な　事　業　内　容

すこやか子育て事業

乱立かIE]L,等健康診査事業

家庭児童相談事業

言延生祝事業

次世代育成支援行動計画策定事業

児童手当支給事業

而遺児手当支給事業

児童扶養手当支給事業

母子生活支援事業

母子自立支援事業
子ども医療費助成事業

母子家庭等医療責助成事業

児童館運営事業

地域子育て支主要センタ-事業

社会教育事業@

放課後児童対策事業

プア≡リーサJli-卜事業

子育て教室｡育児相談等の実施

乳幼児健康喜多査事案

母と子のすくすく健診事業
妊婦健康喜多査(5匝ト1 4匝】)､不妊治療への助成

家庭1°..童相談の実施

1 ･2人巨　15, 000円

3人目　　　　50, 000円

4人Ej以降　100, 000円

策定会誌の開催､計画原案の作成等

小学校修了前までの手当支給
市単独での遺児手当

児童扶養手当支給
D V被害母子の生活支援

母子の自立に関する助言､指導等

子ども医療費助成事業
対象者(通院)就学前まで(入院)中学校卒業まで
(県補助事業)

市医療費助成事業

対象者(通院)小学校1-3年生

(市単独事業)

保険診療に係る医療費の自己負担分を助成

児童館の施設管理経費
2箇所の支援tzツター(千郷栗保育園､作手保育園)め

施設管理運営経費

乳幼IE己期家庭教育ふれあい推進事業

親子ふれあいひろば開設
1 0箇所の児童クラブ開設経費

会員相互の育lEjL,活動支援

5,277

32,465

396
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子育て短期支援事業

保育所管理事業

ES]児保育事業

産休･育休代替保育士経薫
へき地保育所管理事業

へき地保育所園児保育事業

おおぞら医管理運営事業

児童福祉施設整備事業

短期入所生活支援

保育所1 6国分の施設管理運営経費

産休･育休取得者に代わる臨時保育士賃金
へき地保育所1園分の施設管理運営経費

簡易心身障害IE]L,母子通医施設の菅王里経費

長篠保育園改築事業

長篠保育園園舎改築工事

鳳来保育園耐震補強事業

鳳来保育園耐震改修工事

3-212　だれもガ生きがいを持って社会に参加している

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

民生委員活動援助事業

戦没者遺族援喜蔓事業

行旅病人及び行旅死亡人取扱事業

社会福祉援助事業

地域福祉計画策定事業

障害者福祉事業

老人福祉施設管理事業

生活保護安定運営対策事業

扶助事業

福祉給付金支給事業

後期高齢者福祉医療費給付事業

高齢者福祉事業

敬老事業

高齢者保護措置事業

老人ホーム管理事業
老人ホーム入所者福祉事業
デイサービスtzンタ-運営事業

介護支援tzン9 1運営事業

居宅介護支援運営事業

福祉手当等給付事業

障害者助成事業

もくせいの家ほうらい運営事業
やすらぎの家援助事業

738

208,520

8,502

87,656

81,422

民生委員等の活動支援

追悼式の開催

行旅病人の入院治療費及び行旅死亡人の火葬等費用

社会福祉協議会人件費.事業費補助､

心配ごと相談所･ボランティアtzツター運営

第1期地域福祉計画の策定
障害者福祉運営対策事業

在日外国人福祉手当給付事業
老人福祉セッター管理事業

高齢者生きがいtzツター管理事業

高齢者生活福祉センター管理事業
中央老人憩の家管理事業

しんしろ福祉会能管理事業

西部福祉会皇宮管理事業

いきいきライフの舘哲理事業

介憲予防拠点施設管理事業

生活保護法の適正運用等に関する経費
生活保護費

独り暮らし高齢者E=対する医療費助成

寝たきり高齢者等E=対する医療費助成

介護予防･地域支え合い事業

要援護老人の簡易な日常生活援助
(寝具乾燥､緊急通報=Jステム運営､ E]常生活用具給付)

虚弱高齢者支援事業

通所サービスの提供

会員相互の育児活動支援

社会福祉法人介護サービス利用者負担減額措置助成事業

高齢者福祉タク:J一料蓋助成等外出支援サービス事業

虹の郷居住提供事業

高齢者能力活用推進事業
=Jルバー人材センターに対する助成

敬老会支給事業

対象年齢　90歳､ 100歳以上

地区敬老会援助事業

各地区で開催される敬老会事業への補自力

老人/TIT-ム入所措置事業

3,951

120

1 4,469

5.205

5.278

537

8,35 5

6.889

4.097

163

16,013

7,161

138

8,628

ll,130

38,3 52

2,7 07

2,505

49.745

養護老人'Tl-ムlこ入所する高齢者r=対する生活費等の措置費

施設管理費

入所福祉事業

寿楽茸壬でのデイサービス事業経責

寿楽荘運営事業

介護支援センター運営事業

651

4.625

しんしろ福祉会館､西部福祉会館､虹の郷､窟楽荘､くるみ荘

介護保険法lこよるケアプラン作成､相談事業実施

特別障害者手当等給付事業

身体又は精神lこ重度障害のある方への手当支給(国制度)

障害者手当給付事業

名障害者に対する手当の支給(市単独事業)

障害者福祉タク=J -助成事業

心身障害者小規模授産施設の運営事業

精神障害者小規模適所授産施=iS･への運営費補Bh

19,130

57,255

1 ,534
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障害者自立支援事業

地域生活支援事業

障害者自立支援対策臨時特例基金

市町村事業

障害者就労支援奨励金支給事業

共同生活介護･

共同生活援助補助事業

成年後見制度利用支援事業

重症心身障害児･

者短期入所利用支援事業

障害者医療費助成事業

精神障害者医療費Bi)成事業

【老人保贋特別会計】

【後期高齢者医標特別会計】

【介護保険事業特別会計】

保険給付費

地域支援事業

支給決定事務事業

介護給付事業

高額障害者福祉サービス､介護給付､利用計画作成費

補装具給付事業

自立支援医療給付費

相談支援事業

障害福祉に関する相談窓口開設委託費用
コミュニケーション支援事業

手話奉仕員の派遣撞肇

日常生活用具給付事業
重度身体障害者に対し､ Ej常生活用具の給付

移動支援事業

外出支援や余暇活動のためのヘルパー利用経費
地域活動支援センター事業

身体障害者訪問入浴サービス事業
重度身体障害者に対し､入浴サービスを行なうo

更生訓練費給付事業

実習及び訓練に要する経費を支給
職栽委言E事業

日中一時支援事業

身体障害者自動車改造援助事業

障害者か利用する自動車の改造経費組成

身体障害者自動車運転免許取得援Bb事業

障害者か自動車免許を取得する際の経費助成
事業円滑化事業

事業運営円滑のための助成
適所サービス利用促進事業

障害者の施設利用時の送迎要用負担軽減

ケア/Tt-ム重度障害者支援体制強化事業

重度障害者を受け入れているケアホームに対する補助

適所授産施設等の利用Ej数に応じた奨励金支給
ケア/Tl-ム､グループJTトム実施事業所に対する補助

判断能力か不充分な万の権利擁護と支援
短期入所利用支援事業費補助

保険診療に係る医療費の自己負担分を助成

保険診風こ係る医療費の自己負担分を助成
医療諸費

後期高齢者医療広域連合納付金

保健事業費

介護サービス等諸費
介護予防サ-ビス等諸費

高書頁介護サーE:ス等詰責

特定入所者介護サービス等諾葉
介護予防事業費

包括的支援事業費･任意事業費

5,046

332,179

8,058

7.125

1 1.247

155

10,269

1 3,462

9,914

3,129

38

720

4,244

600

200

1 ,547

2,020

1,679

3-3　安全に暮らせる｢山の漠｣を創る
3-3-1災害に強いまちづくりができている

事業名 傅��膩ﾂ�主な事業内容 

急傾斜地崩壊対策事業 唐ﾃ����栗本本久､長篠本郷､玖老勢地区 

防災対策整備事業 釘ﾃSSb�防災用資機材等備蓄事業4,556 

防災施設.設備管理事業 �#�ﾃ鉄��備E,,用非吊畠-.一iL簡L/Tン等清人 通信機器管理事業14,124 

高度情報通信ネットワーク管理事業4,458 

防災行政無線設備整備事業 田3Bﾃc#��防災学習/T1-ル管理事業2.377 デ=)タル防災行政無線整備事業 くくノ-蘇 

災害対策-般事務経費 ��2ﾃ#s��防災†丁政,..㌻線移動系設備整備工手寺 .全国瞬時警報=Jステム整備工事等 
~災害救助事業 都S��被災者r=対する見舞蓋支給 

自主防災組織活動推進事業 唐緜#r�自主防災組織活性化事業5.779 くくミ輩 

消防活動事業 �#�縱���自主防災組織防災活動援助事芥2,848 火災.救急.救助等活動事業 
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予防活動事業

消防施設･設備管理事業

消防施設･書生備整備事業

福利厚生･研修事業

消防通信指令運用事業

消防団活動事業

消防Eg施設･設備菅王里事業

消防Eg]員福利厚生･研修事業

防火思想普及事業

各種因体援助事業

市女性防火クラブ補助
消防庁舎管理事業

消防車両管理事業

消防水利管理事業

消防水利整備事業

消防車両整備事業

救助工作車･高規格救急自動車･指揮車整備

福利厚生･研修事業
数急救命士･薬剤投与等講習
消防通信指令=Jコテムを豊橋市､豊川市と共同運用

消防団活動助成事業

消防団行事開催事業

コミュニティ消防ヒッター･消防詰所管理事業

消防Eg]車両管理事業

消防回員退職報償金等

【再掲】木造個人住宅耐震診断事業

【再掲】票後対策事業

154

50

1 9,005

9,509

5,90 1

4,500

1 32,834

8,617

998

2.493

9,614

3-3-2　地域くるみの安全対策か進んでいる

事　　業　　名

㊨
②

主　な　事　業　内　容

安全安心事業

交通安全対策事業

消費者行政事業

地域防犯対藁

交通安全対策事業

交通安全啓発事業

消費生活相談開催､ <らしのアドバイザー害受置

4　環境首都創造

4-1環境首都｢山の湊｣を創る
4-1 -2　良好な自然環境か保全されている

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

一般公害対策事業

農業振興施設管理事業(塾

緊急農地等防災事業

水辺環境整備事業

農地･水･

環境保全向上活動支援事業

土地改良施設維持管理適正化事業

水を汚さない･ム夕にしない事業②

河川改修事業(塾

水質検査･公害予防経費
田fS:千枚EB多目的施設管理運営事業

県営繋急農地防災事業負担金(万福寺池)

県営老朽ため池整備事業(川上池)

調査設計業務(凡池)
県営水環境整備事業負担墓(重川池)

営農活動支援交付金

排オく路しゆんせつ事業

水質浄化･管理事業

水質保全･水源5函養事業

準用河川五反田川
河川改修工事

【再掲】 ｢市民参加の森づくり｣推進事業

【再掲】水源林対策事業

【再掲】森林整備地域活動支援事業

4-1 -3　地球温暖化防止に向けた循環型のライフスタイルが浸透している

事業名 仞�ｧ｢�主な事業内容 

持続可能な市民自治社会推進事業 せ口.工≡ツ=J∃ン事業 �2ﾃ�cR�2ﾃ�cB�工jオフィス推進事業2,096 

家庭や事業所への取り組み 

工コアク=J∃ン推進事業445 

環境保全.改善活動への取り組al 

エコガバナンス推進事業524 

市民みんなで取り組aj仕組みづくり 

生ごみ処理器等設置補助.環境美化活動 
廃棄物減量化.資源再利用推進事業 鉄2ﾃc#2�資源物収集委託､空き瓶､古鉄等処理委託 

廃棄物処理事業 クリーンセンター哲理事業 田Bﾃ��ｲ唐�33"ﾃ�c2�収集運搬事業59.632 

可燃物.不燃物の収集委託 

有害廃棄物対策事業4,088 

廃章喜電池､震蛍光管等処理委託 

親犬ごみ収集処理事業288 
クリ-ンtzンタ-維持管理経費 一肌壱Jj'll, 

し尿処理施設管理事業 鉄B緜#��般廃木物(可燃しみ)処理業務 三吉掃センタ-維持管理経葦 
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し尿収集事業

最終処分場維持管理事業

@
@　@

㊨

㊨

34

し尿収集､手数料の徴収等
荒原埋立処分場維持管理事業

青海埋立処分場維持管理事案
t郷一色埋立処分場維持管理事業

作手菅沼埋立処分場維持管理事業

11財政ビジョン
ll-1財政基盤の充実強化
ll-1-1財源の確保に努めます

事業名 仞����偃X,磯hｼi>�vR�

市民税巨武課事業 資産税賦課事業 足武課管理事業 徴収管理事業 収納事務嘱託員事業 �3"�#��2�ﾆﾂ���512 285 946 270 063 ��右ｹ�騫ﾘ��邵,僵ｨ*Hﾆ���

ll ll 12　負担の適正化･竃産の活用を進めます

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

普通財産管理事業
企画調整事業②

固定資産全筆調査事業

ふるさと納税推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200

1 1 -2　歳出構造の改善と財政運営の健全化･効率化

ll-2-2　歳出の抑制に努めます

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

予算編成=Jステム･決算統計:Jステム

管理事業

12　行政改革ビジョン

12-1市民参加と協働の推進
12-1-1市民参加の機会を示します

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

絵合計画推進事業② 総合計画市民委員会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　86 8

12-1-2　行政手続きを明確にします

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

固定資産評価審査委員会運営事業

監査一般事務系重責

画定資産評価審査委員会運営事業　　　　　　　　　　　　　　1 5 9

監査一般事務経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ,6 39

12-1-3　地域内分権を進めます

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

行政区対策事業 行政費交付金
【再掲】市民活動サポート事業
【再掲】地域内分権調査推進事業

1 2-2　事務事業の見直しと行政評価制度の導入

12-2-1事務事業を見直します

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

例規集等整備･文書一般管理

12-2-2　行政評価制度を導入します

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

【再掲】絵合計画市民委員会運営事業

1 2-3　組織機構の見直しと定員管理の適正化

12-3-1組織機構の見直しを進めます

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

庁舎等建設基金積立事業 般財源積立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 0,0 0 0

13　人材育成ビジョン

13-1人材の確保と育成
1311-1優秀な人材を確保します

事　　業　　名

人事哲理一般事務経葺

主　な　事　業　内　容



13-1-2　人材を育成します

事　　業　　名

J､

㊨　㊨　㊨　㊨　㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨

主　な　事　業　内　容

派遣研修･自主研修を実施

14　情報ビジョン

14-1市民との情報共有･晴報交換の推進
14-1-1行政晴頚の公開ルールを定めます

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

情報公開制度推進事業

個人情報保護制度推進事業

情報公開審査会開催･制度運営に伴う諸経費

個人情報保護審査会開催･制度運営に伴う諸経費

14-1 -2　情報の発信と共有を進虎)ます

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

新城まちなみ情報センタ-管理事業

財政管理一般事務経費

施設管理妻

｢ザイセイの話｣を発行

【再掲】広報広聴活動事業

【再掲】市政番組編成事業

【再掲】電子情報提供事業

1412　情報技術を活用した行政サービスの推進

141211情報技術によるサービス向上を進めます

事　　業　　名 主　な　事　業　内　容

電子入札導入事業
=Jステム管理事業

情報化推進一般事務経費

電子申請･電子入札の実施経葦

基幹系システム運用等経費

共同情報化負担金

【再掲】地域情報通信墨盤管理事業

事業名 仞�ｧ｢�主な事業内容 

議会活動事業 姪"繝S2�議員調査研究事業10,542 

各種会議等関連事業1,636 

市.市長交際費 退職手当組合う看算経葉 菜議院議員総選挙.最高裁判所裁判 官国民審査執行事業 新城市長選挙.新城市議会議員一般 選挙執行事業 新城市土地改良区絶代会総代総選挙 執行事業 作手村土地改良区紀代会総代総連挙 執行事業 緊急雇用創出基金事業 ふるさと雇用再生基金事業 ��ﾃ3S���S�ﾃ����3"ﾃ3c"�s�ﾃc3B��ﾃ#�B�ゴ���2ﾃC#R�Bﾃ����議会.議長交際費675 廃棄物適正分別推進事業5,931 

道路.河川等環境整備事業2,160 

動植物生息環境等整備事業220 

桜淵公園環境整備事業3,000 

都市公塵.緑地環境美観整備事業610 
DOS地域再生プランイベント会場整備事業996 

市有地等緊急景観整備事業506 

観光案内事業4,ロoo 
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平成(20)年度

決　算　状　況

市町村名 ��bﾔUﾒﾘ6窺H�##3##���市町村類型 免ﾂﾓ��

所在地 �I&ﾘﾊy�h�倡8鬩8ﾉ?ﾉ�CiMI&�,ﾃ��桓地区分 鳴ﾓ(ｼ�&��

区分人口 劔剿ﾊ積 劔�ﾈﾏｹjy7��x8ﾘ�(h���剋Y薫撞iき 

益7年)52,l78人 劔�499_00krJ 剿ﾄ��ﾄ�ﾖﾆﾄ�#C9�ﾂ�凵ﾛl7年2J875人10,73l人13,966人 

去2年)53,603人 劔�499_00bJ 剿ﾄ��ﾉ,�ﾃン��ﾂ�兩馨堅調10r4%38.9%50.7% 

oー0% 劍�#��S5�R�冤l,766人l3,745人 合一k2冨3.,喜3,5;.1_1%48.0% 

住台｡(2.I).3-31語賢一畠 劔�40.10.1以降 剪�

17 劔剋s町村利権行 年月日 剪�

本帳[2013-3116,156世等 

区分 剪�劔[ﾙ�ﾂ�#�僖�7��劍ｾiZ｢�剋w数等 � 

l歳入総額A 劔�x冷�#2ﾈ�ｳ3b纉3r�劔�y?｢�#�ﾃScBﾃ�3r�剪�剞迚~ ー0,483,821 剪�� (都市開発) 旧工特 市FT村圏 山振 過疎 指数表選定 

2歳出総竃頁B 劔�x冷�#"ﾃ�s"�#�"�劔�x冷�#�ﾃCC�ﾃデﾂ�剪�剞迚~ 6,948,548 

3歳入禦誉引額C 劔�x冷�田BﾃcCR�劔�x冷��ﾈ�ｳ#2ﾃ#sb�剪�剞迚~ 8,92l.762 

4蓋等雪盲票差D 劔�x冷�c2ﾃ����劔�x冷��ｳ�津C�r�剪�剞迚~ 14,α⊃8,961 

5実質収支E C-D 劍4��x冷����繝3B�劍49�x冷��ﾃ��2ﾃツ��劍ﾞ��ﾙ|ﾘ轌�B�ｙ>�,ﾙ%�D�7���0_67 (0_66) 

土地開発ノ＼社 

6単年度収支F 劔�x冷��#2縱湯�劍42ﾓy�x冷�ﾃ�2ﾃ�3R�劍����迚NIzb��% 7_2 兩■▲ 

設立年月日 昭和48年1一月30日 債務保証額千円 4,000.000 
千円 l7.83l 劔千円 331,008 劔公債糞比率 剪R��%�2�

8繰上償還金H 劔�x冷���劔�x冷�津33��剪��11ー6% (12_1) 

9蔭等習額. 劔�y?｢���劔�x冷���剪�剞迚~ 4,057.870 剋末ｱの共同 処理の状況 

･o苧軍票雷讐J 劔�x冷��C�ﾃc3��劔�x冷�CS2ﾃ3�"�劔&饑ｸﾜ(ﾋｸﾝﾘﾘ"�剞迚~ 24,527,517 

交通災害 
区分 剔驕ﾟ員数A 劍ｸｹ{���D"�� 剪�剞迚~ 300,000 

一般職員 �(292)人 608 劍�ｳヲﾃ�sR��(343,822)円 310,979 劍�揺馼ｼh�?ﾈｧ｢�剞迚~ 0 

51 剴�2ﾃs3���269,235 劔7�&隍ｩJﾘｮ霎��剞迚~ 600,000 

121 剴3�纉モ��264,364 劔<�¥ｨ��9��

教育公務員 �20 剴bﾃ3S���317,550 劍ｾiZｧ��弌ﾉ.溢�郢D霾�?｢���

臨時職員 �0 剴���0 劍�9+r�買�ゅ�������sC�ﾃ����

合計 �628 剴�迭ﾃC#b��3日.l88 劔Yｸ�9+r�陪ﾃ�ﾅ��ｲ�田唐ﾃ����

公 鷲 倬hｼikﾂ�法適用 の有無 剋緖x額 剏J入額 劔磁員数 仆8孜+r�買�よﾆﾂ�田�"ﾃ����

上水違 �r���x冷��##"ﾃ鼎����x冷��rﾃCC2�劔�ﾂ�ﾆﾂ� 僣17.10.1 �489,000 

工実用水道 俘���"ﾃ33R����剴�� 僣17.10_1 �409,000 

簡易水道 冖2ﾒ�都�ﾃ3sb��#s"ﾃs�b�剴���議会議員 僣l7.10.l �372,000 (30人) 

病院 �ｩYItﾂ���#SCrﾃ�コ�塔3H<��"�剴#��� � � 

国展健康保険 ����釘ﾃS#R��#�偵都��剴�� � � 

国民健康保険 診療所 冖2���RﾃS#R��3津sS��剴���区分 劍ﾙ�]ｸ檍ﾇb�刔i�ﾈ�9|8檍ﾇb�

薫 の 咲 況 刔i�ﾉ]ｸﾉ"�秦 �23,756 �0 劔0 假ｸ辷ｧ｢�剞迚~ 4.525 剞迚~ 23.756 

介蕎保険 冖2��3�ﾃcSr�鉄CRﾃ#s��剿ﾆﾂ�繰入宅頁 劔�y?｢�#�偵都����x冷���

介護保険 サービス ��������3コ�剴B��加入世帯数 劍自�)���r�3�����)���

* �20,909 �287,267 劔9 儂ﾙ]ｸﾊ�)�B�剞l 13.561 剞l 

秦 �1,624 �99,400 劔4 �ｩ�)��9h.��]ｸﾊ��Y+).逢｢�儚 141,069 刮~ 

宅地造成 �����#�����剴��被保険者一人当 劍冷�sbﾃs������

後期高齢者 医療 冖2��#�緜���鼎�"ﾃ�3R�剴B�被保険者-人当 り費用 劍冷�#�"ﾃSsr����
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市町村名 剞V城市 劔剽ﾞ型tll-OF指定金融穫関名 劔劔劔 

歳入 劔劔劔性質別歳出 

区分 剏�Z憩 剄¥成比 剏o常一般財源K 劔蛤,ﾈﾕﾉ�ﾉNB�区分 劍ﾈ亥ｨｧ｢�剄¥成比 刪齡ﾊ財源 � 剔F常収支比率 

地方税 剞迚~ 7.660,599 �% 35.5 剞迚~ 7,396,422 劔坦�S2�2�人件受 劔�x冷�Rﾃ#Sづ#s���% 25.7 剞迚~ 4.648,751 剞迚~ 4,380,038 �% 31.6 

地方譲与税 �373,262 冓_7 �373.262 劔�$｢�lうち職員給 剴2ﾃS�"ﾃ�#���1 �"�乙984,025 �2,930,740 �21_1 

33,029 �0.2 �3 �029 剴��"�扶助嚢 剴�緜cRﾃSS���8 ��813,328 �796,663 �5_7 

15,527 �0_1 �1 �527 剴����公債費 剴"ﾃ鼎�ﾃcSb��1 釘�2,882,ll2 �2,872.773 �20_7 

5,203 �0.0 �5,203 劔�����内 釈 侏9y飲隴(ｾ���"ﾃ鼎�ﾃcSb��14 ��2,88乙112 �2,872.773 �20_7 

479,420 �2.2 �479.420 劔�2絣�������0 ��0 �0 �0_0 

119,748 �0.6 �119.748 劔��纈�小計 剴津ツBﾃCッ��48 �"�8,344,191 �8,049,474 �58_0 

0 �0.0 �0 劔�����物件資 剴"經crﾃ��2��12T6 �2,001,377 冤,861,837 凵[3_4 

332,023 凵[_5 �332,023 劔�%��維持補修受 剴�Sbﾃ�C���0.8 �142,458 �142,458 �1.0 

78,706 �0.4 �7 �706 剴�綯�描助費等 剴�ﾃcC2ﾃsコ��8ー0 冓,461,575 �1,184,466 �8_5 

地方交付税 �5,174,763 �24.0 �4,52 �164 剴3%��積立金 剴3C2ﾃCC��� ��327,467 �0 �0_0 

普通交付税 釘ﾃS#bﾈ�ｳcB��&ﾈ�ｳ��釘ﾃS#b���cB��32.6 ���464,676 剪�3 鼎SbﾃCCb�鼎CBﾃ�����2�"�

648,599 �3.0 �0 劔�����繰出金 剴�纉Cbﾃゴb�� 迭�i,819,745 �1,422】559 �10.3 

小計 �14.272,280 �66.2 冤3,359.504 劔涛e�2� 剴��� ��0 �0 �0.0 

10,721 �0.0 �10,721 劔�����投資的経費 剴2ﾃCSBﾃ3�2��1 湯�746,537 刪ｯ至常収支比率 90r8% I 十94_5% 13,104,794千円 

分担金一負担金 �323,929 �1.5 �0 劔����� �*H+��ﾈﾈ�����Fﾂﾃ#���0.7 �134,735 

使用料 �452,986 �2.l �3,341 劔�����内 釈 ���2紊C�ﾃ�#���16.8 �734,096 

手数料 �135,792 �0.6 �0 劔�������補助 �����Rﾃc�2�� 湯�43,853 

国庫支出金 �1.064,872 �4_9 �0 劔�����剪P独 �"ﾃC�bﾃcSb��1 唐�681,328 

国有主星供交付金 �0 �0.0 �0 劔������ ��津S����0 ��8,915 

県支出金 �1.246,08l 勍5.8 �0 劔���������"ﾃCSB��0 ��12,447 

財産収入 �86,020 �0.4 冤6.984 劔�����俯鮎i�鞜H馼ｼiN������0 ��0 

寄附金 �12,881 �0.1 �0 劔����� 剪�� � 

繰入金 �65,498 �0_3 �0 劔���ｳ�� 剪�� � 

繰越金 �964,645 �4_5 �0 劔����� 剪�� � 

諸収入 �836,232 �3.9 �480,435 劔�2絣� 剪�� � 

地方債 �2,092,200 �9.7 �0 劔����� 剪�� � 

計 �21,564,ー37 �100.0 �13,870.985 劔�������計 剴#�紊C�ﾃデﾂ�冤C0_0 冤5,299,796 

市町村民税 劔劔劔劔mｩ4兔ｨﾜ頽��

区分 劍ﾈ亥ｨｧ｢�俔ﾉ�ﾉNB���ﾘﾋ越b�刳譓�100 〉く- 税額75 劔超過課税分 収入済親 仞iZ｢�劍ﾈ亥ｨｧ｢�剄¥成比 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

普通税 劒Y�x冷�rﾃ3s�ﾃC�B���r�兎�2�儼���8���剞迚~ 7,568,595 劔千円 0 亳8檍ﾕ��劔�x冷�#cbﾃ#ィ��% 1.3 ��x冷�#cb�#ィ�

内 釈 倡9*ﾉ�ｦﾈﾌ)�ﾉZ｢��"ﾃcsrﾃャ2��3U��������2,923,782 劔0 ��ﾙk�ﾕ��剴2ﾃ�澱ﾃc3���15_1 �"ﾃS迭�3ビ�

民税l法人分 �583,963 �7.6 凵｢6.8 剴c�bﾃSCR�剴��民生要 劔4,324,006 剴#����3,006.227 

国定資産税 �3,745,348 �48ー9 �3_7 剴2ﾃcs�ﾃS#b�剴��衛生莞 劔2,547,36l 剴�%��2,249.59l 

軽自動車税 �111,419 �1.5 � �6 ����ﾃccr�剴��労働萱 劔109,661 剴���log.l67 

市町村たばこ ��252,79l �3ー3 凵｢ �7 �#Srﾃ�sR�剴��農林水産業萱 劔1〉056,799 剴U�"�600.252 

鉱産 ��0 �0,0 �0.0 剪���剴��商工重 劔685,941 剴2紕�639,305 

0 �0_0 �0.0 剴��剴��土木責 劔1,743,718 剴�R�788.660 

法定外普通税 �0 �0_0 �0_0 剴��剴��消防費 劔2,019,700 剴偵��768.172 

教育筆 劔1,637,643 剴���一,383.l98 

目的税 剴#ヲﾃ�迭��5�����2�� 劔0 ��剴��3CSB��0_1 ��"紊C��

内 訳 �?ﾉ9"� �#Rﾃ�������2���#��澱�劔0 佰hﾜ)���剴"ﾃ鼎�ﾃcSb��14_4 �"ﾃャ"貳ﾃ"�事業所 ��0 �0_0 � �0 劔���諸支出金 劔0 剴����0 

264,177 �3_4 �3 �1 劔��� 劔0 剴����0 

水利地益税等 �0 �0_0 � �0 劔��� 劔 剪� 

0 �0_0 � �0 劔��� 劔 剪� 

計 剴rﾃcc�ﾃS湯����������唐�7,568595 劔0 俘xﾇb�剴#�ﾃCC�ﾃツ��冤oo_0 ��Rﾃ#湯縱澱�

徴 収 翠 仞iZ｢�劍ｴｹD��攣�YZ｢�滞納 繰越分 俘xﾇb�

市 侘(ｼ�9乖B�釘ﾃ���冷�倡9d��j��ﾂ��YZ｢�仂�9乖B���劔劍�9*ﾉ�ｩj��R�剴套��R�16.0% 涛E�R�

田丁 村人 民所得割 税分 劔��+x.儂Izb������劔��劔劍�8ﾙ�.磯�蝎�R�剴套��17_7 涛U���

法人税割 � 劔劔 劔 �� 

固定資産税 劔 劔劔 劔98.5 ��h�ｳ��95_1 
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市の第三セクター等

市か出資をしている第3セクター等は､ ㈲つくで手作り村､新城市土地開発公社､ ㈲農林業

公社しんしろ､ ㈱山渓の4団体です｡このうち､新城市土地開発公社に対しては､ 4 0億円の

損失補償を行っています｡また､ ㈲農林業公社しんしろには､助成金(2 1年度予算は､ 1 3,

1 1 3千円)を支出しています｡

これらの回体の貨借対照表･損益計算書は､次のとありです｡

貸　　借　　対　　照　　表

平成21年3月31田現在

有限会社　つくで手作り村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

資産.の部 剳燕ﾂの部 

科目- 仞�ｧ｢�科目 仞�ｧ｢�

【流動資産】 �#�ﾃ��津����【流動負債】 ���ﾃ3c�ﾃ��B�

現金及び預金 ��RﾃcS"ﾃSsB�日掛金 �"ﾃ33rﾃ33"�

売掛金 塔づツR�未払費用 �"ﾃゴづ3ッ�

商品 �2ﾃ#SRﾃs釘�未払法人税等 都32ﾃ#���

未収入金 �"ﾃ��RﾃcCr�未払消費税等 ��ﾃ��"ﾃs���

預､託金 澱ﾃ�#��預り金 �2ﾃ3�づ�Sb�

【画定資産】 �#s津�#2�預り金(源泉税) �#"ﾃ#3��

【有形国定資産】 �#crﾃSc2�【固定負債】 迭ﾃイ�ﾃ����

車両運搬具 工具器具備品 【投資その他の資産】 出醤金 迭ﾃ����#c"ﾃSc2�ﾆﾂﾃSc��ﾆﾂﾃSc��長期借入金 迭ﾃイ�ﾃ����

負債の郡合計 ��bﾃ#��ﾃ��B�

純資産の部 

【株主資本】 資本金 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益融余金 (うち当期純利益金額) 迭ﾃ�澱ﾃ#���Bﾃ#��ﾃ����涛bﾃ#���涛bﾃ#���涛bﾃ#���"ﾃC3"ﾃ3s��

純資産の部合計 迭ﾃ�澱ﾃ#���

資産の部合計 �#�ﾃ3唐ﾃ�#2�負債及び純資産合計 �#�ﾃ3唐ﾃ�#2�

(注)　消費税の経理処理方式　　　税抜処理
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損　　益　　計　　算　　書

自　平成20年4月1日

至　平成21年3月31日

有限会社　つくで手作り村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位‥円)

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　額

【売上高】

売

役

体

受　　取

売

【売上原価】

上
r:＼　り＼

‖山.　‖山.

務　験

数　高手　上

期　首　商

当　期　商

材　　料

資　　材

卸　入

入　入

棚仕品　品　仕　仕

〈
〔::⊃

期　末　商　品　棚　卸

売　　　上　　　原

売　上　絵　利

【販売費及び一般管理費】

高益　入料合　　高高高高　　高

額

計　　価金

益

販売費及び一般管理費合計

営　業　損　失　金

【営業外収益】

受

雑

営

忠　人計

合

利　　益

又　▽人

目‖｢　　日日¶

取　　外

業

額

【営業外費用】

支　　　払　　　利　　　息

営　業　外　費　用　合　計

経　常　利　益　金　額

税引前当期純利益金額

法　　　人　　　税　　　等

当　期　純　利　益　金　恕

67,823,728

1 4,263

1,544,175

14,217,241

3,186,240

1 0,550,284

16,915,709

2,067,377

32,719,610

3,255,794

83,599,407

29,463,81 6

54,135,591

3,165,579

733,200

2,432,379
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平成2 0年度新城而土地開発公社貸借対照表

(平成2 1年3月3 1日現在)

現未公完開

動

1　2　(J　4　5

読((((( 資金

成発

産

金金地等地

資　預　地±《　び

産　収有土中

及

流　動　資　産　合　計

2　固　　定　　資　　産

(1)　投資その他の資産
ア　長　期　定　期　預　金

投資その他の資産　計

固　定　資　産　合　計

資　　産　　合　　計

の　　部　》

153,467,121

3,000,000

1 ,620,797,468

422,049,0 17

29 1,908,922

7,700,000

7,700,000

≠p∬

部の債負
〃〃≠

金会計

入合

債

債払借

負

員　期動

禾短流

動

1　2

読((

2　回　　定　　負　　債

(1)　長　期　借　入　釜

直　走　負　債　合　計

負　　債　　合　　計

0

1,443,45 1,530

3 12,655,521

《　資　　本　　の　　部　≫

l　占　　　1三､　　　辛

(1)　基　　本　　財　　産

資　本　金　言

2　準　　　備

1日

(2)

前当 繰期

午

侮り#H<

金越度

計　　金益

準　　備　　会　　計

糞　　本　　合　　計

負債及び資本合計

40

7,700,000

732,358,840

2,756,637

(単位　円)

2,49 1,222.528

7,700,000

2,498,922,528

1,443,45 1,530

312,655,521

1,756,107,051

735,1 15,477

742,8 1 5,477

2,498,922,528



事　1　2　3　事　1　2　3

平成2 0年度新城市土地開発公社損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

業　　収　　益

公有地取得事業収益　　　　3,825,000

土地造成事業収益　　　　　　　　0

附帯等事業収益　　　10,584,600　　14,409,600

業　　原　　価

公有地取得事業原価　　　　5,916,705

土地造成事業原価　　　　　　　　0

附帯等事業原価　　　　　　　　0

事　業　絵　利　益

3　販売費及び一般管理費

(1)　人　　　件　　　費　　　　　90,000

(2)　経　　　　　　　費　　　　2,093,440

事　　業　　利　　益

4　事　業　外　収　益

(1)　受　　取　　利　　息　　　　　440,807

5　事　業　外　費　用

(1)　支　　払　　利　　恵　　　　3,993,625

経　　常　　利　　益

当　期　純　利　益

5,9 1 6,705

2,1 83,440

(単位:円)

8,492,895

6,309,45 5
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_Ci

iX 貸　　　借　　　対　　　照　　　表
財団法人　農林業公社しんしろ

平成21年3月31日現在　(単位■円)

資産の部 劔X俐(,ﾉYB�

科目 仞�ｧ｢�備考 �Х｢�金.緬 儖Xﾖﾂ�

I.流動資産 ��B纉迭ﾃ3迭� �B騷ﾉ:餽俐"�583.118 ��

1.現金 �����騅����0 

2.預金 3.未収金 4.仮払金 途ﾃCcづSSr�rﾃ3Cbﾃ�3�����"駛)ZXｾ��2陋ﾈ�8ｾ��558,378 24,740 

5.受託立替金 6.棚卸し資産 ������ﾃ����釘�%ｨｯｨ妺?ﾈｾ��0 

流動資産合計 ��B纉迭ﾃ3迭� 凛ﾉ:餽俐(ﾘxﾇb�583,118 ��

丑.固定資産 ��#"ﾃ�釘ﾃ�3R� �R靂Y.厩俐"�0 ��

1.基本財産 (定期預金) 2,その他固定資産 (丑農業機械 ②車師運搬具 ③什器備品 ④減価償却∃l当預金 ����ﾃ��������#"ﾃ�釘ﾃ�3R�rﾃsSbﾃCCb�Rﾃ#�津S�R����ﾃ##r�偵�#づsCr�������Xｸｹu闖�9hｾ��"�+xｯｨ妺?ﾈｾ��2�+ｸ,ﾉ�ﾂ�0 .0 0 

画定負債合計 ��� 

負債合計 鉄�2����� 

正味財産の部 固定資産合計 ��#"��釘ﾃ�3R� 

正味財産 前期繰越正味財産額 (うち基本財産額) 当期正味財産増加額 ��3b經�rﾃ#�"��3Bﾃ�途���"�"ﾃC����#�� 

正味財産計 ��3bﾃS�rﾃ#�"� 

資産合計 ��3r����ﾃ33�� 儿俐(ｷ�-��9j�ﾞ�蝌ﾘxﾇb�137,090,330 ��



損　　益　　計　　算　　書

財団法人　農林業公社しんしろ

平成20年4月1日-平成21年3月31日

科白 丼y[�ﾜ��

4.744,824 

(1)農地買付山又益 迭ﾃゴ2�#fﾂ�

(2)農地貸付直接費用 迭ﾃゴ2ﾃ#c��

農地貸付総利益 ���

(3)農作業受託｣又益 ��B纉C�ﾃS3��

(4)農作業受託直接薫用 ��2ﾃc�"��#b�

農作業受託稔利益 ��ﾃ#C津C�2�

(5)農林業機械賃借収益 鉄#2ﾃs#"�

(6)農林業機械賃借直接費用 ���

農林業機械賃借総利益 鉄#2ﾃs#"�

(7)農林産物生産収益 澱ﾃC�津�sR�

(8)農林産物生産直接費用 �2ﾃs�R�332�

農林産物生産総利益 �"ﾃs�2ﾃイ"�

(9)交流促進事業収益 �#�ﾃ����

(lO)交流促進事業直接薫用 �#h�s涛��

交流促進事業総利益 蔦bﾃ涛��

(ll)農地売買事業収益 澱ﾃsCbﾃ�3��

(l2)農地売買事業直接費用 澱ﾃCs"ﾃ����

農地売買事業総利益 �#sBﾃ�3��

Ⅱ事業管理費 �#rﾃン�ﾆﾆﾃ2�

(1)給料手当 ��2ﾃ#迭ﾃ涛r�

(2)福利厚生費 ��ﾃ��づ田��

(3)旅費交通費 都�經�r�

(4)通信運搬棄 ����ﾃS釘�

(5)消耗品費 ��2�#�R�

(6)印刷製本薫 ��3�ﾃ都B�

(7)使用料及び賃借料 塔Rﾃ#���

(8)光熱水嚢 �3ヲﾃ鉄��

(9)損害保険料 ��Cb�����

(10)研修費 鼎�ﾃ����

(ll)備品費 ���

(12)公阻公課薫 ��ﾃS�津s���

(l3)保守修繕費 涛��｣����

(14)雑費 鼎Bﾃ#C��

(15)会議費 涛rﾆﾃッ�

(16)負担金及び協賛妻 ��Bﾃ�#��

(17)重師贋入費 迭紊CBﾃ鉄��

(18)什器備品購入費 ���

(19)農業機械購入嚢 �"經��ﾃ����

(20)減価償却費 �(�s�srﾃ3cR�

(21)退職給与引当釜 ���

(22)預誌金 涛3���

(23)担い手育成費 ���

Ⅱ事業外収益 �#BﾃccrﾃCS��

(1)基本財産運用利恵 鼎��ﾃ����

(2)市等助成董 ��rﾃS3�ﾃ����

(3)預金利息 �32縱S��

(4)雑収入 鉄���

(5)機械更新積立金取崩収入 澱ﾃs�2�#���

(6)退職給与引当預金取崩収入 ���

経常利益 ��ﾃS#�ﾃ�s��

Ⅶ次期漂越金 ��ﾃS#�ﾃ�s��
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顎惑溺謂頭頚顎感夢

㈱山湊
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貸　　借　　対　　照　　表

平成21年5月31 E]現在

資　　産　　の　　部

預び

副及掛　払資金動現売商仮読【

計合産

金金品金資

【固　定　資　産】

【有形固定資産】

建　　　　　　　　　　物

建　物　附　属　設　備

工　具　器　具　備　品

有形匿]定資産合計

固　定　資　産

資　産　の

負

【株　主　資　本】

醤　　　　本　　　　金

2,575,048

543,500

307,370

5,881

1,190,745

1 70,734

89,935

1,451,414

純　資　産　の　部

30,000,000

利　益　剰　余　金

その他利益剰余金

繰　越　利　益剰　余金　　　　　　　　　△25,349,135

(うち当期純損失金額)　　　　　　　　　　　228,196

その他利益剰余金合計　　　　　　　　△25,349,135

利　益剰　余金　合　計　　　　　　　△25,349,135

株　主　資　本　合　計

純　資産　の部　合計

負債及び純資産合計

(単位.円)

3,43 1 ,799

1,451,414

4,883,2 1 3

232,348

232,348

4,650,865

4,650,865

4,883,2 1 3



㈱山湊

【売上高】

売

損　　益　　計　　算

自　平成20年6月1日

至　平成21年5月31日

上　　　　高

売　上　高　合　計

【売上原価】

期　首商　品棚　卸　高

当　期　商　品仕　入　高

合　　　　　　　　　計

期　末商　品　棚　卸　高

売　　上　　原　　価

売　上総利　益金額

【販売費及び一般管理費】

給　　料　　手　　当

外　　　　注　　　　費

広

妻妾
.∠ゝ

■唄

派

過

消

事

水

話

支

也

-費耗誓払代
宣　伝　費

交　際　費

議　　　　費

交　通　費

信　　　　費

消光会手

品慧州 費

黄

葉

責

数　料

家　　賃

賃　　　　借　　　　料

保　　　　険　　　　料

租　　税　　公　　課

販売費及び一般管理費合計

営　業　損　失　金　額

【営業外収益】

受　　取　　利　　恵

雑　　　　収　　　　入

営　業　外収益　合計

経　常　損　失　金　額

税引前当期純損失金額
法人税･住民税及び事業税

当　期　純損　失　金額

45

5,379,434

1 ,724,523

3,654,91 1

3,706,686

51,775

228,196

書

5,379,434

154,699

1,877,194

2,031,893

307,370

巨LFlトト):h ｢. 'idL
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