
１ 基本方針 

平成２７年度は、第５次鶴ヶ島市総合計画の前期基本計画の最終年度です。このため、

これまでの成果を生かし、各種事業に積極的に取り組んでいく大変重要な年度となります。 

平成２７年度の歳入の見通しでは、自主財源の根幹である市税収入が、県内の全市町村

で特別徴収の一斉指定が開始される特殊要因等もあり、前年度と比べ微減ではありますが、

ほぼ同額に留まる見込みで、依然として地方交付税や臨時財政対策債などの依存財源に頼

らざるを得ない状況です。  

一方、歳出では、急速な高齢化の進展に伴い、これまで以上に社会保障関連経費の増加

が見込まれるなど、厳しい財政運営を強いられる状況です。  

このような中、限られた予算を有効に活用するため、将来を見据えた先行投資として、

「健康づくり」「子育て支援」「若者の定住促進」「市内産業の活性化」など、様々な分野に

わたり、今後の鶴ヶ島の発展に不可欠な取組に重点を置いて予算を編成しました。  

平成２７年度は、地域福祉の推進をはじめ地域の課題解決に向けた取組の支援を進めて

いきます。また、農業大学校移転後の跡地活用やその周辺地域を活用した魅力的なまちづ

くりの推進、地域の資源を活用した市内産業の活性化など、鶴ヶ島市の魅力向上につなが

る事業を市民、市民団体、そして大学や企業と連携して取り組んでいきます。市の将来像

「鶴ヶ島は 元気にする～明日につながる活力のまち  支え合う安心のまち～」の実現に

向け、「健やかで安心できるまち」「活力に満ちたまち」「快適に暮らせるまち」「人を育む

まち」「将来を見すえた市政運営」を目指し、各分野の事業を実施していきます。  
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２ 予算規模 

一般会計          １９,４３３,２７８千円（18,570,000 千円）  4.6％ 

国民健康保険特別会計       ８,６９７,８３４千円（ 7,693,368 千円）   13.1％ 

後期高齢者医療特別会計        ５２９,７１５千円（   511,948 千円）    3.5％ 

介護保険特別会計        ３,２９７,６０１千円（ 3,164,616 千円）   4.2％ 

一本松土地区画整理事業特別会計    ３２０,３７５千円（   298,849 千円）    7.2％ 

若葉駅西口土地区画整理事業特別会計    ３１４,３１２千円（  439,908 千円） △28.6％ 

（  ）は、前年度予算額 

 

 

３ 一部事務組合負担金 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団        １,２２０千円（     1,109 千円）   10.0％ 

広域静苑組合  １５,２０９千円（    18,684 千円） △18.6％ 

埼玉西部環境保全組合              ７０５,５８２千円（   699,652 千円）   0.8％ 

坂戸地区衛生組合  ５２,５８０千円（    56,896 千円）  △7.6％ 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 ５６０,９４６千円（   563,289 千円）  △0.4％ 

※大谷川浸水対策事業を含む  

坂戸・鶴ヶ島消防組合  ９５０,５２７千円（   932,475 千円）    1.9％ 

（  ）は、前年度予算額 

 

 

４ 分野別の主要事業  

（１）健やかで安心できるまち   （健康・福祉・安心安全）  

 超高齢化しつつある地域の実情を見すえ、市民誰もが住み慣れた地域で暮らせる、健や

かで安心できるまちを目指します。  

     地域防犯推進事業  

民生委員児童委員活動支援事業  

社会福祉協議会活動支援事業  

（新）地域福祉推進事業 

（新）生活困窮者自立支援事業  

高齢者在宅福祉推進事業  

市民後見推進事業  

後期高齢者人間ドック等助成事業  
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     後期高齢者健康診査事業  

障害者自立支援給付等事業 

障害者相談支援事業  

障害者在宅福祉推進事業  

障害者支援体制整備事業  

     子育て支援家庭訪問事業  

生活保護受給者等自立支援事業  

生活保護費  

地域医療体制整備事業  

健康づくり推進事業  

食育推進事業  

（新）地域でスクラム健康運動事業  

（新）健康づくり計画・食育推進計画策定事業  

成人保健事業  

感染症予防対策事業  

がん予防対策事業  

     母子保健事業 

消費生活啓発・相談事業  

交通安全対策事業  

交通安全設備整備事業  

放置自転車防止対策・リサイクル事業  

防災活動推進事業  

災害対策事業  

防災訓練等実施事業  

      

（２）活力に満ちたまち  （コミュニティ・市民協働・産業）  

 人々が集い、交流し、働き、遊び、住まう、賑わいと活力に満ちたまちを目指します。  

     市民協働推進事業  

     寄附によるまちづくり推進事業  

法律・行政相談事業  

平和意識啓発事業  

地域ＩＣＴ利活用事業  

地域支え合い推進事業  

男女共同参画普及啓発事業  

女性のための相談・支援事業  

（新）女性センター図書室資料ネットワーク化推進事業  
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市民活動推進センター運営事業  

市民活動推進事業  

コミュニティ活動推進事業  

（新）戦没者追悼式事業 

敬老事業  

シルバー人材センター活動支援事業  

老人クラブ活動支援事業  

就職支援事業  

（新）企業立地雇用等促進奨励事業  

農地銀行活動事業  

特産品づくり推進事業  

新規就農支援事業  

環境保全型農業推進事業  

農業体験事業  

水土里のふるさと推進事業  

商店街活性化事業  

産業活力振興事業  

地域経済応援事業  

（新）ふるさと振興発信事業  

農業大学校用地活用事業  

 

（３）快適に暮らせるまち  （環境・都市整備）  

 身近な自然環境が確保され、公園、道路、排水などの生活環境が整備された、市民誰も

が快適に暮らせるまちを目指します。  

市内公共交通運行事業  

鉄道利便性向上促進事業  

環境問題啓発事業  

電気自動車普及促進事業  

公害対策事業  

地域環境美化推進事業  

５Ｒ推進事業  

住宅耐震化促進事業  

（新）建築情報管理事業 

道水路維持修繕事業  

道水路整備事業  

一本松地区地区計画住環境整備事業  
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（新）都市計画道路整備事業  

道路交通環境安全対策事業  

（新）藤金土地区画整理事業見直し準備調査事業  

一本松土地区画整理事業  

若葉駅西口土地区画整理事業  

公園管理事業  

みどりの保全事業  

 

（４）人を育むまち  （子育て・教育・生涯学習）  

 安心して子育てができるとともに、子どもから大人まで、市民誰もが生涯にわたって成

長していく環境が整った、地域みんなで人を育むまちを目指します。  

     東市民センター講座等開催事業  

     南市民センター講座等開催事業  

     北市民センター講座等開催事業  

富士見市民センター講座等開催事業  

大橋市民センター講座等開催事業  

西市民センター講座等開催事業  

こども医療費助成事業  

家庭児童相談事業  

放課後児童対策事業  

（新）学童保育室運営規模適正化対策事業（杉下小学校区）  

ひとり親家庭等自立支援事業  

公立保育所運営事業  

民間保育所運営支援事業  

一時預かり事業  

ファミリーサポートセンター運営事業  

認定こども園等運営支援事業  

（新）いじめ問題調査審議会運営事業  

学力向上推進事業  

学校応援団支援事業  

国際性を育む教育推進事業  

学校図書館資料ネットワーク化推進事業  

学校教育専門員等設置事業  

子どもの読書力を育む事業  

教育相談・いじめ防止対策事業 

特別支援教育推進事業  
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教職員研修事業  

（新）社会科副読本改訂事業  

（新）小学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）  

小学校教育振興事業  

小学校コンピュータ教育推進事業 

小学校図書館図書整備事業  

（新）中学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）  

中学校教育振興事業  

中学校コンピュータ教育推進事業  

中学校図書館図書整備事業  

外部指導者設置事業  

幼稚園就園奨励事業  

家庭教育支援事業  

放課後子ども教室推進事業  

図書館フロント業務等委託事業  

ブックスタート事業  

文化財保護保存事業  

市民スポーツ行事開催事業  

 

（５）将来を見すえた市政運営   （推進体制）  

 少子高齢化をはじめとする社会情勢の変化を見すえ、市民が「市役所は変わった」と思

える、これからの時代に対応した新しい市政運営を目指します。  

職員研修事業  

広報つるがしま発行事業  

情報公開・個人情報保護推進事業  

借地対策（土地開発基金財産取得）事業  

総合計画・行政改革推進事業  

（新）番号制度導入推進事業  

若葉駅前出張所運営事務費 

周期統計調査事業  

公共施設保安管理事業  
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５ 新規事業  

番号制度導入推進事業                                     ４０，４８１千円  

女性センター図書室資料ネットワーク化推進事業               ３，３０８千円  

県知事選挙執行経費                                       １７，９１５千円  

戦没者追悼式事業                                               ４１１千円  

地域福祉推進事業                                       ３，６７６千円  

生活困窮者自立支援事業                                   ３０，９２３千円  

学童保育室運営規模適正化対策事業（杉下小学校区）           ７，３９８千円  

地域でスクラム健康運動事業                               ２１，７９５千円  

健康づくり計画・食育推進計画策定事業                       ２，０７９千円  

企業立地雇用等促進奨励事業                                 １，０００千円  

ふるさと振興発信事業                                     ５２，４２５千円  

建築情報管理事業                                                 ７０千円  

都市計画道路整備事業                                   １６６，８３１千円  

藤金土地区画整理事業見直し準備調査事業                     ２，１６４千円  

いじめ問題調査審議会運営事業                                   ２７８千円  

社会科副読本改訂事業                                       ３，４７８千円  

小学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）                 ８７，７５１千円  

中学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）                 ５４，３１４千円  

 

 

６ 拡充事業                         

寄附によるまちづくり推進事業               １０３，０００千円 

ウェブ情報発信運営事業                   ２，１１３千円  

  行政情報化推進事業                     ８，７８９千円  

  コミュニティ活動推進事業                  ３２，８９１千円  

周期統計調査経費                      ２８，６９４千円  

社会福祉協議会活動支援事業                 ５２，６１６千円  

放課後児童対策事業                   １１７，８６７千円  

民間保育所運営支援事業                ８７０，１７６千円  

認定こども園等運営支援事業                 ９３，３３３千円  

地域医療体制整備事業                     ２７，６７４千円  

環境問題啓発事業                        １，９０５千円  

埼玉西部環境保全組合負担金                ７０５，５８２千円  
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特産品づくり推進事業                       ５４２千円  

水土里のふるさと推進事業                                   １，０３５千円  

公共施設保安管理事業                    １４，２４０千円  

道水路整備事業                      ２２，１６８千円  

一本松地区地区計画住環境整備事業                       ２４９，４６５千円  

交通安全対策事業                                         １５，９９４千円  

都市計画推進事業                       ３，４５１千円  

坂戸、鶴ヶ島下水道組合負担金               ５６０，９４６千円  

みどりの保全事業                      １６，７２８千円  

  坂戸・鶴ヶ島消防組合負担金              ９５０，５２７千円  

災害対策事業                       ５３，７７０千円  

子どもの読書力を育む事業                  ９，５９８千円  

教育相談・いじめ防止対策事業                ７，１９２千円  

文化財保護保存事業                   １５，１３２千円  

海洋センター運営事業                   ２８，９１３千円  

 

 

７ 終了事業                        前年度予算額  

公用バス借上事業                      ３，０５８千円  

（仮称）市民基本条例制定事業                  １５０千円  

農業委員会委員選挙執行経費                   ８７９千円  

社会福祉法人認可等審査委員会運営事業               ３０千円  

子ども・子育て支援事業計画策定事業                ３３千円  

民間保育所整備支援事業                ３０４，４２４千円  

つるがしまエコライフ促進事業  

（国経済対策に伴い平成２６年度補正予算にて計上予定）    ６，３３０千円  

公園施設長寿命化計画策定事業               １０，０００千円  

小学校体育館非構造部耐震化推進事業（調査）         １，３６１千円  

中学校体育館非構造部耐震化推進事業（調査）           ９０８千円  

 

 

８ 休止事業                        前年度予算額  

  道路舗装修繕事業                     ３８，６５０千円  
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９ 予算事業の再編等  

【再編前】   【再編後】  

広報広聴事業  広報広聴事務費  

  広報つるがしま発行事業 

ホームページ運営事業   ウェブ情報発信運営事業 

総合行政情報管理事業   行政情報化推進事業  

  行政システム管理事業  

若葉駅前出張所運営事務費   若葉駅前出張所運営事務費  

旅券発給事務費    

公民館運営事業   市民センター運営事業  

公民館学級講座等開催事業   東市民センター講座等開催事業  

  南市民センター講座等開催事業  

  北市民センター講座等開催事業  

  
富士見市民センター講座等開催  

事業 

  
大橋市民センター講座等開催事  

業 

  西市民センター講座等開催事業  

障害者相談支援事業   障害者相談支援事業  

障害者就労支援事業    

母子自立支援事業   ひとり親家庭等自立支援事業  

小学校施設管理事業   小学校施設管理事業  

  小学校運営事業  

中学校施設管理事業   中学校施設管理事業  

  中学校運営事業  
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１０ 補助金一覧  

≪一般補助（※１）≫                  （  ）は前年度予算額  

部落解放運動団体補助金               終了（     ６００千円） 

地域支え合い協議会補助金（運営費補助金）１，８００千円（   ６，５００千円） 

コミュニティ協議会補助金           ４００千円（     ４００千円） 

自治会補助金（運営費補助金）      １９，６４９千円（  １９，８４０千円） 

民生委員児童委員協議会補助金      １０，６２３千円（  １０，６２３千円） 

埼玉土建国民健康保険組合補助金        ２１３千円（     ２１５千円） 

埼玉県建設国民健康保険組合補助金        ７３千円（      ７８千円） 

保護司会補助金                 １５千円（      １５千円） 

遺族会補助金                 １２０千円（     １２０千円） 

社会福祉協議会補助金          ５２，６１６千円（  ３９，３７９千円） 

シルバー人材センター補助金        ８，０８０千円（   ７，６００千円） 

老人クラブ連合会補助金            ３７８千円（     ３７８千円） 

単位老人クラブ補助金           １，４２０千円（   １，４２０千円） 

青少年健全育成連絡協議会事業費補助金     ７００千円（     ７００千円） 

（社会福祉法人）保育所運営費補助金  １８３，２９９千円（１５８，５４２千円） 

（新）認定こども園運営費補助金     １３，９９１千円（        ０円） 

地域医療体制整備補助金（運営費補助金）  ３，６５０千円（   ３，６００千円） 

埼玉中部農業共済組合運営費補助金       ６１７千円（     ６１７千円） 

新規就農営農開始給付金          １，５００千円（   ３，０００千円） 

商工団体運営費補助金          １２，５００千円（  １３，０００千円） 

交通安全団体活動費補助金           １０５千円（     １０５千円） 

自主防災組織活動補助金            １５９千円（     １９４千円） 

小学校体育連盟補助金              ７０千円（      ７０千円） 

中学校体育連盟補助金             １３３千円（     １３３千円） 

幼稚園運営費補助金              ５５０千円（     ６６０千円） 

子ども会育成会連絡協議会補助金        １５０千円（     １８０千円） 

つるがしまジュニアサポートクラブ補助金     ７０千円（      ７０千円） 

ＰＴＡ連合会補助金               ３０千円（      ３０千円） 

文化団体連合会補助金             １８０千円（     １８０千円） 

体育協会補助金（運営費補助金）      ７，５４９千円（   ７，５４９千円） 
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  ≪指定補助（※２）≫ 

市民提案による協働事業助成金       １，２００千円（   １，３００千円） 

国際交流事業補助金               ６０千円（      ６０千円） 

鶴ヶ島駅点状ブロック改修整備費補助金        終了（   ４，６９０千円） 

地域支え合い協議会補助金（設立補助金）  ２，０００千円（   ２，０００千円） 

地域支え合い協議会補助金（事業費補助金）８，４００千円（      ５０７千円） 

自治会補助金（事業費補助金）       ８，２４２千円（   １，２６１千円） 

子どもフェスティバル補助金          ６５０千円（     ８５０千円） 

（新）コミュニティ助成事業補助金     ４，６００千円（        ０円） 

社会福祉法人等利用料軽減補助金          １千円（       １千円） 

後期高齢者人間ドック等補助金      １，０００千円（     ８００千円） 

地域生活支援事業費補助金 （※３）      ２０，６９３千円（  ２０，２１７千円） 

計画相談支援推進補助金               終了（   ４，２７３千円） 

障害者喫茶コーナー運営費補助金      ５，５３９千円（   ５，４７５千円） 

障害者共同生活援助等事業費補助金 （※３）     １，８０７千円（   １，７６５千円） 

障害者団体等自発的活動費補助金     １，６００千円（   １，６００千円） 

法人後見支援事業費補助金         ６，７００千円（   ７，２６２千円） 

小規模児童クラブ補助金               終了（   ７，６３２千円） 

（新）放課後児童対策事業補助金    １１４，６３８千円（        ０円） 

特別支援学校放課後児童対策事業補助金   １，３８３千円（   １，３８３千円） 

母子寡婦福祉活動支援事業補助金       ２５０千円（     ２５０千円） 

民間保育所整備費補助金               終了（３０４，４２４千円） 

家庭保育室保護者保育料補助金 （※３）          １６５千円（     １８０千円） 

（新）幼稚園における長時間預かり保育支援事業費補助金  

                      ４８０千円（        ０円） 

（新）幼稚園型一時預かり事業費補助金     ９８６千円（        ０円） 

（新）保育士資格取得支援事業費補助金      ４０千円（        ０円） 

認定こども園事業費補助金              終了（     １０８千円） 

認可外保育施設運営支援事業費補助金         終了（   ３，７９２千円） 

地域医療体制整備補助金（事業費補助金）  ７，４３４千円（   ７，３４６千円） 

（新）在宅医療推進事業補助金      １，０００千円（        ０円） 

（新）骨髄移植ドナー助成費補助金       １４０千円（        ０円） 

肺炎球菌ワクチン接種費補助金      １，０２０千円（     ８８５千円） 

妊婦健康診査費補助金           １，０００千円（   １，２００千円） 

浄化槽設置整備事業補助金         ２，０００千円（   ２，０００千円） 
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電気自動車普及促進補助金              終了（   １，０００千円） 

５Ｒ推進事業補助金              １００千円（     １００千円） 

労働団体活動費補助金              ３２千円（      ３２千円） 

（新）従業員持家取得促進奨励金      １，０００千円（        ０円） 

経営所得安定対策推進事業補助金        ２００千円（     ２００千円） 

市民農園開設費補助金              ７５千円（      ７５千円） 

高倉ふるさとづくり補助金           ６００千円（     ６００千円） 

（新）多面的機能支払補助金          ４０２千円（        ０円） 

商店街活性化事業補助金            ８９０千円（   １，５４０千円） 

サマーカーニバル補助金            ５６０千円（     ５６０千円） 

鶴ヶ島産業観光まつり運営委員会補助金   ２，７４０千円（   ２，２１０千円） 

（新）地域みんなの商店街再生補助金      ５００千円（        ０円） 

プレミアム商品券発行補助金             終了（   ５，５００千円） 

住宅耐震診断・改修補助金          ３５０千円（     ７５０千円） 

各種校外活動参加生徒補助金          ３０５千円（     ３０５千円） 

幼稚園就園奨励費補助金        １１６，８１５千円（１３１，７３６千円） 

幼稚園預かり保育事業補助金        ２，５９２千円（   ３，０００千円） 

家庭教育学級講座補助金            ２６０千円（     ２６０千円） 

高倉獅子舞保存会補助金            １１４千円（     １１４千円） 

脚折雨乞行事保存会補助金            ４０千円（      ４０千円） 

市民体育祭開催事業補助金         ２，０００千円（   ２，０００千円） 

スポーツフェスティバル開催事業補助金     ５００千円（     ５００千円） 

（新）ウォークラリー大会開催事業補助金    ２５０千円（        ０円） 

体育協会補助金（事業費補助金）      ２，１５１千円（   ２，１５１千円） 

 

 

≪利子補給≫  

農業近代化資金利子補給金            ５３千円（      １９千円） 

 

 

（※１）補助金の使途を特に指定せず、団体の運営経費に充てる補助  

（※２）特定の事項、もしくは特定の事業の経費に充てる補助  

（※３）扶助費的性質の補助金  
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１１ 市民との協働によって推進する事業  

平成２７年度予算において経費の計上がない、または少額であっても、「市民との協働」

によって市民福祉の向上に向け、積極的に施策や事業を推進し、かかる経費以上の効果を

あげることを目指します。  

 

・まちづくり市民講座開催事業  

市民と行政がともに創るまちづくりを推進するため、市民主催の学習会等へ職員

をリポーターとして派遣  

・移動市長室開催事業  

市民と市長の情報交換を目的とした意見交換会の実施  

・女性センター使用団体出前講座開催事業  

男女共同参画を推進する拠点施設の使用団体として、男女共同参画の意味と必要

性を正しく理解するための研修会の実施  

・気のあった仲間と企画する講座開催事業  

男女共同参画推進を目的とした講座開催を希望する市民グループへの講師紹介、

会場提供、講座周知等の支援  

・ハーモニーふれあいウィーク開催事業  

講座・事業企画、講師・運営協力者としての事業参加  

・男女共同参画推進・講座等開催事業  

自治会、事業所、学校などに呼びかけて、その構成員を対象とした講座等の共催  

・わかば結市開催事業  

わかば結市実行委員会との協働による若葉駅西口を中心とした地域活性化のた

めのイベントの開催  

・鶴ヶ島市合唱祭  

鶴ヶ島市合唱連盟との協働による合唱祭の開催  

・サロンコンサート  

市民が音楽に親しみ、これを鑑賞したり発表する機会を提供する市役所ロビーを

活用した小コンサートの開催  

・鶴ヶ島けやきコンサート  

地元演奏家によるクラシックコンサートの開催  

・国際交流推進事業  

国際交流協会と連携し、ワンナイトステイ受入、通訳・翻訳ボランティアの派遣、

外国の方とのふれあい交流事業等の企画・運営  

・市民センター講座等開催事業  

講座・事業企画、講師・運営協力者としての事業参加  

・成人式開催事業  

成人式及び成人者のつどい開催への協力  

・地域防犯推進事業  

自治会・自主防犯グループ・職員による防犯パトロール及び市民による青色回転
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灯装着車による防犯パトロールの実施  

・防災訓練等実施事業  

防災訓練、自主防災活動への参加・協力  

・環境問題啓発事業  

環境月間等キャンペーン展示への参加、緑のカーテンの普及  

・きれいなまちづくり運動実施事業  

きれいなまちづくり運動への参加  

・集団資源回収事業  

集団資源回収を通じた資源再利用  

・特産品づくり推進事業  

サフランの特産化に向けた産･学･官･民の連携・協働での取組  

・農業体験事業  

農作物の栽培や加工などの各種講座への講師・指導者として参加、収穫体験等を

通して農家と市民との交流を図る事業  

・ふるさとづくり活動支援事業  

高倉地区の環境保全事業等への協力  

・地域福祉推進事業  

地域福祉活動団体、地域住民及び自治会による地域の見回り、地域住民の交流等

の活動を通じての地域福祉の推進  

・健康づくり推進事業  

健康づくりのボランティアによる事業参加  

・食育推進事業  

食育のボランティアによる事業参加  

・市民の森整備事業  

特定非営利活動法人等による市民の森の維持管理の実施  

・屋外広告物簡易除却事業  

道路上の違反簡易広告物の除却活動の実施  

・道路・水辺のサポート事業  

道路・水路の美化・清掃活動の実施  

・花とみどりのまちづくり推進事業  

若葉駅西口広場等の花いっぱい運動の実施  

・公園サポート事業  

公園の美化・清掃活動の実施  

・学校応援団支援事業  

地域住民や保護者の学習活動等の参加、読み聞かせの実施、学校周辺のパトロー

ル実施、学校環境整備への協力  

・外部指導者設置事業  

部活動及び体育授業（武道）への指導協力  

・教育支援学生ボランティア事業  

学生ボランティアを公募・登録し、部活動、学校行事、授業の補助等で派遣  
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・わかば大学塾事業  

市民が講師となって講座を企画運営する生涯学習事業の実施  

・図書館運営事業  

図書等の整理、事業や講座の企画・運営への協力  
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（単位 千円）

歳入 ６款 地方消費税交付金

歳出 社会保障施策に要する経費（事業名）

３款 民生費

１項 社会福祉費

２目 老人福祉費

４目 国民健康保険事業費

２項 児童福祉費

４目児童福祉施設費

【参考】

１２　税率の引上げ分に係る地方消費税収の使途について

　平成２６年４月１日から、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられたことに伴
い、引上げ分に相当する地方消費税収分は、「消費税法第１条第２項に規定する経費
（社会保障４経費）その他社会保障施策に要する経費」に充てることとされたため、
下表のとおり各事業の財源としています。

消費税　４％

地方消費税　１％

５％

平成２６年３月３１日以前

消費税　６．３％

地方消費税　１．７％

８％

平成２６年４月１日以後

3,620,513 164,886 4.6%

国　税

都道府県税

154,417

520,678

1,740,816 164,886

2,970,489 263,114 8.9%

964,999

108,697

平　成　２ ７　年　度

予 算 額 充 当 額 事業に対する充当率

介護保険特別会計繰出金 452,423 154,417 34.1%

うち、引上げ分に相当する地方消費税収

1,021,000 428,000 41.9%

428,000 100.0%

16.0%

428,000

20.9%

7,675,770 428,000 5.6%

11.6%101,192

国民健康保険特別会計繰出金 434,348 108,697 25.0%

870,176

9.5%

11,588 12.4%

公立保育所運営事業 226,594 52,106 23.0%

認定こども園等運営支援事業 93,333

民間保育所運営支援事業
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１３　都市計画税の使途について

（単位　千円）

歳入 都市計画税

歳出 都市計画事業（事業名）

８款 土木費

３項 都市計画費

２目 土地区画整理費

３目 都市下水路費

　都市計画税は、「都市計画法」に基づいて実施する都市計画事業の財源として課税
する目的税であるため、一般会計の歳出において下表のとおり各事業の財源としてい
ます。

平　成　２ ７　年　度

予 算 額 充 当 額 事業に対する充当率

526,664 526,664 100.0%

2,542,778 526,664 20.7%

1,544,844 526,664 34.1%

550,500 181,547 33.0%

一本松土地区画整理事業特別会計繰出金 301,080 112,639 37.4%

若葉駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金 182,002 68,908 37.9%

561,323 345,117 61.5%

坂戸、鶴ヶ島下水道組合負担金 560,946 345,117 61.5%
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