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１　地域経済・産業振興

情報通信関連企業立地促進人材育成事業
　１億9，613万円

「一店いってん」運動推進事業　200万円

商工振興事業【経済施策推進事業など】　631万円

観光ＰＲ事業　1,735万円

観光マーケティング事業　1,611万円

自然体験活用推進事業　875万円

中小企業新事業及び雇用創出支援事業　5,000万円
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住宅取得奨励事業　2,000万円

有害鳥獣被害対策事業　5,361万円

　 地産地消推進事業　1,741万円

　 過疎地域等自立活性化推進事業　1,309万円

新規就農者支援事業　870万円

農業振興法人支援事業　2,200万円

　 定置網漁業経営安定化対策事業補助金および
　 小型漁船漁業就業者確保・育成事業補助金　　2,700万円

　 新

　 新

　 新
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防災行政無線デジタル化事業【Ｈ２４～Ｈ２６継続事業】
　6億2,662万円（H26）　18億 6,393万円（H24～H26事業費）

　消防団詰所新設工事　5,691万円

　防犯対策事業（防犯カメラ設置）　418万円

　非構造部材点検および天井撤去設計業務　5,481万円

　三芳幼保一体施設管理事業（自園給食の開始）　1,015万円

預り保育事業　3,491万円

子育て支援拠点事業　977万円

自主防災組織補助事業　394万円

病児・病後児保育事業　207万円

２　安心・安全なまちづくり

３　子育て支援

　消新

　防新

　非新

三新
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５　保健・医療・福祉の充実

　臨時福祉給付金給付事業　　　　1億6,113万円
　子育て世帯臨時特例給付金給付事業　5,042万円

　介護予防通所事業「お達者サロン」 　775万円

４　地域交通・外出支援の充実

市営路線バス管理事業　2,186万円

地域生活路線バス維持事業　4,031万円

外出支援サービス事業　687万円

災害時要援護者支援事業　117万円

臨
子新

　介新

内房地域 朝夷地域

月 富山ふれあいスポーツセンター 和田地域福祉センターやすらぎ
火 富山ふれあいスポーツセンター 白浜保健福祉センターはまゆう
水 とみうら元気倶楽部 丸山公民館
木 三芳保健福祉センター 白浜保健福祉センターはまゆう
金 富山コミュニティセンター ちくら介護予防センターゆらり

曜日
地域
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６　教育の充実

特別支援教育総合推進事業　5,248万円

学校図書サポート員配置事業　588万円

放課後学習教室事業　302万円

学習講座事業　671万円

学力向上推進事業　250万円

学校給食事業の米飯給食・地場産物導入事業　1,000万円

　南房総英会話スクール事業　450万円

　 丸山運動広場利活用推進事業　1,798万円

小学校英語活動指導者配置事業　515万円

　 丸新

　南新
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富山小中一貫校・幼保一体化施設等建設事業【H24～H２７継続事業】
12億4,033万円（H26）
35億6,947万円（H24～H27事業費）

三芳幼保一体化施設建設事業【H24～H２６継続事業】
1億6,080万円（H26） 
8 億 4,528万円（H24～H26事業費）

千倉幼保一体化施設整備事業　6億1,296万円

富浦幼保一体化施設整備事業　1億6,725万円

教育複合施設の建設

　社会体育施設（丸山体育館改修など）　2億7,723万円

　史跡里見氏城跡・岡本城跡整備事業　199万円

　社新

史新

三芳幼保育一体化施設
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８　協働のまちづくり

地域づくり協議会支援員設置事業　3,233万円

地域づくり協議会交付金 665万円

まちづくりチャレンジ事業補助金　490万円

道路改良、舗装、橋りょう修繕、排水整備工事など
3億4,210万円

７　社会資本整備

　し尿処理施設建設事業 1,161万円　新

地区 路線名等 工事箇所 計画延長 事業内容
富山 市道  市部 30号線 合戸（富山中学校入口） 660m 用地・補償・改良工事
富浦 市道  青木 9号線 青木（富浦中学校付近） 110m 舗装修繕工事
三芳 市道  三芳 6号線 府中（旧県道・館山市境付近） 100m 改良工事
白浜 市道  小浜 2号線 白浜（名倉地蔵様付近） 150m 舗装新設工事
千倉 市道  千倉 13号線外 南朝夷（旧朝夷小学校付近） 210m 用地・補償・改良工事
丸山 市道  三芳 5号線 丸本郷（三山トンネル付近） 570m 舗装修繕工事
和田 市道  和田 115 号線 黒岩（旧北三原小学校脇） 40m 改良工事
市内 15橋りょう 市内全域 橋りょう補修工事
市内 15トンネル 市内全域 トンネル点検
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９　環境保全

合併処理浄化槽設置整備事業　1億2,314万円

　防犯灯ＬＥＤ化事業　1億1,609万円

環境都市づくり推進事業　136万円

施設園芸用木質バイオマス暖房機設置促進事業　200万円

１０　行財政改革の推進

浄水場集中監視システム整備費用出資金【Ｈ２５～Ｈ２６継続事業】
1億666万円（H26） 　　2億1,690万円（H25～H26事業費）

　（仮称）白浜コミュニティセンター建設事業　3,234万円

スクールバス運行委託 
1億 3,363万円

学校給食調理業務委託
9,748万円

　防新

新
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個人市民税
（35.7％）
個人市民税
（35.7％）

固定資産税
（51.2％）
固定資産税
（51.2％）

軽自動車税
（2.7％）
軽自動車税
（2.7％）

市たばこ税
（5.7％）
市たばこ税
（5.7％）

入湯税
（1.0％）
入湯税
（1.0％）

法人市民税
（3.7％）
法人市民税
（3.7％）

36

37

38

39

40

41

42

43

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

39億円39億円 39億1千万円39億1千万円

42億4千万円42億4千万円
42億2千万円42億2千万円

40億6千万円40億6千万円

39億9千万円39億9千万円 40億円40億円

39億1千万円39億1千万円 39億1千万円39億1千万円

38億2千万円38億2千万円
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一 般 会 計

公共用地取得事業特別会計

286億4,917万円

525万円

（平成25年度末）

水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

23億4,444万円

749万円

（平成 25 年度末）

国から補てんされる額
240億381万円
83.77％

国から補てんされる額
240億381万円
83.77％

市が実際に負担する額
46億5,061万円

16.23％

市が実際に負担する額
46億5,061万円

16.23％

借金
貯金

（億円）

0
50
100
150
200
250
300
350

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ25Ｈ24

287億円287億円

196億円196億円

Ｈ18Ｈ17 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ25Ｈ24Ｈ21

財政調整基金 ※1
減債基金 ※2
その他特定目的基金 ※30

10
20
30
40
50
60
70
80
90 89億円（その他特定目的基金）89億円（その他特定目的基金）

70億円（財政調整基金）70億円（財政調整基金）

37億円37億円

（億円）
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１年間の収入状況 １年間の支出状況

収入項目 支出項目H26
(対前年度比 )

H26
(対前年度比 )

基本給与
（市税）

食費
（人件費）

諸手当
（分担金及び負担金）

医療費
（扶助費）

パート収入
（使用料及び手数料）

光熱水費、通信費、
その他の支出
（物件費など）銀行からの借入れ

（市債） 家の増改築
（投資的経費）貯金の取崩し

（繰入金） 子どもへの仕送り
（特別会計への繰出金）親からの仕送り

（地方交付税など） 借金返済
（公債費）親から特別に

もらう仕送り
（国・県支出金など）

貯金
（積立金）

臨時収入
（その他）

計

計

109万300円
(-23万9,700円 )

119万4,500円
(-32万4,700円 )

4万6,500円
(-6,600円 )

66万1,700円
(-10万7,700円 )

8万2,800円
(-2万1,500円 ) 193万7,900円

(-22万3,500円 )92万4,400円
(14万7,700円 ) 124万100円

(49万2,300円 )77万8,800円
(76万3,300円 ) 53万1,700円

(-15万7,900円 )292万1,400円
(-67万4,900円 ) 97万9,100円

(-10万1,200円 )
94万8,200円
(6万800円 )

45万5,000円
(42万2,700円 )

20万7,600円
(-2万9,100円 )

700万円

700万円
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○保険給付費の支給　４５億３,９９８万円

○特定健康診査事業　４,６９４万円

○疾病予防事業　１,６５６万円

○居宅介護サービス給付事業　１５億６,３１１万円

○地域密着型介護サービス給付事業 ６億５,７４３万円

○施設介護サービス給付事業　１７億７,３８８万円

○包括的支援事業 ３,９３３万円

収益的収支
　　収入　１６億　　１２１万円
　　支出　１５億２,８７７万円
資本的収支
　　収入　　２億４,５９２万円
　　支出　　６億８,３５８万円

○石綿管更新事業　１億２,１５５万円

○浄水場集中監視システム設備工事　１億５,７８８万円

収益的収支
　　収入　５億９,２５５万円
　　支出　５億９,２５５万円
資本的収支
　　収入　　　２,２２７万円
　　支出　　　３,２６２万円
○医療機器購入事業　３,１１３万円

主な特別会計、公営企業会計


