
平成21年度 当初予算の概要

:行財政運営の基本となる市税収入が大幅に減少する非常に厳しい財政環境の中、将来の発展を見据え …  :
: 職員の人件費及び既存事業の徹底した精査による経費の削減と        :
:  公有財産の有効活用及び受益者負担の適正化による歳入の確保に努め    :
:    安心安全な市民生活の確保と時代に対応したサービスの充実をはかる :: :

◎景気悪化に伴い、増収傾向から急激に減少する

市税及び譲与税等の一般財源 ¨

◎急激に減少する市税等の財源を補てん

するため、基金残高も減少…
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【予想を超える市税の減収 :図 1】

20年度の市税収入については、当初、景気が回復傾向

にあつたので増収になると見込んだが、秋以降の急激な景

気悪化lcよ り、法人市民税等が大幅に落ち込み、473億
円が454億円まで減少(▲ 19億円)する見込みにある。

21年度予算においても、景気のさらなる悪{ヒが予想され

ることから439億円を計上し、前年度予算と比較すると

▲34億円の大幅な減収となる。

【基金と市債の状況 :図 2,3】

市税等の大幅な減収に対応するため、20年度は財政調

整基金を18億円取り崩す予定であり、基金残高は40億
円から22億円に減少することになる。市債について●u、

国の減税市」度や国税の減収を補うための赤字補てん債の発

行が続き、市債残高は1曽加する状況にある。

◎財源補てんのための赤字補てん債の
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【21年度以降の取組み】

21年度予算編成においては、今後も続くことが予想

される景気悪化に備え、財政調整基金の取り崩しは行わ

ず、職員給等の肖嚇 や徹底した事業の精査による経費の

見直しと使用料等の受益者負担の適正イヒによる歳入の確

保に努めた。22年度以liの予算編成においても、適切

な基金の活用と書実な事業の見直しの実践により、厳し

い状況に対応していく。

22年度以降の収支は、現行常1度を基本に
現在の経済情勢等を考慮し推計する。

希望と活力1瘍お た文をのまち

ιlばらき の実現 ′′
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平成21年度 当初予算の概要

[対前年度▲9. 9億円(▲ 1 3%)20年度6月補正後予算 751億 9千万円 ]

1予算総額

742億 円

2歳入の状況

3歳出の状況

主な見直し項目 見直し額

1 尉員給等人件費の削減 506百万円

2 公共施設駐車場の有料化 50百万円

3 公民館講座の有料化 14百万円

4 青少年センターの愛センターヘの分館化 147百万円

5 障害者福7■金の見直し 69百万円

6 敬老祝金の見直し 30百万円

7 高齢者世帯家賃助成の見直し 40百万円

8 団体補助金等の見直し 20百万円

9 議員手当 政務調査費の見直し 34百万円

主なサービス充実事業 事業費

1 学校施設のm」震化 671百万円

2 妊婦一般健診の公費助成の拡充 81百万円

3 乳幼児医療助成制度の拡充
(小学校2年生まで入院通院の医療費を助成)

15百万円

4
一時保育事業の拡充 (子育て支援センタでの実施、市民の
行事への出前型保育の実施)

10百万円

5 e―Learningに よる放課後学習会の実施
(いばらきっ子スタディ活用推進)

3百万円

6 緊急雇用対策事業 [市単独]

(正規雇用促進奨励金、商店街等のマナー向上対策)
17百万円

7 防災公園の整備 1,100百 万円

8 中学校普通教室エアコン設置 359百万円

9 新型インフルエンプ対策 6百万円

項  目 H21予算
H206月
補正後予算

H21-H206 主 な 増 減 内 容

市税 4394 4732 ▲338
景気悪化に伴う減

法人税割▲228億円 市たばこ税▲4億円
個人所得割▲33億 円 固定資産税▲32億円

譲与税・交
付金

491 512 ▲ 21 酉]当冨」▲22億円 自動車取得税▲21億円
株式等譲渡所得害J▲ 14億円 地方消費税2 5億円

国庫支出金 853 777 76
体育施設整備37億円 小中学校大規模改造33億円
障害者介護綸付15億円 生活保護11億円
私立保育所運営1億 円 小中学校建設▲39億円

繰入金 52 66 ▲ 14 財政調整基金▲6億円 縁fじ基金1億円
社会教育施設整備基金4億円

市債

赤字補てん債

建設債
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臨時財政対策債

体育館建設債92億円 防災公園整備債85億円
街路整備債▲41億円 道路新設債▲15億円

項  目 H21予 算
H206月

補正後予算
H21-H206 主 な 増 減 内 容

人件費 1601 1664 A63 鐵員結▲06億円
[給料▲23億円 圃員手当▲43億円 共済 1億円]

物件費 1348 1437 A89
市長・市議選挙▲09億円 住基カド活用▲06億円
駐車場管理▲05億円 市庁舎管理▲04億円
市民会館等管理▲04億円 市制60周年▲03億円

扶助費 1508 1481 27 私立保育所運宮費38信円 目立支援結艘 億円
障害者福祉金▲07億円 高齢者家賃助成▲04億円

補助費等 503 528 A25 市税等還付金▲37億円 敬者祝金▲031患円
私立保育所運営補助13億円

投資的経費 877 834 43

(仮称)南地1或体育館建設162億円
防災公園整備97億円
彩都西中施設取得▲92億円 街路整備▲71億円
彩都西小増築▲46億 円

繰出金 880 842 38 国保44億円 下水 1億 円 後期高馳 6億 円
介護05億円 者健▲23億円 水道▲04億円

積立金 34 53 A1 9 衛生処理施設▲1 文イヒ施設▲1億円



平成21年度予算編成における主な見直し項目

項

番 対 象 項 目 見 直 し 内 容 等
見直 し級

事業費 |一般財源

◆個人給付の見直し◆

18歳以上1級及び2級の場合

支給額を半額にす る。
20,000円 /年→10,000円 /年

77歳支給を廃止する。
15,000円 /年→廃上

支隻碁竪霞射イ〔紆:16鵠 /月 →5,000円 /月高齢者世帯家賃助成

文給金額を半額にする。
10,000円 /月 →5,000円 /月

在宅寝たきり老人等介

豊川・沢良宜・総持寺青少年センターを、愛センター

の分館 とする。               __
件費103,000千円 管理経費44,000千 円

青少年センターのあい

センターヘの分館化

◆職員給の見直 し◆

行政職給料表 (三)を行政職給料表 (二)に統合す

る。

期末勤勉手当加算措置を2年間凍結する。

壇線y達轟きズ
14套

用予定者数51人

◆議会の見直し◆

期末手当カロ算措置を2年間凍結する。

交付額を半額にする。
80,000円 /月 →40,000円 /月

◆団体補助金の見直 し◆

各団体への運営補助金を削減する。
一律 2割肖」減

◆受益者負担の適正化◆

通年講座の受講料を徴収する。

250円 /回民館講座の見直し

市民全般

小中学校施設の使用料の減免について、スポーツ施設

の減免規定を準用し、徴収する。
小中学校施設使用料の

見直し

公共施設の駈車場を相科46う 0。  羽に

施設数 31か所  実施時期 :10月 から

霞合:5便雰ム::|:::革昌※通年ベース

5,000円 ×350頭

◆保険料の見直し◆

年収入3,116千円の場合
224090円 /年→226,910

保襟棋iζ基1:墓
る
l,847円 /月 ―→3,877円 /月
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平成 21年度予算編成における主な充実事業

項

番 対象 項   目 拡 充 内 容 等
拡充額

事業費 一般財源

◆学校教育施策◆

1
児童・生徒
市民全般

1檀

校施設の耐震化の推

|

醤辱I信量子書『
峰鬼雪景ギ重倉源麿禽蓬獣勿≧:需

|

671,000 158,000

2 児童・生徒
いばらきっ子スタディ
活用推進事業

e learningを活用し、専門の学習支援者を外部人材
から配置し、「放課後学習会」を実施する。各校毎週
1回 年間30回開催

3,000 3,000

3 生徒
中学校普通教室エアコ
ン設置

生徒の教育環境の向上を図るため、普通教室にエアコ
ンを設置する。
平成21年 7月 供用開始予定 [平成20～ 21年度継続事業]

359,000 64,000

◆子育て支援施策◆

4 子育て世帯
妊婦一般健康診査の公
費助成の拡充

妊婦一般健康診査費用の負担軽減を図るため、現行 3

回までを14回 までの助成制度に拡充する。
81,000 37,000

5 子育て世帯
乳幼児医療費助成の拡
充

子どもを養育する家庭の経済的負担を軽減するため、
医療費助成の対象年齢を小学校 2年生まで拡充する。
実施時期 :11月 から

15,000 15,000

6 子育て世帯 一時保育事業の拡充
子育て支援総合センターにおいて、在宅で子育てをし
ている保護者の育児負担の軽減を図るため、通院やリ
フレッシュ等を目的にした一時保育を実施する。

7,000 0

7 子育て世帯 出前型一時保育事業
市が主催する講演会及び市民が主催する公民館等での
学習会等に一時保育を導入 し、乳幼児を持つ保護者が
参加 しやすい環境づくりを行 う。

4,000 2,000

◆労働福祉施策・雇用対策◆

①失業中の市民等を市内の事業所が正規雇用した場合
に奨励金を交付する。支給額 :300千 円/年/人
②失業中の市民を路上喫煙禁上等のマナー啓発員とし
て雇用する。

防災公園街区整備事業
(西河原公園)

災害時の広域避難地としての防災機能と市民の憩いの

場としてのレクリエーション機能を備えた公園を整備
する。平成24年 4月 完成予定

インフルエンザ対 新型インフルエンザの発生に備えて、救急隊員が着用
する感染防止衣服等を購入する。 (3か年で整備)

生涯を通じてスポーツに親 じむことができる環境づく
りのため、南地域に 3番 目の地域体育館を建設する。
平成22年 4月 供用開始予定 [平成20～ 21年度継続事業 ]

路・街路整備事業

歩行者の安全確保及び交通渋滞の解消を図るため、道
路・街路の整備を推進する。
[道路]宿久庄二丁目安威一丁目線、総持寺停車場線

交差点改良 ほか
[街路]茨木松ケ本線、山麗線 ほか

駅前の環境整備及び市民等の通勤通学等の利便向上の
ため、自転車駐車場を整備する。
(仮称)松ケ本自転車駐車場 収容約675台 、
(仮称)JR茨木駅前広場自転車駐車場 収容約100台
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