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平成27年度予算が決まりました
一般会計予算は806億9,000万円

　市の予算は、一般会計のほかに五つの特別会計
と企業会計（病院事業）があります。すべての会計
を合わせた予算総額は1,461億4,295万円で、対
前年度53億5,984万円、3.8㌫の増加となりまし
た。

■市税は対平成26年度1億900万円増
　市が自ら調達できる「自主財源」の大半を占める市税
は350億5,200万円で、前年度と比べて1億900万
円、0.3㌫の増加となりました。自主財源全体として
は、繰入金の減少などにより7億2,433万円、1.7㌫
の減少となっています。
■国庫支出金、県支出金も増加
　国や県などからの交付金や借入金などの「依存財源」
は379億4,137万円で、対前年度40億7,433万円、
12.0㌫の増加となりました。このうち、国庫支出金
は対前年度2.7㌫の増、県支出金は対前年度10.8㌫
の増を見込んでいます。

■義務的経費では扶助費が対平成26年度7.7㌫増
　扶助費、人件費、公債費の合計である義務的経費
は376億5,471万円で、対前年度10億6,012万円、
2.9㌫の増加となりました。特に扶助費は、保育所運
営費負担金事業、幼稚園施設型給付事業などの増加に
より、対前年度15億1,716万円、7.7㌫の増を見込
んでいます。
■投資的経費が対平成26年度16.7㌫増
　投資的経費は大和駅東側第４地区市街地再開発関連
の施設整備事業、小学校防音設備整備事業、スポーツ
センター施設大規模改修事業などの増加により、対前
年度21億4,062万円、16.7㌫増となっています。

区　分 予算額 増減率
一般会計 806億9,000万円 4.3%

特別会計

国民健康保険事業 284億1,949万円 14.1%
下水道事業 78億3,430万円 13.6%

渋谷土地区画整理事業 18億1,447万円 ▲31.5%
介護保険事業 125億8,311万円 0.8%

後期高齢者医療事業 23億3,062万円 6.4%
企業会計 病院事業 124億7,096万円 ▲12.8%

合　計 1,461億4,295万円 3.8%

すべての会計を合わせた予算総額は
1,461億4,295万円

平成27年度各会計別当初予算

各会計別当初予算の概要

一般会計歳入の概要 一般会計歳出の概要

その他
21億2,992万円（2.6％）

扶助費
211億203万円
（26.2％）

人件費
131億8,898万円
（16.3％）

公債費
33億6,370万円（4.2％）

投資的経費
149億3,055万円（18.5％）

義務的経費
376億5,471万円
（46.7％）

歳出
806億
9,000万円

物件費
115億843万円
（14.3％）

繰出金
83億9,214万円
（10.4％）

補助費等
60億7,425万円
（7.5％）

その他　44億1,654万円（5.4％）

地方交付税　9億6,000万円（1.2％）

市税
350億5,200万円
（43.4％）

繰入金
23億9,926万円
（3.0％）

諸収入
19億2,109万円（2.4％）

使用料及び手数料
16億7,152万円（2.1％）

その他
17億476万円（2.1％）

依存財源
379億4,137万円
（47.0％）

自主財源
427億4,863万円
（53.0％）

国庫支出金
171億7,170万円
（21.3％）

市債
101億1,200万円
（12.5％）

県支出金
49億613万円
（6.1％）

地方譲与税　3億7,500万円（0.5％）

歳入
806億
9,000万円

歳入 歳出

問い合わせは▶市役所財政課財政担当☎（260）5324　  （261）4592。
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　全市立小学校で
　　「放課後寺子屋やまと」を実施
　放課後の学校で児童が宿題などに取り組む
「放課後寺子屋やまと」の実施を全市立小学校
に拡大。すでに実施している6校では対象を
全学年に拡大し、新たに実施する13校では4
～6年生を対象とします。
（学力向上対策推進事業／65,752千円／指導室）

　地域の「居場所」を増設
　「ぷらっと中央林間」に
続き、誰でも気軽に立ち
寄り相談などができる地
域の居場所・相談所を、
市内中部と南部の計2か
所に増設します。
（地域の相談所・居場所運営事業／11,410千円／高
齢福祉課）

　高年齢者の「見守り事業」充実
　昨年10月に実施し
た、一人暮らしの高年
齢者などが緊急時に通
報できる緊急通報シス
テムの、対象要件の緩

和・利用料金の値下げを継続します。
（高齢者見守り事業／20,517千円／高齢福祉課）

　大和スポーツセンターに
　　　　　　冷暖房設備を設置
　同センター体育会館の第1体育室に、輻

ふく

射
式床冷暖房設備を設置します。競技中に風の
影響を受けないよう、気流がほとんど発生し
ない方式を採用します。
（スポーツセンター施設大規模改修事業／806,851
千円／スポーツ課）

　大和ゆとりの森に
　　　　スポーツ広場などを整備
　7月完成予定の大規模多目的スポーツ広場
や南側の駐車場を整備。このほか、更衣室棟
や軽スポーツ広場、公園連絡橋などを整備し
ます。
（ゆとりの森整備事業／519,951千円／みどり公園
課）

　太陽光利用に関する
　　　補助メニューを充実
　太陽光発電などの補助メニューとして、新
たにH

ヘ ム ス

EMS、リチウム
イオン蓄電池の設置に対
する補助を追加します。
（太陽光発電等推進事業／
12,274千円／環境総務課）

　がん患者などに
　　　　ウィッグ購入費を助成
　抗がん剤治療などにより脱毛した人に対
し、精神的苦痛の緩和を図るためにウィッグ
購入費の一部を助成します。
（がん患者等ウィッグ購入支援事業／2,400千円／
健康づくり推進課）

　建築物の耐震化などを促進
　市が指定した耐震診断義務路線の沿道建築
物を対象に、耐震診断費を補助します。また、
市内全域の既存の木造戸建て住宅などを対象
に不燃化・バリアフリー化改修工事費を補助
します。
（建築物の耐震化等促進事業／36,740千円／建築指
導課）

　光丘中の電車通学の生徒に
　　　　定期券代を全額補助
　文ヶ岡小学校区から光丘中へ電車を利用し
て通学する生徒に対し、定期券代（6か月分×

2回／年）を全額補助
します。
（通学区域設定・変更事務
／8,996千円／学校教育
課）

　「病児おむかえサービス」実施
　新たに病児・病後児の預かり・送迎などの
サービスを実施するため、子育て中の家庭を
支援するファミリーサポートセンターの相互

援助活動メニューに「病児おむか
えサービス」を追加します。
（ファミリーサポートセンター事業／
12,985千円／保育家庭課（4月から
はすくすく子育て課））

　放課後児童クラブの対象
　　　　小6まで拡大
　小学1～3年生としていた放課後児童クラ
ブの受け入れ対象を、
小学1～6年生に拡大し
ます。
（放課後児童クラブ事業／
322,095千円／こども・
青少年課）

　全コミセンに防犯カメラ設置
　安心して施設を利用で
きるよう、コミセン全
20館に2台ずつ防犯カ
メラを設置します。
（コミュニティセンター施設
整備事業／41,507千円／生活あんしん課）

　住民票の写しなどを
　　　　　「コンビニ交付」
　住民票の写
し、印鑑登録証
明書をコンビニ
の多機能コピー
機により交付す
るサービスを開始します。
（諸証明交付事務／168,415千円／市民課）

　「自転車通行空間」さらに充実
　自転車で安全・快適
に通行できる空間を創
出するため、自転車通
行帯などの標示をさら
に充実します。
（自転車利用環境推進事業
／139,483千円／道路安
全対策課）

　「親子d
で

e健康診査」を実施
　1歳6か月児歯科健康診査時に、任意で親
の血液検査を実施。生
活習慣病の早期発見な
ど親の健康づくりを支
援します。
（親子de健康診査事業／
11,374千円／健康づく
り推進課）

　民間保育所の整備を支援
　平成27年度予算では6園の整備を支援し、
359人分の定員を拡大します。この整備が完
了すると、昨年4月
1日と比べ、定員が
1,000人以上増加し
ます。
（民間保育所建設・増設支援事業／464,753千円／
保育家庭課（4月からはほいく課））

昨年4月1日比
1,000人以上
定員増へ

　公園に「健康遊具」を増設
　高年齢者をはじめ、多
くの人の健康増進を図る
ため、平成26年度は15
公園に90基の健康遊具を
設置。同27年度は30公
園に75基を設置します。
（健康遊具設置事業／59,271
千円／みどり公園課）

このほかにも、
「健康創造都市やまと」
の実現に向けて、さま
ざまな事業に取り組み
ます。

平成27年度予算の主な事業

※括弧内は、紹介内容を含む事業名／予算額／担当課。


