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平成29年度 予算の主な事業
市議会3月定例会で可決された、平成29年度当初予算の主な事業をご紹介します。

自転車の利用環境を整備
　自転車道、自転車
通行レーン、ナビマー
クなどの整備を進め、
自転車の利用環境を
向上させます。

(自転車利用環境推進事業／123,403千円／道
路安全対策課)

市立病院の小児救急
24時間365日体制へ

　市立病院の小児科医
師を増員し、小児科の
二次救急医療機関とし
て、入院を要するよう
な小児の重症患者を

24時間365日受け入れます。
(市立病院病院総務課)

（　　）内は、事業名/予算額/担当課
※予算額には紹介内容以外の金額も含みます。

保険付き自転車運転免許証の
交付を中学生まで拡大
　自転車利用者が加害者となる事故の
際に、最大1億円まで支払われる損害賠
償補償が付いた同免許証
の交付対象を、小学5年
生〜中学3年生とします。
 (交通安全啓発事業／16,570千円／道路安全対
策課)

防犯灯を600灯新設
　夜間も安心して街を
歩けるよう防犯灯の増
設を推進し、体感治安
と犯罪発生抑止効果を
高めます。

(防犯灯設置事業／76,160千円／生活あんしん
課)

ヤマトン健康ポイントを通年で実施
　対象事業に取り組
んで応募すると景品
が当たる「ヤマトン
健康ポイント」の取
り組みを年間を通じ
て実施します。
(大和市健康ポイント事業／4,536千円／健康づ
くり推進課)

大和圃
ほ

場跡地を、
防災機能を備えた公園に整備
　大和圃場跡地を防災機能を備えた公
園とするため、雨水調整池の上部利用
に向けた整備や消火設備などの設置を
進めます。

 ((仮 称)大 和 圃 場 跡 公 園 整 備 事 業 ほ か ／
112,255千円／みどり公園課ほか)

民間保育所などの整備を推進
　待機児童対
策として、民
間保育所など
の建設・増設
支援に取り組
みます。 
(民 間 保 育 所 建 設・ 増 設 支 援 事 業 ほ か ／
232,915千円／ほいく課)

中学校の少人数指導などの
学習支援を全校に拡大
　中学校における少人
数指導や5・6時間目
の授業および放課後の
時間を活用した学習支
援を全校で実施します。
(学力向上対策推進事業／137,480千円／指導
室)

旧図書館・旧生涯学習センター
活用へ
　旧図書館・旧生涯学習センターを市民
の皆さんが気軽に集い、交流を深めるこ
とができる施設に整備します。来年4月
のオープンを予定しています。

 (図書館施設改修事業ほか／681,099千円／図
書・学び交流課ほか)

中央林間駅周辺のまちづくりを推進
  平成30年度のオープ
ンに向け、図書館、子
育て支援施設、市民課

窓口が入る東急中央林間ビル内の施設
とアリーナなどが入る旧市営緑野住宅
跡地の施設の整備を進めます。
 (中央林間駅周辺まちづくり事業／1,723,352
千円／街づくり総務課)

ボール遊びもできる公園を増設
　楽しく遊べる
公園環境を整え
るため、市内公
園に防球ネット
を備え、ボール
遊びもできる公園を増やします。
(既設公園等大規模改修事業／184,472千円／
みどり公園課)

歩いて健康になる事業を推進
　ウオーキングイベント
や講演会などを実施し、
歩くことによる健康づく
りを推進します。

(歩く健康づくり事業／5,798千円／健康づくり
推進課)

徘
は い

徊
か い

高齢者などを早期に
発見するための対策を強化
　徘徊高齢者などを早期
に発見・救助するため、
小型GPS端末とそれを入
れて履く専用シューズの
利用支援を開始します。
 (地域支援任意事業(高齢福祉関連) ／22,290千
円／高齢福祉課)

「人の健康」
「まちの健康」
「社会の健康」
さまざまな施策が
盛り込まれているね

地域の防犯活動を推進
　ウオーキングやジョギング時などに
併せてパトロールをする「(仮称)健康防
犯パトロール」の実施などにより防犯意
識を高め、地域の防犯活動を推進しま
す。

 (地域防犯活動推進事業／19,378千円／生活あ
んしん課)
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平成29年度予算が決まりました
一般会計予算は 平成28年度比0.1㌫増の 753億1,000万円

歳入 歳出

市税は対平成28年度1億5,960万円増
　市が自ら調達できる「自主財源」の大半を占める市税は355
億4,600万円で、対前年度で1億5,960万円、0.5㌫の増加とな
りました。自主財源全体としては、財産収入の増などにより、
対前年度5億4,785万円、1.3㌫の増を見込んでいます。
※自主財源とは…市が自ら調達できるお金
　市税とは…市民の皆さんや市内の事業者などが納める税

国庫支出金、県支出金は減少
　国や県からの交付金や借入金などの「依存財源」は321億
1,667万円で、対前年度で4億6,785万円、1.4㌫の減となりま
した。このうち、国庫支出金は対前年度6.4㌫、県支出金は3.1
㌫減となっています。
※依存財源とは…国や県からの補助金・交付金や借入金など
　国庫（県）支出金とは…特定の事業のために国（県）から交付される負
　　担金、補助金、委託金

■すべての会計を合わせた予算総額は、
　1,444億3,988万円
　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、1,444
億3,988万円で、対前年度7億9,692万円、0.6㌫増となっています。

義務的経費では扶助費が対平成28年度2.7㌫増
　扶助費、人件費、公債費の合計である義務的経費は385億
5,157万円で、対前年度5億8,112万円、1.5㌫増となりました。特
に扶助費は、保育所の増設により保育所への給付費が増加するこ
となどにより、対前年度5億9,654万円、2.7㌫増となりました。
※義務的経費とは…支出が義務づけられ、任意に節約できない経費
　扶助費とは…生活保護法、児童福祉法などの法令などに基づく福祉的経費

投資的経費、物件費、補助費等は減少
　投資的経費は、中央林間駅周辺まちづくり事業などを実施しま
すが文化創造拠点整備の終了により0.4㌫減、物件費においても
同拠点の開設準備経費が減額となることから1.2㌫減、補助費等
も臨時福祉給付金給付事業が減額となることから6.2㌫減となっ
ています。
※投資的経費とは…道路工事や建物などの建設事業費や用地の購入費
　物件費とは…旅費、消耗品費、委託料などの消費的経費
　補助費等とは…団体への負担金、補助金など

問い合わせは▶市役所財政課財政担当☎046-260-5324　  046-261-4592。
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各会計別当初予算の概要
区　分 予算額 増減率

一般会計 753億1,000万円 0.1% 
特別会計 国民健康保険事業 290億2,032万円 0.1% 

下水道事業 78億6,836万円 ▲1.9% 
渋谷土地区画整理事業 15億 865万円 ▲9.5% 

介護保険事業 146億7,871万円 5.2% 
後期高齢者医療事業 26億 309万円 3.3% 

企業会計 病院事業 134億5,075万円 1.7% 
合　計 1,444億3,988万円 0.6% 

※上記の各数値は端数処理のため、実際の数値と若干異なる場合があります。
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平成29年度各会計別当初予算


