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特集　くーまんとペン子の

 予算 のおはなし
よさん

問合せ　財政課　財政係☎運９１２５　－特集　１１ページまで－

くーまん
廿日市市在住
まちのことに
ちょっと詳しい

ペン子
廿日市市在住
好奇心旺盛な
女の子

わたしたちの暮らしと、
密接な関わりを持っている
廿日市市の予算。
でも、皆さんの中には、「予算って何？」
「難しくて、自分には関係ないよ」
と思っている方もいるかも知れません。
そこで、今回の特集では、
この「予算」をなるべく
分かりやすくお伝えしたいと思います。

うん。

ところで、わたしたち、

このところ、

よく登場させられるわね…。

へー、そうなの。

ところで、

予算ってなあに？

ねえねえ、ペン子。

平成２３年度の廿日市市の予算が決まったよ。

みんなのお家でも、お金について、

いろいろと計画を立てるよね。

市の予算もそれと同じなんだ。

市の財布は全部で３つ

企業会計特別会計一般会計

民間企業のように利

用料金などの収益で

運営している会計

国保税など使い道が決

まっていて、収支を明

確にするため、一般会

計と分けている会計

福祉や教育、道路整

備など、行政の基本

的な事業の会計

予算っていうのは、１年間にどれだけのお金が

入ってきて、それをどんな仕事にどれだけ使うか

を決めたものなんだよ。

それによって、僕たちの生活にも影響するんだ。

それをこれから見ていこう。

平成２３年度の

予算って、

どういう考え方で

つくられてるの？
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これがその総合計画の

基本的な考え方なのね。

健やかな暮らしを支え、

安全で快適に暮らせるはつかいち

基本目標

１

新たな魅力と活力を創出し、

交流するはつかいち

基本目標

２

魅力ある資源を上手につなぎ、

市民満足度を高めるはつかいち

経営
理念 第５次廿日市市総合計画の基本理念

　人と人がつながり、信頼し合い、それをエネルギー

としてまちづくりを進めること、それぞれの地域の

資源を生かした個性あるまちづくりを進めながら、

　　　　地域と地域がつながり、助け合い、

　　　　新しい廿日市市をつくっていくこと

平成23年度予算の

基本的な
考え方

その中で、

まちづくりの方向性として

基本目標を２つと、

経営理念を掲げて予算を

つくっているんだよ。

市の台所事情（財政）がしっかりしていな

いと、まちづくりができないんだ。これか

らも安定した運営ができるように健全化の

取り組みを行っているんだよ。

ポイント２

この第５次廿日市市総合計画では、

環境、子育て、観光・交流の３つが

重点的な取り組みなんだ。今年の予

算も、その３つが大きなポイントに

なってるんだよ。

次のページ

から数字を

使って説明

するよ。

次の世代の負担の

ことも考えた

予算なんだね。

環境

子育て

観光・交流

くーまんとペン子の予算のおはなし
　平成23年度廿日市市予算

特集

この予算は、市の将来像や

その実現のための方針、施策、

推進のための手法などを示した

第５次廿日市市総合計画に

基づいてつくられているんだよ。

ポイント１
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福祉サービスの提供などに

借入金の返済に

道路や市街地の整備などに

コミュニティの推進などに 

教育の充実に

保健医療やごみ処理などに

消防・救急や防災対策などに

その他

 11万7,500円

 5万1,900円

 3万8,600円

 3万7,600円

 3万2,900円

 2万9,800円

 1万8,200円

 2万1,300円

一般会計予算の総額は、411億6,000万円

一人
当たり
に換算すると

市民１人当たりに換算すると
１人当たり
　３４万７，８００円

※平成２３年４月１日現在の人口
　１１８，３５３人、４８，６７１世帯で計算

市税
１５５億６，７９４万円

地方交付税
８２億５，０００万円

国・県支出金
７２億２，１３５万円

借入金（市債）
５２億４，２８５万円

交付金（地方譲与税など）
１８億３，５７７万円 その他　３０億４，２０９万円

歳入総歳入総額額

４１１億４１１億６６，，０００万０００万円円

福祉サービスの提供などに
１３９億６５９万円

歳出総歳出総額額

４１１億４１１億６６，，０００万０００万円円

借入金の返済に
６１億４，０５６万円

道路や市街地の整備などに
４５億７，２８４万円

コミュニティの推進などに
４４億４，７４６万円

教育の充実に
３８億９，５３３万円

保健医療やごみ処理などに
　３５億２，１７３万円

消防・救急や防災対策などに
２１億５，４８１万円

その他　２５億２，０６８万円

市の１年間の収入のことを歳入、支出のこ

とを歳出といいます。平成２３年度の一般会

計の歳入歳出は、４１１億６，０００万円。前年度

と比べて３．８％の増加となっています。

一般会計
予算の概要

一般会計予算の総額は、４１１億６，０００万円。

それを人口で割ると、一人当たりどれだけの

予算が使われるかが分かるんだ。

１世帯当たり
　８４万５，７００円

これだけのお金が、

今年１年間に、

わたしたち市民一人

一人に使われるのね。

それでは、一般会計を

説明しよう。

平成２２年度と比べると…平成２２年度と比べると…

福祉サービスの提供などに

＋９億６，５９３万円

子ども手当てや、障がい者
福祉サービス、生活保護費
などが増加しています。

保健医療やごみ処理などに

＋１億１，６５３万円

子宮 頸 がん予防ワクチン
けい

接種や、がん検診の事業
が増えたことなどにより、
増加しています。

借入金（市債）

＋８億３，１９３万円

市の借入金。小学校の耐
震化工事などのため、新
たな借入金が増加してい
ます。

地方交付税 ＋７億円

国から交付されるお金。
4年連続で増加しています。

市税 ▲１億４，７８８万円

法人市民税などは増加し
ていますが、個人市民税、
固定資産税などが減少し
ています。

教育の充実に

＋７億２，７４１万円

小学校を地震に強くしたり、
市民センターを改修したり
するため、増加しています。

歳入総額

４１１億６，０００万円
歳出総額

４１１億６，０００万円
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一般会計の状況を説明します

市税

　　　市税が昨年度に比べて減っているのはなぜ

なの？

　　　景気の一部持ち直しによって企業などの法

人市民税は増加するけど、働く人の所得には

反映されず、ここ数年、個人市民税が減少し

ていることと、土地の価格の下落で固定資産

税が減少しているためなんだ。平成１９年度以

降、毎年減少しているんだよ。

年々減少しています
福祉サービス

の提供

　　　福祉サービスの提供などの費用が増えてい

るのはどうして？

　　　高齢化により、介護や医療関係の経費が増

加していることに加え、子ども手当や生活保

護費などの経費（扶助費）が年々増加してい

るんだ。この傾向は、これからも続いていく

と思うよ。

年々増加しています

市の
貯金

　　　市の貯金ってどのくらいあるの？

　　　特定の目的のために積み立てている貯金を

「基金」っていうんだ。基金の中には財政調整

基金というのがあって、災害の発生で思わぬ

支出が必要になったときなど、予測のできな

い事態にも対処できるよう積み立てているん

だよ。

財政調整基金は、
約４０億円を保っています

借入金
の残高

　　　借入金が昨年度に比べて増えているけど、

どうしてなの？

　　　平成２３年度は、小学校の耐震化工事や宮内

市民センターのリニューアル工事などによっ

て借入金が増加したけど、この中には地方交

付税の代わりに市が借入れるもの（臨時財政

対策債）もあり、これを除くと実質的な市債

残高は減っているんだよ。

　　　どうして、借入れをしなければならない

の？

　　　道路や学校などをつくるには多くの費用が

かかるし、その年の市民で負担するには大き

な負担となるから、分割払いをするんだよ。

　　　施設を使う次の世代の市民にも公平に負担

してもらうためなんだね。

実質的な借入金（市債）残高は
減少しています

では、ぼくの友達のハルくんちの

家族と近所のキヨシおじさん夫妻に

この予算が、どう関係しているのか

次のページで紹介するよ。

くーまんとペン子の予算のおはなし
　平成23年度廿日市市予算

特集

市税の推移

借入金残高の推移

扶助費の推移

財政調整基金の推移
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　　ハルくんの家族

１億
５２５万円

待機児童を解消するため、
新たに３保育園の
運営費を負担します

増加する保育ニーズへの対応の
ため、４月から運営を開始する、
あい保育園住吉（０～５歳児、
定員６０人）、ふじ保育園（認定
こども園）（１～２歳児、定員
３０人）、友和こどもの森保育園
（認定こども園）（１～２歳児、
定員３０人）の運営費を負担しま
す。

５９万円
けん玉の普及啓発に
取り組みます

「木工のまちはつか
いち」の特産品であ
るけん玉の楽しさを、
子どもたちに知って
もらうため、小学校
新１年生にけん玉を
配布し、けん玉の遊
び方を教えます。

４１億
２６２万円

宮島水族館（みやじマリン）の
リニューアル

国際的な観光地「宮島」の顔
として、「いやし」と「ふれあ
い」をテーマとした新水族館
を８月１日にオープンします。

みやじマリンの入館料

年間パスポート個人区分

３，５００円１，４００円一般

１，７００円７００円中・小学生

１，０００円４００円幼児

予算の内容をわたしたちの

生活に当てはめてみると、

どうなるのかな？

２つの家族の場合を見てみ

よう。

　　　下の子も、もう２歳になったから、保育園

に預けて、私も働きたいわ。

　　　でも、保育園はどこも定員いっぱいで預け

られないんじゃないのか？

　　　それがね、新しく市内に民間保育園が１つ

と、認定こども園が２つできたのよ。

　　　そうか、選択肢が増えて預けやすくなった

んだね。

　　　そういえば、今年の小学校1年生全員に、け

ん玉が配られるみたいよ。

　　　廿日市市は、けん玉発祥の地だからな。お

父さんも子どものころは、よく練習したよ。

　　　いっぱい練習して、来年のさくらまつりで

けん玉大会に出るんだ。

　　　けん玉のコツは、「ひざ」なんだ。「ひざ」

を上手に使えば、うまくなるよ。

８７９万円
ごみ減量化
促進事業

ごみの減量化に取り組みます。

電動生ごみ処理機購入費の助成
　補助額　購入費の半額
　　　　　（上限３万円）
資源回収活動への助成
　報奨金額　３円／㎏
ごみ減量化市民アイディアの
募集など

　　　市で電動生ごみ処理機購入費の助成制度が

あるんだけど、うちでも買ってみようかな？

　　　そうだね。ゴミの減量化は市民のみんなで

取り組まなければならない問題だからね。

　　　そういえば、今度「ごみ減量化市民アイ

ディア」を募集するみたいよ。

　　　へー、おもしろそうだね。子どもたちと一

緒に考えてみよう。

　　　ねぇ、ねぇ、お父さん。今度、宮島水族館

が新しくなるんでしょ。連れてってー。

　　　８月１日にオープンだそうだ。スナメリや、

フンボルトペンギンがいるらしいぞ。

　　　年間パスポートもあるんだって。夏休みに

何回も行けるね。

　　　ははは、何回もかぁ。その代わり、魚の種

類や名前も覚えなきゃな。

減
っ
た
？

けん玉マスコット　たまちゃん
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キヨシさん夫妻

４００万円
住宅リフォーム
助成事業

市民生活の向上と地域
経済の活性化のため、
市内の建築関連業者に
よる住宅リフォーム工
事に対して経費の一部
を補助します。
補助額
　工事費（３０万円以上）
の１０％（上限２０万円／件）

２，１８１万円
協働の
まちづくり事業

地域協働によるま
ちづくりを推進す
るため、地域円卓
会議から提案され
る地域の課題解決
につながる事業や
地域の特性を生か
したまちづくり事
業を支援します。

１，０００万円高齢者あんしん歩行事業

　高齢者が安心して
安全に歩ける道路に改
善します。
　また、子どもたちが
利用する通学路を安
心して安全に通学でき
るよう、子どもの目線
に立って改善します。

４５０万円子ども通学路安全対策事業
１，１５１万円

自主防災組織
育成支援事業

地域の防災力を強化
するため、市民など
により結成される自
主防災組織の設立や
活動の支援として、
防災資機材などの購
入費の一部を補助し
ます。

今年の事業は、まだ

まだあるよ。

それを次からのペー

ジで紹介するよ。

めくって見てね。

　　　この間の防災訓練は、ためになったな。三

角巾があんなに便利だと初めて知ったよ。

　　　そうですね。災害が起こったら、身の回り

で何が起こるか想像することが大事ですね。

　　　わが家でも、水や懐中電灯、薬などの非常

持ち出しグッズを点検しておこう。

　　　隣のおばあちゃんも、もしものときの備え

を気にしていたわ。手伝ってあげましょう。

　　　この家を建てて２５年か、あちこち痛んでき

たし、そろそろリフォームが必要かな？

　　　そうですねぇ。子どもたちもそれぞれ独立

したし、もう小さな部屋はたくさん必要ない

ですからね。孫たちが遊びに来たときに大勢

でくつろげる大きな部屋が欲しいですねえ。

　　　そうだなあ、使い勝手のいい家になるよう

に、そろそろ考えてみるかな。

　　　さて、今日は地域の円卓会議の日だな。一

緒に参加してみないか。会議というと、何か

堅苦しい感じがするけど、地域の身近な課題

や、地域づくりのアイディアをみんなで出し

合い、地域を良くしていこうと考える場だよ。

　　　身近な課題なら、日ごろ感じていることが

あるわ。どうしたらよいか分からなかったけ

ど、皆さんに知恵をお借りしようかしら。

　　　今度、一部の道路ですけど、高齢者が安心

して歩けるよう、整備するそうですよ。

　　　そうか。この間も、買い物の帰りに駅の近

くを歩いていて、なんでもない段差なんだ 

が、うっかりつまづいて転びそうになったん

だよ。

　　　まあまあ、気をつけてくださいよ。でも、

歩きやすい道になれば、助かりますね。

くーまんとペン子の予算のおはなし
　平成23年度廿日市市予算

特集
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やさしい心で支え合い、

健やかに暮らせるまちに

介護拠点の整備★　　　　８，７５０万円

　高齢者が住み慣れた地域で生活が

できるように、市内の社会福祉法人

が宮島地域に新たに建設する小規模

特別養護老人ホーム（定員２５名、平

成２４年３月開所予定）の整備費の一

部を補助します。

高齢者福祉計画等策定事業★

　４１５万円

　超高齢社会の中で、これからも高

齢者が安心して暮らせるように、高

齢者福祉計画と第５期介護保険事業

計画を策定します。

介護予防の普及啓発　　　２，４６８万円

　介護予防に関する知識の普及啓発

のため、健康相談や健康教室を開催

するとともに、地域で行われている

介護予防活動を支援します。

障がいのある人の相談支援体制の強化

３，３１７万円

　身体、知的、精神の障がいに関す

る総合相談窓口「障がい福祉相談セ

ンター（愛称「きらりあ」）」の相談

員と、市役所の手話相談員をそれぞ

れ１名増員し、障がいのある人の相

談支援体制を強化します。

災害弱者への支援★ 　　　１３２万円

　災害時に自力で避難することが困

難な人が安全に避難できるように、

地域の住民同士で安否確認や避難所

までの移動の手助けができる仕組み

づくりに取り組みます。

子どもが

健やかに育つまちに

小学校施設耐震化事業
８億６，０４１万円

耐震補強等実施設計
　玖島小学校体育館、大野東小学校
　体育館、宮島小学校校舎
耐震補強等工事
　大野東小学校体育館、宮島小学校校舎

保育園・子育て支援センター整備事業

５億２，３６０万円

　保育園の老朽化や待機児童の解消

を図るため、深江保育園を新たに建

設するとともに、大野地域の子育て

支援の拠点施設として、子育て支援

センターを併設します。（平成２４年

４月開園予定。０歳児クラスの新設、

定員６名）

多様な暮らしが選べ、

快適に暮らせるまちに

団地元気再生モデル事業　　６３万円

　住宅団地の再生と活性化を図るた

め、実態調査の結果を踏まえ、住ま

い情報の発信や住宅団地間の連携を

推進するとともに、モデル団地への

支援策を検討します。

地域支援員の活用★　　　　４５０万円

　人口の流出などにより人口減少が

著しい過疎地域などに地域支援員を

派遣し、住民と一緒に協力しながら、

地域の行事やコミュニティ活動の応

援、生活支援策の検討など、住み慣

れた場所で明るく元気な生活が続け

られるよう支援します。

道路整備事業　　　　３億９，４１３万円

　幹線道路と補助幹線道路との一体

的なネットワークの形成と、良好な

生活環境の向上を図るため、地域間

を結ぶ道路や生活道路を計画的に整

備します。

　地御前宮内線ほか１７路線

安全で安心して

暮らせるまちに

防犯灯整備推進事業　　　　３５８万円

　夜間における犯罪の未然防止や安

心して通行できる環境を整えるため、

町内会などが行うこれまでの防犯灯

の改修経費に加え、新たにＬＥＤ

（発光ダイオード）防犯灯の設置に要

する経費の一部を補助します。

宮島桟橋旅客ターミナルの耐震化★

（Ｈ２３～Ｈ２４）７５３万円

　地震時の安全性を高めるため、宮

島桟橋旅客ターミナル耐震化の設計

に着手します。

恵まれた環境を

未来につなぐまちに

バイオマスエネルギーの導入調査★

１９０万円

　間伐材や廃食油などの再生可能な

資源を有効に利用するバイオマスエ

ネルギーの導入について、調査研究

します。

廃棄物処理システムの構築★

１，０５０万円

　循環型社会形成に向けた廃棄物処

理システムを構築するため、廃棄物

の発生抑制や再生利用の促進などを

考慮した次期ごみ処理方針の検討を

行うとともに、一般廃棄物処理基本

計画（計画期間：Ｈ２５～Ｈ３４）の見

直しに着手します。

・ごみ処理施設整備方針の検討

・一般廃棄物処理基本計画の見直し

環境フェスタの開催★　　　９８万円

　市民一人一人の環境に対する関心

や意識を高めるため、環境について

楽しく学べる体験型イベントとして

「環境フェスタ」を開催します。

今年度の事業のうち、

いくつかを紹介するよ。

みんなはどんな事業に

興味があるかな。

基本目標１

健やかな暮らしを支え、
安全で快適に暮らせる
はつかいち

★は新規事業です　１万円未満の数字は四捨五入しています

平成23年度の事業を紹介します

それぞれの予算は、

第５次総合計画に基づいて

作られているんだね。
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市民主体の協働により、

みんなで幸せを

実感できるまちに 

（仮称）まちづくり基本条例策定事業

１８８万円

　協働のまちづくりの基本的な考え

方や方向性、市と市民のパートナー

シップのルールや仕組みを定めるた

め、市民で構成する起草委員会を設

置して、（仮称）まちづくり基本条例

の制定に向けた準備を進めます。

ムダ・ムリ・ムラをなくし、

みんなが元気な市役所に

成果重視の行政経営　　　　４６４万円

　各組織の使命と目標を部局長・課

室長の「組織目標宣言」として共有し、

市民視点で効果的・効率的な行政

サービスが提供できる市役所づくりを

進めるため、目標設定やチーム力アッ

プの研修などを実施します。また、行

政評価による事業見直しを行い、成果

重視の事業展開を図ります。

行政電子データの一元管理★

１，４６２万円

　行政事務の効率化とセキュリティ

の向上を図るため、各所属で管理し

ている文書や図面などの情報データ

を一元管理します。

多様な機能の発揮によって、

出会いとにぎわいが

あるまちに

シビックコア周辺地区の整備

１０億３，６９２万円

　ＪＲ廿日市駅～市役所～ＪＲ宮内

串戸駅～ＪＡ広島総合病院にかけて

の区域を官公庁、文化・スポーツ施

設、店舗、公園や快適に暮らせる住

宅地など、多くの人をひきつけ、集

まり、にぎわいを生み出す本市の都

市拠点として整備を進めています。

・ＪＲ廿日市駅北地区の整備

・広電廿日市駅南側の整備

・ＪＲ廿日市駅前広場の整備

・廿日市駅通線の整備

人・もの・情報が

スムーズに流れ、

便利なまちに

宮島スマートインターチェンジアク

セス道路整備事業　　　　９，１０９万円

　安全の確保と高速道路へのアクセ

スの円滑化を図るため、宮島スマー

トインターチェンジ周辺の道路を整

備します。

盛んな産業と

いろいろな働き場があり、

成長するまちに

産業構造調査★　　　　　２，０００万円

　市内の経済活動の分析や市の施策

などの波及効果の調査などを行います。

はつかいちならではの

個性を育み、

誇り・愛着が持てるまちに

伝統的建造物群の保存★　　８８７万円

　嚴島神社門前町における文化財的

価値の高い町並みの保存・保護のた

め、建造物の調査などを行い、伝統

的建造物群保存対策を検討します。

「宮島」を中心として、

多くの人が訪れるまちに 

おもてなしの向上　　　　１，１４２万円

　国内外からの観光客の問い合わせ

に対応するため、宮島桟橋旅客ター

ミナル内と宮島口の観光案内所を運

営します。また、宮島をＰＲする国

内外向けパンフレットの印刷や、宮

島内での案内表示を整備します。

大河ドラマ「平清盛」を活用した誘客★

　平成２４年の大河ドラマ「平清盛」

の放送を契機として、さらなる観光

客の誘致を促進し、市域全体の活性

化を図ります。

・「平清盛」廿日市市観光キャンペーン事業

５，５００万円

　大河ドラマを契機に観光客を誘致

するため、企画展の運営やガイド

ブックの作成などを行います。

・宮島歴史民俗資料館展示館の改修

４，０００万円

　「平清盛」に関する資料や本市の情

報などを展示するため、宮島歴史民

俗資料館の展示館を改修します。

岩倉地区整備事業★　　　８，４１７万円

　佐伯地域で幅広い年代の人々が自

然とのふれあいを楽しみながら交流

できる場をめざし、岩倉地区を再整

備します。

廿日市市をもっと魅力的なまちにするために、

廿日市市らしい、自然や文化を生かした

まちづくりを進めているんだよ。

基本目標２

新たな魅力と活力を
創出し、
交流するはつかいち

わたしたちの生活に関係

ある身近なものから、

廿日市市を世界にアピール

するものまであるね。

まだまだ特集は続くよ。

次のページも

めくってみてね！

　　　　　　　経営理念

魅力ある資源を上手につなぎ、
市民満足度を高める
はつかいち

くーまんとペン子の予算のおはなし
　平成23年度廿日市市予算

特集
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宮島水族館事業は、文化や教育の

場としてリニューアルするため、

企業会計から特別会計に変わり、

廿日市駅北土地区画整理事業は、

保留地処分金で行う宅地の造成に

着手するため、一般会計から特別

会計に変わりました。

平成23年度各会計別予算
△はマイナス

昨年度からの増減額平成２３年度予算　　会　　計　　名
１億５，０００万円４１１億６，０００万円一 般 会 計
４億３，４６７万円１２３億３４３万円国 民 健 康 保 険

特　

別　

会　

計

５，９８７万円７６億９，６８７万円介 護 保 険
△９，６５３万円１１億８，００９万円後 期 高 齢 者 医 療

９１万円２，３７９万円漁 港 管 理
３億４，５９７万円４４億５，５８３万円公 共 下 水 道 事 業
△８０２万円１億４，３８２万円小規模下水道事業
７，５８１万円１億４，００９万円工業団地下水道事業
△４２６万円３，０１９万円墓 地 管 理 事 業

△１億５，７００万円８億６，５２０万円簡 易 水 道 事 業
１６１万円３，２１８万円農業集落排水事業
７万円２，８６４万円港 湾 管 理 事 業

△３１４万円５，６２５万円包 ヶ 浦 観 光 事 業
２，５０５万円２億６，２３９万円市 営 住 宅 事 業

４８億３，３３６万円４８億３，３３６万円宮 島 水 族 館 事 業
９億９，４４３万円９億９，４４３万円廿日市駅北土地区画整理事業
△３２４万円－老 人 保 健

６４億９，９５６万円３３０億４，６５６万円小　　　　　　 計
３億２，６９８万円３０億３，３２４万円水 道 事 業企

業
会
計

△１，９０６万円３億２３８万円国 民 宿 舎 事 業
△１億７，２５１万円－水 族 館 事 業
１億３，５４１万円３３億３，５６２万円小　 　 　 　 計
８１億３，４９７万円７７５億４，２１８万円総　 　 合　 　 計

各会計別
予算の状況

企業会計
予算の概要

業務の予定量

２万２，０００人年間宿泊者

８，９００人年間休憩者

１万２，０００人年間レストラン利用者

３，９００人年間入浴者

●国民宿舎事業
　　問合せ　国民宿舎みやじま杜の宿☎瑛０４３０

　平成２３年度の国民宿舎事業会計の予算額は、対前年度
比５．９パーセントの減となり、３億２３８万円です。

主な事業
販売促進に向けた
広告宣伝の強化・充実　　　４７２万円
老朽化した設備などの修繕　８３０万円

業務の予定量

４万１，５００件給水件数

１，２７４万逢年間総給水量

３万４，８０９逢１日平均給水量

●水道事業
　　問合せ　水道局　業務課☎荏５２９５

　平成２３年度の水道事業会計の予算
額は、対前年度比１２．１％の増となり、
３０億３，３２４万円です。

いつでも使える
安心・安全な水道

主な事業
水ノ越浄水場の更新　　　　　　　　　１億５，７５９万円
　新たな浄水場用地を取得し、実施設計を行います。
配水管拡張工事　　　　　　　　　　　　　８，２１４万円
　配水管未普及地域の解消を図るため、配水管を新たに
整備します。　　　　　　ＪＲ廿日市駅北地区外３カ所
配水管整備工事　　　　　　　　　　　２億４，４２１万円
　老朽化した配水管を計画的に更新し、漏水や破損事故
などを未然に防止します。
　　　　　　　　　　　　地御前北二丁目地区外２１カ所

各会計の予算は、

このようになっているよ。

廿日市市には、

一般会計のほかに

１５の特別会計と

２つの企業会計が

あるんだね。
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　平成２２年度予算の歳入歳出は、５月３１日まで
に整理を行うことになっているため、予算現額
以外は最終的なものではありません。
用語解説
※１　予算現額　平成２２年度歳入・歳出の最終

予算額 
※２　支出済額　歳出予算で支払いが終了また

は確定している額
※３　調　定　額　平成２２年度に入ってくるべき

お金

一般会計〈歳出〉
執行率

（Ｂ／Ａ）
支出済額※２

（Ｂ）
予算現額※１

（Ａ）
科目

９６．９％３億１，２６９万円３億２，２８２万円議会費
７５．５％４６億４，４０３万円６１億５，４０４万円総務費
８４．４％１０９億９，８１０万円１３０億３，６６７万円民生費
８２．５％２９億４８９万円３５億２，２４１万円衛生費
８０．５％７億６，８９２万円９億５，５７６万円農林水産業費
９１．９％８億８，６８０万円９億６，５１１万円商工費
４８．７％３５億１，３５８万円７２億８９５万円土木費
９１．８％１７億５，２１８万円１９億８４４万円消防費
８４．１％２７億７，７３２万円３３億９７万円教育費
６７．３％７，９２２万円１億１，７７７万円災害復旧費
９９．９％６０億９，０１０万円６０億９，６７２万円公債費
０．０％０円１，４２７万円予備費
７９．６％３４７億２，７８３万円４３６億３９３万円歳出合計

特別会計
２６３億８，３９１万円予算現額※１

２１９億１，９６７万円調定額※３

１９２億２，６２５万円収入済額
８７．７％収入率

２３１億４，８０５万円支出済額※２

８７．７％執行率

一般会計〈歳入〉
調定に対する
収入率

収入済額調定額※３予算現額※１科目

９１．６％１５４億１，２２８万円１６８億３，０６１万円１５６億９，５７１万円市税
９３．７％２３８億１２６万円２５３億９，０９０万円２７９億８２２万円その他

平成22年度予算の

執行状況
平成２３年３月末までに、昨年度の予算をどの

くらい使っているのか、表にしています。

さあて、今年、廿日市市がどんなことに、

いくらお金を使うか分かったかな？

最後に、昨年度の予算が、

どれだけ使われたのかを紹介するよ。

予算って聞くと、難しそうだけど、

こうして見てみると、

わたしたちにとって

身近なことばかりなんだね。

―
特
集　

く
ー
ま
ん
と
ペ
ン
子
の
予
算
の
お
は
な
し　

終
わ
り
―

市は、こうした取り組みを

進めているけれど、

住みよいまちをつくるには、

一人一人のチカラが必要なんだ。

みんなでチカラを合わせて、

もっと素敵なまちにしていこうね！

くーまんとペン子の予算のおはなし
　平成23年度廿日市市予算

特集


