
平成26年度予算総額　199億６,758万円
（一般会計、特別会計、企業会計の合計）
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一般会計　122億8,000万円
（前年度比１億６,000万円、1.3％の増）

　予算規模が増えたのは、４月の消費税率

引き上げに伴い負担の影響を少なくするた

めに実施する臨時福祉給付金や子育て世帯

臨時特例給付金、災害公営住宅整備事業、秋

山小学校校舎改築事業などによるものです。

　予算編成にあたっては、「安全な街づく

り」、「安心な街づくり」、「活力ある街づく

り」の３つを施策の柱として、防災・減災

対策や子育て支援策の充実、農業および商

業・観光の振興、学校教育の推進などのた

め、限られた財源を有効に配分し、今やら

なければならない事業を着実に進めること

に重点をおきました。

　その結果、平成 26 年度の一般会計当初

予算の総額は、前年度から１億 6,000 万円

増の 122 億 8,000 万円となりました。

　高萩市の財政状況は依然として厳しい状

況ではありますが、財政健全化に留意しつ

つ、事業を効率的・効果的に執行し、「市

民のために、市民とともに」責任ある行政

運営を行います。

・一般会計…市の基礎的な行政サー

ビスを行うための会計。市税や地

方交付税などを主な財源とし、市

の会計の中心となるものです。

・ 特別会計…特定の事業を行うた

めに、特定の収入と特定の支出を

もって行う会計。一般会計とは経

理を別にしており、高萩市では４

つの特別会計を設けています。

・企業会計…事業の収益によって

運営経費をまかなう会計。地方公

共団体が経営する企業は地方公営

企業とされ、高萩市では水道事業

と工業用水道事業の２つの企業会

計を設けています。

会計別内訳
（　　）内は対前年度当初予算比

▷一般会計 122 億 8,000 万円 （1.3％）

▷特別会計 61 億１,420 万円 （1.3％）

　国民健康保険事業 32 億９,300 万円 （0.9％）

　後期高齢者医療事業 ２億９,400 万円 （3.2％）

　介護保険事業 25 億１,850 万円 （2.0％）

　霊園事業 870 万円（▲56.5％）

▷企業会計 15 億 7,338 万円 （21.6％）

　水道事業 12 億６,565 万円 （22.6％）

　工業用水道事業 3 億 773 万円 （17.9％）

歳 出
自主財源

48.0%

依存財源
52.0％

固定資産税 13.8%
17億9万円

個人市民税 10.4%
12億7,107万円

法人市民税 3.8%
4億6,764万円

市税その他 5.1%
6億2,599万円

繰入金 6.9%
8億4,390万円

使用料・手数料 2.7%
3億2,737万円

諸収入 2.5％
3億992万円
繰越金 1.6%
2億円

分担金・負担金 1.0%
1億2,534万円

財産収入等 0.2%
1,957万円

地方交付税
22.2%

27億2,143万円

歳 入
国庫支出金 11.2%
13億7,866万円

市債 8.0%
9億8,770万円

県支出金 6.2%
7億5,732万円

地方譲与税、交付金 4.4%
5億4,400万円

民生費 33.9%
41億6,276万円
福祉や保育などのため

公債費 13.9%
17億1,180万円
借金返済に充てるお金

土木費 13.4%
16億4,412万円
道路の建設・維持
などのため

教育費 10.3%
12億6,449万円
学校教育や生涯学習
などのため

総務費 9.0%
11億891万円
課税・納税、職員管理
などのほか、総務・企
画的な業務のため

衛生費 6.9%
8億4,150万円
健康増進やごみ処理
などのため

消防費 5.6%
6億9,137万円
防災や災害対策などのため

農林水産業費 2.1%
2億5,441万円
農林関係の振興のため

商工費 1.9%
2億3,306万円
商工業や観光の
振興のため

議会費 1.6%
1億9,375万円
市議会の運営のため

歳出その他 1.4%
1億7,383万円
予備費・諸支出金など

市税 33.1%
40億6,479万円
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平成 26 年度　主な事業

老朽化した秋山小学校校舎を改築します
■秋山小学校校舎改築事業　6,597 万円
　児童の学習・生活の場であるとともに、災害時に

は地域住民の避難場所としての役割も果たす学校校

舎の改築事業。老朽化した秋山小学校の北側校舎を

改築します。平成 27 年度までの継続事業で、総事

業費は2億461万円。新校舎の概要は鉄筋コンクリー

ト造（一部木造）2 階建で床面積は 762 ㎡。普通教

室４教室、児童クラブ１（２教室分）。 改築する現在の秋山小北側校舎

安
全
な
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づ
く
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ほかにもこんなことをします
■公営住宅避難設備整備事業 1 億 2,700 万円

■放射性物質汚染対処経費 475 万円

■再生可能エネルギー導入促進事業 1,800 万円

■道路ストック総点検調査委託料 344 万円

■市道舗装改良事業 4,585 万円

■津波避難東西連結道路（浜野町踏切）整備事業 4,835 万円

■交通安全施設整備事業 2,041 万円

■コミュニティＦＭ放送局支援経費 503 万円

■文化会館耐震化経費 1,143 万円

■有明海岸駐車場整備事業 956 万円

■市民球場耐震化経費 1,590 万円

君田小・中学校校舎、体育館
　耐震補強・改修事業　2,543 万円

　老朽化した校舎・体育館を耐震補強・
改修し安全性と教育環境の改善を図り
ます。今年度は設計業務を行い、27 年
度に工事を行う予定。これにより高萩
市内のすべての小中学校の耐震・補強
工事が完了します。

非常用給水施設整備事業  3,381 万円

　災害時の避難施設の機能強化を図る
ため、総合福祉センター及び小・中学
校（高萩小、秋山小、松岡小、秋山中、
松岡中）の既設受水槽を活用した非常
用給水施設を整備します。

安心して子を産み、育てられるよう医療費助成対象者を拡充
■医療福祉給付経費　1 億 8,965 万円
　小児の医療福祉給付（いわゆる「マル福」）対象

者を拡充します。安心して子育てできる環境づくり

の一環として、現在は小学校３年生までとしている

小児の対象者を、平成 26 年 10 月から入院・外来と

もに中学校 3 年生までとします。（所得制限の撤廃、

中学校 1 年生～中学校 3 年生の外来の助成は高萩市

独自の事業です）

ほかにもこんなことをします
■子育て安心ダイヤル経費 186 万円

■健康相談経費（健康ダイヤル委託料等） 205 万円

■自動体外式除細動器借上料 88 万円

■在宅医療・介護連携拠点推進経費 310 万円

■高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費 321 万円

■放課後児童クラブ運営経費 4,531 万円

■萩っ子・子育て支援事業計画策定経費 359 万円

■在宅当番医制運営委託料 338 万円

■高萩協同病院運営費 ( 医師確保分 ) 補助金 2,000 万円

■特定がん無料検診経費等 465 万円

■妊婦・乳幼児健康診査経費 2,206 万円

■小・中学校施設整備事業 1,782 万円

こんにちは赤ちゃん経費等　199 万円

　子どもの出産祝いとして、平成 26

年 4 月 1 日生まれ以降の子どもがいる

保護者に育児用品（紙おむつや粉ミル

ク、哺乳瓶等）5,000 円分の購入助成

券を交付します。

地域少子化対策強化経費  846 万円

　結婚・妊娠・出産・育児をしやすい

地域づくりに向けて各ライフステージ

で必要な情報を瞬時に取得できるホー

ムページを開設します。

Pick Up! 注目の事業

Pick Up! 注目の事業

こちらも
注目!

こちらも注目!
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平成 26 年度　主な事業

特別会計と企業会計

国民健康保険事業特別会計 ○問合せ 保険医療課
☎ 23-2117

　国民健康保険加入者の医療保険事業です。給付実績
などを勘案し、前年度より 3,000 万円増の 32 億 9,300
万円を計上しました。

後期高齢者医療事業特別会計 ○問合せ 保険医療課
☎ 23-2117

　75 歳以上の高齢者などを対象とする医療保険制度で

す。前年度より 900 万円増の 2 億 9,400 万円を計上し

ました。特別会計の主な事業は保険料の徴収です。こ

の保険料は事業を実施する後期高齢者医療広域連合に

納付されます。

介護保険事業特別会計 ○問合せ 高齢福祉課
☎ 22-0080

保険事業勘定
　介護を必要とする人が各種サービスを利用するため

の保険事業です。居宅介護サービスなどの増加などに

より前年度より 4,900 万円増の 25 億 1,200 万円を計上

しました。

介護サービス事業勘定
　介護保険事業における予防重視型のサービス事業で

す。前年度より 50 万円増の 650 万円を計上しました。

霊園事業特別会計 ○問合せ 環境衛生課
☎ 23-7031

秋山菖蒲霊園事業勘定
　秋山菖蒲霊園の整備・管理を行う会計です。前年度

と同額の 450 万円を計上しました。

高萩霊園事業勘定
　高萩霊園の管理を行う会計です。昨年度、園内の道

路舗装工事が完了したため、今年度は 1,130 万円減の

420 万円を計上しました。

水道事業 ○問合せ 水道課
☎ 22-3642

　一般家庭などに上水を供給する事業です。主な財源

はみなさんからの水道料金です。給水件数は 12,004 件、

年間総給水量は 3,181,380㎥を予定しています。関口浄

水場の設備の更新等のため、前年度比 22.6％増の 12 億

6,565 万円を計上しました。

工業用水道事業 ○問合せ 水道課
☎ 22-3642

　5 つの事業所に工業用水を供給しています。今年度は

配水管敷設替工事や沈殿池外壁補修工事等のため、前

年度比 17.9％増の 3億 773 万円を計上しました。
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若者の定住を促進・サポート。人口減少を抑制
■ハッピーサポート事業経費　 50 万円
■新婚世帯支援経費　540 万円
　若者の交流人口の増加、地域の活性化を図るた

め、市内において結婚のための出会いの場を創出し

ます。また、若者の市内定住を支援するため、民間

賃貸住宅を新たに契約した新婚家庭を対象に家賃の

一部（月額 1 万円を 3 年間）を助成します。裏表紙

も併せてご覧ください。

ほかにもこんなことをします
■都市農村交流事業経費 80 万円

■高萩市産業祭実行委員会補助金 450 万円

■住宅リフォーム補助金 200 万円

■がんばろう高萩経費（プレミアム商品券） 670 万円

■萩っ子サッカー教室開催経費 60 万円

■高萩スカウトフィールド支援経費 500 万円

■フィルムコミッション推進経費 181 万円

■国民体育大会開催推進経費 455 万円

■ウエイトリフティング大会支援経費 428 万円

■市民球場整備事業 1,410 万円

■アイラブ高萩・まちづくり推進経費 234 万円

■げんき高萩大使経費 19 万円

観光施設整備事業　553 万円

　昨年約 20 万人が訪れた汐見滝吊橋や
花貫ふるさと自然公園をより安全に観
光できるよう改修します。

JVA ビーチバレーボール大会
誘致経費  80 万円

　7月20日及び21日に高戸前浜海岸で開
催する「JVAビー
チバレーオープ
ングレードⅢ高
萩大会（日本バ
レーボール協会
主催）」の運営費
を一部負担。

Pick Up! 注目の事業

こちらも
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