
 

 1

 
 
１  当初予算の総額 

予 算 額    （   前年度対比      伸び率 ） 

一般会計（歳入歳出） １８８億８，０００万円  （20 億円          11.8％） 

特別会計（歳入歳出） １００億１，７９４万４千円（ 4億 4,894 万 1千円   4.7％） 

合      計 ２８８億９，７９７万４千円（24億 4,894 万 1千円   9.3％） 

 

２  当初予算の概要 
１）総括 
【一般会計】 
・ 今年度予算は、前年度対比 20億円、率にして 11.8％の増となる積極型予算である。予算規

模は、市発足以来最大のものとなった。 

・ 今年度は、「地震津波対策」と「地域の活力」に重点を置いた予算編成を行った。 

・ 「地震津波対策」としては、避難施設整備の本格化や、津波から裏山等に逃げる避難路整備

に取り掛かるため、全体で 10億円以上の予算を確保した。 

・ 「地域の活力」では、「ふるさと融資資金」貸付金約 3 億円を計上。事業継続強化事業補助

金も新たに予算化した。そのほか、市内大手企業へのアクセス道になる市道壱丁田北線・大

倉壱丁田線新設に約７億円を計上した。 

・ 不足する財源については、財政調整基金繰入金 8億円と、臨時財政対策債 6億 8,000 万円を

計上し調整した。 

・ 市債は増加するが、26 年度末市債残高は、目標としている 200 億円未満を維持することが

できる。実質公債費比率も低下していく見込みである。 

 

【特別会計】 
・ 国民健康保険特別会計は、医療費の増加や後期高齢者医療拠出金の増などにより増加した。 

・ 介護保険特別会計は、入所施設等の新増設に伴う介護給付費の増により、増加している。 

・ 土地取得特別会計は、防災対策用地の先行取得があり、大きく伸びている。 

 

２）歳入（一般会計） 
・ 市税は、前年度を上回る 74 億 7,075 万円を計上しており、前年度比 4.9％の増となる。中

でも、法人市民税は、大手企業の業績が好調であることから、3億 3,900 万円、前年比 70.3％

の増となっている。 

・ 各種交付金では、消費増税に伴う地方消費税交付金の増、自動車取得税軽減による交付金の

減等を見込んでいる。 

・ 地方交付税のうち普通交付税は、市税の増収を反映させ、18 億 5,000 万円、前年度比 2 億

円の減とした。 

・ 国庫支出金は、都市防災や道路新設等に係る社会資本整備総合交付金の増などにより、23

億 9,261 万円、前年度比 7億 7,838 万円、48.2％の増となった。 

・ 県支出金も介護施設整備に係る補助金の計上などにより、13 億 9,113 万円、前年度比 4 億

25 万円、40.4％の増となっている。 

・ 繰入金は、前年度と同様、財政調整基金 8億円、減債基金 1億 2,200 万円の取り崩しを計上

する。今年度、新たに地域の元気臨時交付金基金と緊急地震・津波対策基金からの繰り入れ

を行う。 

・ 市債は、防災事業や道路事業に充てる普通債が 14 億 3,290 万円、一般財源である臨財債が

6 億 8,000 万円で、合計額は、前年度比 1 億 6,050 万円増の 21 億 1,290 万円となった。臨

財債は、市税の増収が見込めるため、前年比 2億 2,000 万円の減としている。 
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３）歳出（一般会計） 
・ 平成 26 年度に実施する事業を総合計画における６つの重点政策課題により整理し、主要な

事業を以下に示す。（別紙、「平成 26年度 主要事業等」参照） 
 

「１安全安心に暮らせるまち」は、市民が安全に、安心して生活できる環境を整えるための事業 

津波防災事業 

◆津波防災まちづくり事業 (7 億 8,318 万円) 

 工事：避難タワー2 箇所、避難公園 1 箇所、津波避難ビル 1 箇所 

調査設計委託：6 箇所 

◆災害時医療体制の整備(5,000 万円) 

 救護所 2 箇所整備 

◆須々木大溝線改良(9,050 万円)  

 津波避難路(車道)兼緊急輸送路の整備  

◆津波避難路整備事業(1 億円)  

 うら山等への避難路(歩道) 設計 10 箇所 

◆津波防災対策公園整備事業(1,900 万円) 

 バイオトイレ 1 基、ソーラー照明灯 8 基 

◆防災倉庫整備事業補助金(700 万円)  

 区が実施する事業への補助 

◆避難地・避難路ソーラー照明灯整備補助金(250 万円)  

 区が実施する事業への補助 

◆学校施設非常用発電施設の整備(972 万円) 

 避難所として指定している小学校 3 校に整備する。 

◆相良総合センター広域避難誘導看板の設置(955 万円) 

 一次避難地として位置付けているいーらへの案内看板を設置する。 

１０億７,１４５万円 

◆臨時福祉給付金給付事業〈新規〉 

 消費税引き上げに係る臨時的な給付措置。市民税非課税者を対象に

１人あたり１万円を給付する。 

９，８５４万円 

◆高齢者福祉施設等整備事業 

 小規模特別養護老人ホームの創設、グループホーム等の防災上の改

修等に補助金を交付する。 

１億６，５７１万円 

◆震災対策農業水利施設整備事業〈新規〉 

 東南海地震の発生に備え、農業用ため池の耐震性点検やハザードマ

ップの作成を行う。 

４,４００万円 

◆緊急排水ポンプ設備購入 〈新規〉 

 津波や豪雨による被浸水被災区域の早期復旧を図るため、排水ポン

プ 4 セット、発電機、積載用ダンプを購入する。 

４，３００万円 

◆準用河川権九川樋門設置  

 勝間田川との合流点に樋門を設置し、逆流を防ぎ浸水被害の解消を

図る。 

４,８００万円 
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◆相良消防署地頭方出張所整備・車両購入 

 用地取得及び造成工事の実施。高規格救急車、消防ポンプ車の購入 

１億１，８８４万円 

◆静岡地域消防救急無線デジタル化整備事業 

 平成 28 年度に広域化される、静岡地域の消防救急無線デジタル化整

備を関係市町で共同実施する。 

１億６，１８２万円 

 

「２心も体も健康で過ごせるまち」は、健康で生きがいを持ち過ごせるための事業 

◆予防接種事業 

予防接種法に基づき各種予防接種を実施する。医療機関での個別接

種化を推進する。新たに高齢者肺炎球菌予防接種を実施する。 

１億２，６１５万円 

◆介護予防の推進 

認知症・閉じこもり予防普及講座、運動器機能、口腔器機能の向上

事業等を実施する。 

１，７９６万円 

 

「３活力あるまち」は、空港・港・道路等の交通基盤の整備やこれらを活用した地域振興のための事業 

◆ふるさと融資〈新規〉 

 地域振興につながる設備投資を行う事業者に対して、ふるさと財団

を通じて融資を行う。 

３億３，２００万円 

◆緊急雇用創出事業（地域づくり事業）〈新規〉 

建設業などの民間事業者に、失業者や高齢者を雇用するかたちで人

材育成を委託し、雇用の拡大や地域経済の活性化を推進する。 

２，５０９万円 

◆荒茶加工機整備事業〈新規〉 

 製茶ラインを再構築する茶農協の機械整備事業を支援する。 

８，１３５万円 

◆防霜ファン改修 

 茶生産農家を支援するため、老朽化した防霜ファンの更新を行う。 

４，０００万円 

◆事業継続強化事業〈新規〉 

津波浸水区域外へ移転を計画している企業を市内に留め、事業を継

続してもらうために、移転に伴う用地費の一部を補助する。 

１，１６０万円 

◆道路ストック総点検結果に基づく補修工事の実施〈新規〉 

 市道舗装路面性状調査の結果に基づき維持管理指数の低い市道５路

線の補修修繕工事を実施する。 

５，５００万円 

◆市道壱丁田北線・大倉壱丁田線新設 

 スズキ相良工場周辺の交通緩和対策として、道路の新設を行う。 

 幅員 9ｍ、26 年度工事 773ｍ 

７億３，８５０万円 

◆宮下遺跡発掘調査〈新規〉 

 大井川農業用水の水路整備を行う国の委託を受け、遺跡の発掘調査

を行う。 

１，０６９万円 
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「４子どもを守り育てるまち」は、将来を担う子どもが、安全に、健康に成長していくことができるよう環境を整えるための事業  

◆子育て世帯臨時特例給付金給付事業〈新規〉 

消費税引き上げに係る臨時的な給付措置。中学校修了前児童を対象

に１人あたり１万円を給付する。 

６，９４０万円 

◆保育園・幼稚園空調設備工事〈新規〉 

公立保育園・幼稚園の保育室全てに空調機が設置されるよう整備を

行い、保育環境の充実を図る。 

１，８５８万円 

◆緊急子育て支援事業〈新規〉 

 認定こども園の認定を目指す学校法人が実施する園舎等建設事業に

対し、補助金を交付し支援する。 

７，０１３万円 

◆避難所施設（小学校）のトイレ洋式化〈新規〉 

 避難所施設での弱者対策として、また、教育環境の充実を図るため

小学校のトイレ洋式化を進める。26 年度 2 小学校実施 

１，０００万円 

 

「５環境に配慮したまち」は、地球環境にやさしいまちづくりを進めるための事業 

◆太陽光発電設備導入事業〈新規〉 

再生可能エネルギーを活用し、災害に強く低炭素の地域づくりを推

進するため、榛原庁舎及びいーらに太陽光パネルと蓄電池を設置する。 

７，０７５万円 

◆浄化槽推進事業 

合併浄化槽の設置費の補助を行う。190 基分 

５，７０１万円 

 

「６効率的な行政経営のまち」は、更なる市民サービスの向上のため行財政改革を推進する事業 

◆相良庁舎空調設備改修工事〈新規〉 

庁舎建設後 28 年が経過し、故障が多く維持経費が嵩んでいる空調設

備を、集中式から効率性に優れるパッケージエアコンに改修する。 

４，１００万円 

◆マイナンバー制度導入に係るシステム改修工事〈新規〉 

「社会保障・税番号制度（マイナンバー）」を導入に向け、住基シス

テムの改修を行う。 

４３２万円 

◆窓口業務委託〈新規〉 

 市民課及び相良窓口課市民係が所管する窓口業務のうち、戸籍業務

を除き外部委託をする。 

２，３７６万円 

◆細江保育園引継保育事業〈新規〉 

 静波保育園、あおぞら保育園に続き、細江保育園も指定管理に移行

するため、一年間の引継保育を実施する。 

２，９２６万円 

 


