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重点施策

＝地域で支え合い、共に生きるまちをめざして＝

心豊かに暮らせる健康長寿のまち

子育てしたいまち

みどりを守り、自然と共生するまち

１
２
３
４
５ 安心・安全・快適なまち

市民自治のまち

,池子の森全面返還をめざして～

４０ヘクタールの土地の返還に向けて

〆、ゲ
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平成24年度当初予算額

(単蕊位：千円）

盾
一般会計の財源内訳

(単位：千円）

竺鰯ⅧⅢ｜”用

鱗
Ⅲ
川
一
鳴
川
脇【

２

会計別 平成24年度 平成23年度 比較 伸率

般会計 19,856,000 17,602,227 2,253,773 12.8％

特別会計

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

下水道事業

14,685,800

6.065.900

Ｌ007.200

4,691,400

2,921,300

13,772,700

6,182,100

977,000

4,511,100

2,102,500

913.100

△116.200

30,200

180.300

818,800

6.6％

△Ｌ９％

3.1％

4.0％

38.9％

合計 34,541,800 31,374,927 3,166,873 10.1％

財源別
平成24年度

予算額 構成比

平成23年度

予算額 構成比

比較

増減 伸率

市税 9,424,001 47.5％ 9,450,001 53.7％ △２６．０００ △０．３％

国県支出金 3,411,128 17.2％ 3.139.153 17.9％ 27Ｌ９７５ 8.7％

地方特例 交 付金 48.000 0.2％ 83.277 0.5％ △３５．２７７ △４２．４％

地方交付税 1,320,000 6.6％ 1,220,000 6.9％ 100.000 8.2％

繰入金 454,398 2.3％ 40ＬＯＯＯ 2.3％ 53,398 13.3％

市債 2,915,300 14.7％ Ｌ313.300 7.5％ 1,602,000 122.0％

その他 2,283jｌ７３ 11.5％ 1,995,496 1Ｌ２％ 287,677 14.4％

合計 19,856,000 100.0％ 17,602,227 100.0％ 2.253.773 12.8％



(☆は新規事業）

１心豊かに暮らせる健康長寿のまち

(単位：千円）

地域福祉の推進（主なもの）

◎福祉プラン推進事業 240

◎逗子市社会福祉協議会助成事業 55,957

◎地域安心生活サポート事業 5,573

◎ボランティア活動支援事業 2,431

障がい者への支援（新規・主なもの）

◎療育推進事業 32,983

◎重度心身障害者（児）手当支給事業 100,872

◎民間障害者福祉施設助成事業

☆児童福祉法給付等支給事業

20,215

19,264

障害者自立支援法関連事業（新規・主なもの）

◎障害者自立支援給付等支給事業 514,350

◎自立支援医療給付事業

◎相談支援事業

◎手話通訳者派遣事業

◎要約筆記事業

◎日常生活用具給付事業

◎移動支援事業

45,797

32,676

6,816

1,353

13,222

28,807

◎地域活動支援センター事業 38,738
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☆就労等基轤鑿備促進事業 2,682

高齢者への支援（新規・主なもの）

◎敬老事業 1,108

5,000◎在宅介護支援センター運営事業

2,950◎生活支援事業

◎福祉緊急通報システム設置事業 3,438

◎在宅高齢者紙おむつ支給事業

◎高齢者虐待等対策事業

18,066

903

◎生きがい推進事業 13,933

◎介護保険サービス低所得者利用者負担対策事業

☆高齢者保健福祉施設整備助成事業

534

43,200

介護保険事業特別会計対象事業

◎高齢者介護予防事業

(主なもの）

19,969

◎地域包括支援センター運営事業

◎俳個高齢者対策事業

◎福祉給食サービス事業

49,942

478

20,522

高齢者センターの管理運営（主なもの）

◎福祉バス運行事業 20,954

◎食堂サービス事業 15,650

人権の推進

◎人権推進事業 2,051
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男女共同参画プランの推進

◎男女共同参画プラン推進事業９，２３５

男女共同参画啓発事業経費（３４５５)、女性相談事業経費（4,837）ほか

保健衛生（主なもの）

◎医療保健センター運営事業 23,500

◎医療関係機関等助成事業 18,550

◎地域医療充実事業 100

予防（新規・主なもの）

◎予防接種事業

子宮頸がん等ワクチン接種経費（44,936）

92,846

ほか

◎新型インフルエンザ対策事業 246

◎成人等保健事業

☆肝炎ウイルス検診経費（4,730）

74,146

ほか

◎高齢者健診事業

◎食育推進計画推進事業

25,446

4４

後期高齢者医療

◎後期高齢者医療経費 535,708

く特別会計＞

国民健康保険事業特別会計（6,065,900）

◎保険給付費 4,066,677

◎後期高齢者支援金 855,132

◎特定健診・特定保健指導事業 58,183

後期高齢者医療事業特別会計（1,007,200）

◎後期高齢者医療広域連合納付金 966,568

－５－



介護保険事業特別会計（4,691,400）

◎保険給付費’ 4,422,832

労働諸費・中小企業対策（主なもの）

◎勤労者住宅資金利子補給事業 2,161

◎小口短期事業資金貸付金 11,500

商工業の振興（新規・主なもの）

◎商工業振興事業 758

◎逗子市商工会助成事業 22,451

☆住宅リフォーム助成事業 3,000

生涯学習の推進（主なもの）

◎生涯学習推進事業 960

◎各種講座事業

◎学校開放事業

607

9,728

1,719◎文化活動振興事業

まちなかアカデミー経費（450） ほか

◎家庭教育推進事業 219

図書館の管理運営（主なもの）

◎蔵書整備事業 21,216

◎図書館活動事業

◎図書館情報システム管理事業

4,817

22,116

公民館の管理運営（主なもの）

◎公民館学級講座事業

小坪公民館（314）

沼間公民館（493）

807

－６－



体育振興（主なもの）
Ｃ

◎公園内有料運動施設運営事業 6,478

◎学校体育施設開放事業 7,749

◎体育振興事業

◎市立体育館維持管理事業

23,987

57,724

市民交流センターの管理運営（主なもの）

◎市民交流センター維持管理事業 27,495

文化プラザホールの管理運営（主な

◎文化プラザホール維持管理事業

(主なもの）

200,781

◎文化プラザホール事業運営費 21,836

☆文化プラザホール整備事業 3,200

－７－



２子育てしたいまち

子育て支援（新規・主なもの）

◎子どものための手当等支給事業 788,388

◎小児医療費助成事業 85,043

◎放課後児童クラブ事業 74,171

◎子育て支援センター運営事業 14,575

◎ファミリーサポートセンター運営事業 9,055

◎市主催行事等託児事業

◎親子遊びの場支援事業

528

400

◎親子遊びの場運営事業

☆プレイリヤカー運営経費（1,086）

5,092

☆逗子の自然を活かしたあそび場運営経費（450）

◎子ども相談室運営事業．

ほか

162

59,622◎ふれあいスクール事業

513,789◎第一運動公園整備事業

☆児童館機能を有する施設の整備を含めた第一運動公園再整備工事費

等（510,589）ほか

２カ年継続費２４年度510,159

２５年度498,841

合計1,009,000

ひとり親家庭等への支援（主なもの）

◎ひとり親家庭等福祉手当支給事業 12,600

29,224◎ひとり親家庭等医療費助成事業

◎児童扶養手当支給事業 143,000

－８－
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母子保健（新規・主なもの）

◎妊産婦･乳児訪問等事業 3,407

☆特定不妊治療費助成事業 3,500

民間保育所への助成（主なもの）

◎運営費助成事業 71,275

◎入所児奨励事業

◎認定保育施設助成事業

20,000

7,368

市立保育園の管理運営（主なもの）

◎保育園運営事業湘南保育園

小坪保育園

14,245

14,972

幼稚園振興（主なもの）

◎幼稚園就園奨励事業 64,922

教育指導・相談（主なもの）

◎学校教育調査・研究事業 5,196

◎特別支援教育充実事業

◎国際教育推進事業

◎少人数指導教員派遣事業

◎教育指導教員派遣事業

◎学校関係者評価事業

◎学校支援地域本部事業

◎教育相談事業

44,535

15,200

24,901

4,304

540
℃

1,650

9,687

◎適応指導教室運営事業 3,622
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5,611◎心の相談・援助事業

学校管理運営（主なもの）

◎学校施設整備事業119,900

小学校（29,900）

校庭植栽設置工事、給食室前門扉改修工事（逗子)、第１５棟外壁

防水改修工事（招問)、体育館床改修工事（久木)、校庭鉄棒設置

工事（池子)、トイレセンサー取替工事（招間、久木、小坪、池子）

中学校（90,000）

別棟新築工事（久木)、

機設置工事（全校）

外壁防水改修工事（沼間)、特別教室空調

◎学校給食設備ドライ運用推進事業 3,300

教育振興（主なもの）

◎教材・教具整備事業

小学校（13,268）

中学校（14,706）

27,974

◎教育用コンピュータ維持管理事業

小学校（22,739）

中学校（12,947）

35,686 ‘

◎奨学金事業 3,600

青少年会館の管理運営（主なもの）

◎青少年会館講座事業 701
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３みどりを守り、自然と共生するまち

都市計画の管理（主なもの）

◎計画的なまちづくり推進事業 2,755

◎歩行者と自転車を優先するまちづくり推進事業 638

環境基本計画の推進（主なもの）

◎温室効果ガス削減事業 5,559

まちなみの保全・形成・美化推進（主なもの）

◎景観のまちづくり推進事業 1,945

◎屋外広告物許認可経費 786

緑地保全と緑化推進（新規・主なもの）

◎自然環境評価システム維持管理事業 4,462

☆特別緑地保全地区指定事業 2,607

◎グリーンカーテン設置事業 958

◎自然の回廊プロジェクト事業

ハイキングコース道標等設置工事

636

◎里山活用事業 402

公園の整備（新規・主なもの）

◎街区公園整備事業

小坪飯島公園再整備工事費等（122,575）

アザリエ学校前公園再整備工事費（27,（

●

158,957

(27,968） ほか

☆公園施設長寿命化計画策定事業 15,771

農林・水産業の振興（主なもの）

◎市民農園事業 1,568
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海浜・観光事業の推進（主なもの）

◎美しい浜再生事業 1,673

◎海浜公衆トイレ維持管理事業 ５，６７０

◎海水浴場運営費

マナーアップ警備の実施（3,297）ほか

18,819

ロ

」

◎海浜美化推進事業

◎逗子市観光協会助成事業

◎観光客誘致事業

6,433

16,308

7,278

◎フィルムコミッション事業 120

文化財保護（主なもの）

◎名越切通整備事業 37,405

◎池子遺跡群保護事業 1,348

◎古墳整備事業 12,994

廃棄物の減量化・資源化の推進（新規・主なもの）
辞

◎資源再利用推進事業 10,994

◎生ごみ処理容器等購入費助成事業

◎大型生ごみ処理機設置助成事業

2,181

2,256

☆生ごみ減量化・資源化事業 5,325

☆ゼロ・ウェイスト推進協働事業 6,660

市民との協働による資源物回収拠点の試行的運用

15,128◎収集車両整備事業

収集車両２台の更新

◎資源化品目拡大事業 10,844
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☆処理車両整備事業

灰運搬車両１台の更新

8,603

☆ごみ焼却施設基幹改良工事ごみ搬出事業

改良工事に伴うごみの市外搬出及び処理経費

199,551

◎最終処分場転圧事業

最終処分場転圧工事

２カ年継続費２３年度

２４年度

97,600

24,400

97,600

合計122,000

◎一般廃棄物処理施設整備事業

ごみ焼却施設基幹改良工事及び施工監理委託

３カ年継続費２３年度３７，７００

２４年度1,375,841

２５年度1,806,212

1,376,469

合計3,219,753

◎学校施設生ごみ処理機設置事業

☆逗子小、久木小生ごみ処理機設置経費

7,430

(5,409） ほか

Ｐ

－１３－



４安心・安全・快適なまち

防犯対策の充実（主なもの）

◎児童生徒安全確保事業 634

◎防犯対策事務費 860

災害対策の充実（新規・主なもの）

◎防災訓練事業 1,432

◎災害対策事業

津波ハザードマップ改訂（2,993）

☆土砂災害ハザードマップ作成（4,700）

☆市民協働による自然災害啓発事業経費（169）

地域防災計画修正支援業務委託（900）

防災備蓄倉庫増設（8,158）ほか

28,795
／

◎自主防災組織育成事業．

◎地域安心安全情報共有システム維持管理事業

4,058

500

◎防災行政無線施設維持管理事業 7,658

◎防災行政無線施設整備事業

無線子局（１ケ所）移設工事（2,300）ほか

3,473

◎震前震後対策事業 8,693

交通対策（主なもの）

◎市営駐車場維持管理事業 75,461 「

◎放置自転車等対策事業 11,901

街路灯の維持管理（主なもの）

◎街路灯改良事業 709

消防力の充実（主なもの）

◎職員研修事業（救急救命士研修ほか） 4,148
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◎メディカルコントロール体制整備事業 2,074

◎消防自動車整備事業

梯子付消防自動車の更新

190,674

◎消防団詰所整備事業 702

●

がけ地対策

◎防災工事助成事業 5,000

◎急傾斜地崩壊対策事業（市内１１箇所） 49,018

人にやさしい道づくり（主なもの）

◎道路維持管理事業

街かどベンチの設置（1,500）

14,252

ほか

◎やさしい道づくり事業

久木100号線ほか歩道整備工事

18,342

生活道路の整備（新規・主なもの）

◎狭あい道路整備事業 6,631

◎道路補修事業 41,715

◎道路舗装事業 27,246

◎道路災害防除事業

久木48号線道路災害防除工事

44,171

(40,000） ほか

市営住宅の管理（新規・主なもの）

◎住宅管理事業

ひ

22,564
Ｔ

☆住宅管理システム導入経費（1,274）ほか

☆用地購入費

土地開発公社が保有する市営住宅用地の再取得費

267,000

一
一・｜院や印》
。
■
■
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市営住宅の整備

◎市営住宅整備事業

池子住宅整備工事

２カ年継続費２４年度８０，１２７

２５年度320,506

101,036

合計400,633

く特別会計＞

下水道事業特別会計（2,921,300）

◎管路長寿命化計画策定事業

ひ

37,375

◎合流改善事業

逗子第５分区雨水渠整備工事

２カ年継続費２３年度１８，９００

２４年度191,100

487,625

合計210,000

☆新宿滞水池築造工事

２カ年継続費２４年度

２５年度

260,000

349,420

合計609,420①

ほか

☆処理場・ポンプ場長寿命化計画策定事業 10,000

◎処理場施設整備事業

☆No3汚泥脱水機改築工事（644,700）

☆下水道総合地震対策計画策定経費（

649,795

(5,000） ほか

』

一
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５市民自治のまち

市民活動の推進（主なもの）

◎市民活動推進事業 6,033

◎地域活動センター整備事業

小坪大谷戸会館整備工事費等（61,170）ほか

6１，１８０

◎社会参加・市民活動ポイントシステム運用事業 4,763
｡

◎ふれあい活動圏創成事業 330

◎市民参加制度審査会経費

行財政改革の推進

284

5６

次期総合計画の策定 1,796

☆市民自治システムの構築 240

広報広聴（新規・主なもの）

◎広報ずし等発行経費 21,593

◎ホームページ充実事業

☆ＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）

ほか

6,375

導入経費（5,565）

◎まちづくりトーク経費 276

電子計算システムの管理 182,302
、

固定資産税地理情報システムの整備 20,249

情報公開制度の推進 7,527

個人情報保護制度の適確な運用 4,660

－１７－

、



文書管理費

◎文書管理システム管理事業 ３，７４８

情報ネットワークの構築

◎住民基本台帳ネットワークシステム管理事業 11,416

◎財産管理事務費一

かながわ電子入札共同システムの運用（3,802）ほか

11,498

，

職員研修事業 4,139

平和都市の推進（主なもの）

◎非核平和推進事業

ピースメッセンジャー派遣（派遣先広島）ほか

2,176

◎ずし平和デー開催事業 125

～池子の森全面返還をめざして～

４０ヘクタールの土地の返還に向けて

◎返還・共同使用推進事業

◎池子住宅地区地域連絡協議会経費

◎逗子市池子接収地返還促進市民協議会助成事業

182

132

355

０

』

－１８－


