
ひと輝く・四季彩のまち  かいた
会会 　　　　88 6 万万円円 年 比 .8

 会 　　　  6 6 44 6万万円（対前年 比 1.6
 水水 会会 　　　 99,483万円円 前年度比 0.6％増

一般会計　　　　85億6,200万円（対前年度比 2.8％増）
 特別会計　　　  62億 6,426万円（対前年度比 1.6％増）
 水道事業会計　　 5億 9,483万円（対前年度比 0.6％増）

　平成23年度から「第4次海田町総合計画」がスタートします。
　これまで取り組んできた『子育てしやすい、安全・安心なまちづくり』は継続するとともに、
第４次総合計画の基本構想に掲げる都市像　「ひと輝く・四季彩のまち　かいた」　の実現に向け
た施策に対して、財源を重点的に配分しました。
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　これまでの財政健全化の取り組みにより、人件費や公債費の減額など
一定の成果を挙げてきています。
　公共下水道事業特別会計や国民健康保険特別会計における収入不足に
ついては、近年の経済情勢などから、引き続き、住民の皆さんに負担増
となる使用料や保険税の改正を見合わせ、一般会計から財源を補います。
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　今後10年間の海田町のまちづくりや、行財政運営の指針をとりまとめた計画です。
　将来の海田町のめざす姿の実現に向けて、事業に取り組んでいきます。（平成 23 年度の主な事業は次
ページ参照）
※「第４次海田町総合計画」は、４月中旬ごろから企画課（役場 2 階）および海田町ホームページでご覧
になれます。

※特別会計とは、公共下水
道事業・国民健康保険・介
護保険・後期高齢者医療の
４会計のことです。

その他その他
施設使用料や手数
料など

９億 2,255 万円

基金からの繰入基金からの繰入
前もって積み立ててい
た貯金から引き出した
お金

１億 9,684 万円

町債町債
公共事業などの財
源として長期に借
り入れるお金

６億 6,420 万円

民生費民生費

教育費教育費

消防費消防費

労働費・労働費・
農林水産業費・農林水産業費・
商工費商工費

公債費公債費

その他その他

民生費
福祉や子育て支援
など

34 億 2,413 万円

土木費土木費土木費
道路整備や公園の
維持管理など

７億 9,196 万円
衛生費衛生費衛生費

保健・医療・ごみ
の回収処理など

７億 8,281 万円

教育費
小中学校やスポー
ツ振興など

６億 4,394 万円

消防費
防災や消防など

３億 5,732 万円

労働費・
農林水産業費・
商工費

農林水産業や観光の
振興など

１億 5,444 万円

公債費
公共事業の財源と
して借り入れた町
債の返済

12 億 6,566 万円

その他
庁舎管理や議会運
営など

11億 4,174 万円

地方交付税地方交付税
全国どこのまちで
も同じようなサー
ビスが受けられる
よう、国から交付
されるお金

９億 4,314 万円 国県支出金国県支出金

その他基金からの繰入

町債

町税町税町税

地方交付税

国県支出金

［一般会計］

公共・福祉事業を
行うため国や県か
ら交付されるお金

17 億 1,371 万円

皆さんに納めてい
ただく税金

41億 2,156 万円

総額
85億6,200万円

［一般会計］
総額

85億6,200万円

「第４次海田町総合計画」とは「第４次海田町総合計画」とは「第４次海田町総合計画」とは
～海田らしさがきらりと光る、
支え合う豊かさづくり～

ひと
輝く・四

季彩のまち  かいたひと
輝く・四

季彩のまち  かいたひと
輝く・四

季彩のまち  かいた

平成23年度予算　　ひと輝く・四季彩のまち　かいた

し き さいさいし き さい

3 2011年（平成23年）4月号 2

財政課　蕁８２３―９２０１　蕭８２３―９２０３



平成23年度予算　　ひと輝く・四季彩のまち　かいた

今後10年間を見据えた まちづくりに取り組みます！

防衛省の補助金を活用し、
ひまわりプラザの屋上に、
太陽光発電パネルを設置し
ます。

人体に有害なダイオキシ
ン類等の事前調査を行い、
平成24年度での解体をめ
ざします。

●感染症予防対策の一環として、平成23年1月に開始し
た、 子宮頸がん予防ワクチン等の接種事業を継続し、
子宮頸がんおよび細菌性ずい膜炎の予防に取り組みま
す。
●新たながん検診受診率向上対策として、特定の年齢に
達した方を対象に、大腸がん検診の無料クーポンを配
布します。

●子どもや若い世代を中心に「食」の大切さを伝える
ため、 食の安全に関する講習会や食文化継承のための
調理教室を開催します。 また、食事バランスガイドの
普及に努めます。
●高齢者ふれあい事業や単位老人クラブなどに対して、 
引き続き支援を行っていきます。

昨年度、畝保育所の再整備に向け
た検討を行いました。

今年度は、実
施に向けた設
計を行ってい
きます。

小学５、６年生の外国
語活動に専門的知識を
持つ指導助手を配置し
ます。

乳幼児等医療費の助成の対
象について、小学生までか
ら、中学生までへと引き上
げます。

入所希望者が多く、十分な児童
受け入れができていない南小学
校区に、新たに整備します。今
年度は、実施に向けた設計を
行っていきます。

老朽化が進む施設の老朽化が進む施設の 整備を進めていきます整備を進めていきます老朽化が進む施設の

子どもが  いきいきと育つまちづくり 環境にやさしく快適なまちづくり

都市基盤を整え生かすまちづくり健康で　ひとにやさしい
安心のまちづくり

整備を進めていきます

引き続き、健康づくり事業や生きがい対策事業に力を入れて取り組みます！引き続き、健康づくり事業や生きがい対策事業に力を入れて取り組みます！引き続き、健康づくり事業や生きがい対策事業に力を入れて取り組みます！

【対象施設】
　幸保育所・西浜保育所
　海田東公民館

町内施設の耐震診断を
行います

災害時に自力で避難するこ
とが困難な災害時要援護の
方が、安心・安全に暮らす
ことができるような支援体
制をつくります。

災害時の支援体制を
強化します

イノシシによる農作物被害
が増加しているため、捕獲
報奨金等を増額します。　
また、国の交付金を活用し、
駆除活動に対する支援を行
います。

有害鳥獣の駆除活動に対する
支援の強化を図ります

防災行政関連情報の音声が
届きにくい場合に、屋内で
も受信ができるようにする
ため、希望する世帯に対し
て、防災ラジオの整備を進
めます。

防災情報伝達体制の強化を
図ります

老朽化が進んでいる消防ポ
ンプ車と軽積載車を買い替
えます。

消防体制の維持・強化を
図ります

児童クラブハウスの
整備を進めていきます

太陽光発電を整備します

子育て世帯への負担軽減
範囲を拡充します

小学校外国語活動の
充実を図ります

～ごみ焼却施設の解体～～ごみ焼却施設の解体～～ごみ焼却施設の解体～

～畝保育所の再整備～～畝保育所の再整備～～畝保育所の再整備～

▲消防車

▲環境センター

▲すくすく赤ちゃん広場

▲ふれあいウォーキング

けい
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