
平成 21 年 度

予算のあらまし

刈谷駅南口が、市の玄関口となる都市
空間として整備されています。写真は、
駅と再開発施設を結ぶペデストリアン
デッキとみなくる広場です。

刈　谷　市



「元気で幸せ」を実感できる
まちづくりを目指して

　我が国の経済は、いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大を続けていま

したが、アメリカの金融不安などに端を発した経済活動の混乱により、一気

に景気後退期に入り、本市の歳入の根幹となる市税収入に大きな影響を及ぼ

し、平成２１年度予算においては過去にない大幅な減収を見込んでおります。

しかし、本市におきましては、この厳しい経済状況においても、健全で安定

した財政を基本とし、効率的で効果的な行政運営を進めるとともに、真に必

要な事業を見極め、市民の皆様の信頼に応えるため、各種施策に取組んで

まいります。

　平成２１年度予算については、「やすらぎ」「いきがい」「うるおい」「いろどり」

「しんらい」のまちづくりの５つのキーワードのうち、特に「やすらぎ」と「いき

がい」に重点を置いた市民の生活重視予算と位置づけ、大きな視点と細やか

な気配りにより、まちの魅力を高め、将来に向けて安心して生活できることを

目指し「やすらぎを未来につなぐ暮らし充実予算」といたしました。

　この冊子は、本市の各種施策や財政状況をわかりやすくまとめたものです

ので、活用していただければ幸いです。
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予  算  の  規  模
　一般会計の平成２１年度当初予算総額は、５８０億４, ０００万円です。これは前年度当初予算と
比較して３. ３％の増となります。
　土地区画整理事業､ 下水道事業、国民健康保険など特別会計は、２１９億９, ２２３万９千円で、
前年度と比較して１０. ８％の減となります。これは、下水道事業会計の減や北刈谷第二土地区画整
理事業会計の廃止などによるものです。企業会計の水道事業会計は、３９億６, ９９２万３千円で、
前年度と比較し５. ８％の増です。
　一般会計、特別会計及び企業会計の総合計は、８４０億２１６万２千円となり、前年度と比較して
０. ７％の減となります。

（単位：千円、％）

会　計　名 平成21年度
当初予算額

平成20年度
当初予算額

前 年 度 比
差　引 伸び率

一般会計 58,040,000 56,161,480 1,878,520 3.3

特別会計 21,992,239 24,658,315 △ 2,666,076 △ 10.8

刈谷半城土高須土地区画整理事業会計 147,064 60,857 86,207 141.7

刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業会計 322,694 390,011 △ 67,317 △ 17.3

刈谷野田北部土地区画整理事業会計 127,591 181,361 △ 53,770 △ 29.6

下水道事業会計 4,929,854 6,163,701 △ 1,233,847 △ 20.0

国民健康保険会計 10,299,937 11,000,741 △ 700,804 △ 6.4

老人保健会計 108,435 802,296 △ 693,861 △ 86.5

後期高齢者医療会計 1,141,257 1,096,547 44,710 4.1

介護保険会計 4,915,407 4,807,349 108,058 2.2

北刈谷第二土地区画整理事業会計 0 155,452 △ 155,452 皆減

企業会計 3,969,923 3,753,451 216,472 5.8

水道事業会計 3,969,923 3,753,451 216,472 5.8

合　　　計 84,002,162 84,573,246 △ 571,084 △ 0.7
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合　計

29,668,480千円

●市民税・個人
11,207,948千円（37.8%）

●市民税・法人
1,347,413千円（4.5%）

●固定資産税
13,428,015千円（45.3%）

●軽自動車税
178,277千円（0.6%）

●市たばこ税
991,956千円（3.3%）

●特別土地保有税
2千円（0%）

●都市計画税
2,514,869千円（8.5%）

　歳入の根幹である市税は、２９６億６,８４８万円で前年度当初予算と比較して１４.７％の大きな減額を見
込んでいます。歳入全体に占める割合は、５１.１％です。繰入金は、１０１億４,７８３万４千円で、財政調
整基金、都市開発基金及び庁舎建設基金などを活用しています。市債は、４７億１２０万円で、庁舎建設
事業や総合文化センター取得事業などの財源とします。

歳  入
一 般 会 計 の 状 況

歳入合計

58,040,000千円 ●市税
29,668,480千円（51.1％）

●地方譲与税
486,000千円（0.8％）

●利子割交付金
64,000千円（0.1％）

●配当割交付金
40,000千円（0.1％）

●株式等譲渡所得割交付金
55,000千円（0.1％）

●地方消費税交付金
1,500,000千円（2.6％）

●自動車取得税交付金
495,000千円（0.9％）

●地方特例交付金
390,000千円（0.7％）

●地方交付税
1千円（0％）

●交通安全対策特別交付金
30,000千円（0％）

●分担金及び負担金
306,348千円（0.5％）

●使用料及び手数料
1,143,518千円（2.0％）

●国庫支出金
3,893,334千円（6.7％）

●県支出金
2,027,594千円（3.5％）

●財産収入
138,455千円（0.2％）

●寄附金
505千円（0％）

●繰入金
10,147,834千円（17.5％）

●繰越金
1,000,000千円（1.7％）

●諸収入
1,952,731 千円（3.4％）

●市債
4,701,200 千円（8.1％）

■市税の内訳

⬇
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　歳出の構成比で最も大きな割合を占めているのは、２８.１％の教育費１６２億９,１９７万円です。その主
なものは、総合文化センター取得事業などの社会教育費や保健体育費などです。次に、１９.９％の民生費
１１５億５,７９１万８千円です。その主なものは、社会福祉費や児童福祉費などです。そして庁舎建設事業
を含む総務費の１６.９％、９７億８,９４３万６千円と続きます。
　なお、歳出に占める建設事業費などの投資的経費の割合は、３７.０％です。

歳  出

歳出合計

58,040,000千円

●議会費
384,139千円（0.7％）

●総務費
9,789,436千円（16.9％）

●民生費
11,557,918千円（19.9％）

●衛生費
4,614,619千円（7.9％）

●労働費
107,612千円（0.2％）

●農林水産業費
969,897千円（1.7％）

●商工費
1,410,770千円（2.4％）

●土木費
8,758,848千円（15.1％）

●消防費
1,422,360千円（2.4％）

●教育費
16,291,970千円（28.1％）

●災害復旧費
42,000千円（0.1％）

●公債費
2,658,587千円（4.6％）

●諸支出金
1,844千円（0％）

●予備費
30,000 千円（0％）

合　計

58,040,000千円

●人件費
7,090,559千円（12.2%）

●物件費
10,088,992千円（17.4%）

●維持補修費
531,005千円（0.9%）

●扶助費
5,912,148千円（10.2%）

●補助費等
5,492,459千円（9.5%）

●公債費
2,658,587千円（4.6%）

●投資及び出資金
51,838千円（0.1%）

●貸付金
526,200千円（0.9%）

●繰出金
4,092,634千円（7.0%）

●予備費
30,000千円（0%）

●積立金
103,502千円（0.2%）

●失業対策事業費
－（－%）

●災害復旧事業費
42,000千円（0.1%）

●普通建設事業費
21,420,076千円（36.9%）

■性質別内訳
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○拡 母子健康診査等事業
２億４８万２千円

　妊娠から出産までに必要な費用の負担軽減を図るため、妊
婦健診14 回の公費負担に加え、出産後、産婦が医療機関で
受診する健康診査１回を、公費負担し、安心して子どもを生み
育てることのできる環境を整えます。

○拡 幼稚園児・保育園児の第３子以降保育料の無料化
　保護者の子育てにかかる経済的負担を軽減し、子どもを
安心して生み育てることができる環境づくりのため、公立
幼稚園の保育料は、平成 21 年４月から新たに 18 歳未満の
児童で数えて３番目以降である場合に無料とします。
　また、認可保育園の保育料は、平成 19 年７月から３歳未
満児で 18 歳未満の児童で数えて３番目以降である場合に無
料としてきましたが、平成 21 年４月から園児の年齢制限を
なくし、18 歳未満の児童で数えて３番目以降である場合に
全て無料とします。

○拡 育児健康支援事業
１,６０４万４千円

　母親の育児不安などを解消し、子どもが健やかに育つよう生
後４か月を迎えるまでの乳児のいる全家庭を助産師が訪問し、
健康指導や授乳指導、子育て相談などを行います。

○新 児童クラブ施設整備事業
２億６７７万９千円

　児童の安全と利便を確保するために、学校敷地内に児童
クラブを整備します。
　整備箇所　小高原・双葉・東刈谷小学校

高齢者や障害者の方が地域で安心して
暮らすことができる環境を整備します

○新 市民館エレベータ設置事業
１億２, ４９４万８千円

　高齢者や障害のある人にとって、より快適で安心な市民館と
なるよう市民館にエレベータを順次設置します。
　設置工事　　西境市民館、高津波市民館、中部市民館
　　　　　　　築地市民館、小山市民館
　実施設計　　高須市民館、一ツ木市民館、元刈谷市民館
　　　　　　　東部市民館、重原市民館

○新 障害者相談支援事業　
２,５２７万７千円

　障害のある人の自立した日常生活や社会生活の促進を図るた
め、障害のある人やその家族からの相談窓口として、障害福
祉課に加え、新たに２か所に相談支援専門員を配置し、支援
を行います。
　相談場所 高齢者福祉センター（１階）
　対象者 主に身体障害、知的障害のある人
　相談場所 心身障害者福祉会館（３階）
　対象者 主に精神障害のある人

○新 グループホーム等施設整備推進事業　
６１５万６千円

　障害のある人が地域の中で自立した生活ができるように居住
の場となるグループホーム・ケアホームの整備を促進するととも
に、入居者の日常生活の支援を行います。

○新 認知症高齢者グループホーム等
　消防設備整備費補助事業

１,５００万円
　高齢者の入居するグループホームや短期入所施設に義務付
けられたスプリンクラーの整備費用を補助し、入居者の安全を
確保します。
　補助内容　スプリンクラー設置工事費用の４分の３
　　　　　　（補助上限額３００万円）

子どもを安心して生み育てることができる環境を整備します

育児健康支援事業

や す ら ぎ1
安心と安全の確保されたまちづくり

○拡 印は拡充事業
○新 印は新規事業
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地域防犯活動推進事業
１６６万円

　犯罪のない安心、安全な街づくりを目指すため、防犯パトロー
ルなどの地域活動に対して支援し、犯罪の抑止を図ります。

○新 防犯ブザー導入事業　
７００万円

　児童生徒が登下校時に変質者等に遭遇した際、周囲に危険
を知らせ、被害を防ぐため、携帯用防犯ブザーを全小中学生
に配付します。

○新 洪水ハザードマップ作成事業（更新）
１,００８万円

　台風や近年頻発する集中豪雨に対し、緊急かつ効率的に浸
水被害の軽減を図るため、県の河川氾濫シミュレーションや雨
水総合対策整備計画等を踏まえ、外水氾濫と内水氾濫の両方
を想定した洪水ハザードマップを作成し、全戸に配付します。

流作新田排水機場整備事業
３億８, ３００万円

　境川浄化センター建設に伴い県が行う排水機場移設に際し、
機能増加分や電気施設などの機器類の浸水を防ぐための費用
を負担し、農地の浸水被害の防止を図ります。

受水槽蛇口整備事業
　４００万円

　小中学校など公共施設に設置されている受水槽の水を、災
害時の飲料水として避難者などに提供するため、給水用蛇口
を設置します。

○拡 わが家の地震対策事業
４,８６０万円

　近く起きるといわれる東海・東南海地震による建物などの倒
壊を防ぐため、耐震診断費や改修費の補助を行います。本年
度から非木造住宅耐震改修費や木造住宅簡易改修費にも補助
を行います。
　補助内容　（　）内は補助上限額
　平成 21年度より新規拡充するもの
　　⑴非木造住宅耐震改修費補助
　　　戸建、長屋、共同住宅
　　　（補助対象経費の3分の 2）
　　⑵木造住宅簡易改修費補助（30万円）
　従来のもの
　　⑴木造住宅無料耐震診断
　　⑵ブロック塀撤去費補助（10万円）
　　⑶木造住宅耐震改修費補助（60万円）
　　⑷木造住宅撤去費補助（20万円）
　　⑸非木造住宅耐震診断費補助
　　　戸建（補助対象経費の3分の 2）
　　　マンション、共同住宅、アパート等（120万円）

犯罪のないまちづくりを進めます

災害から市民の生命と財産を守ります

地域パトロール隊
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市民の健康づくりと生きがいづくりを支援します

認定農業者等育成促進事業
１,３６５万円

　認定農業者等（担い手）への農地の利用集積を推進し、規
模拡大による農業の構造改革を進めます。

中小企業新開発マネジメント事業 
６２３万円

　新開発マネジメント事務所を拠点に、コーディネーターによ
る中小企業の新製品、新技術開発のマネジメントを行い中小企
業の活性化を図ります。

商工業振興資金貸付預託事業
３億２, ５００万円

　市と県が協調して、資金を金融機関に預託し、中小企業に
対し、必要な設備・運転資金を融資することにより企業経営の
安定に寄与します。
　通常資金　　　　　融資限度額　　 40,000 千円
　小規模企業資金　　融資限度額　　 12,500 千円

産業展開催事業
１,０５６万５千円

　刈谷市産業振興センターを会場に碧海５市内の事業所によ
る製品、商品、アイデアの展示及び即売会などを実施し、市
民と産業の交流の場として「刈谷産業まつり2009」を開催し、
産業の振興に努めます。

刈谷生きがい楽農センター運営事業
１,４６４万３千円

○新 市民農園整備・運営事業 
１１９万３千円

　遊休農地抑制対策と団塊世代の定年後の生きがいづくりの
ため、平成 20 年度に刈谷生きがい楽農センターを開設しまし
た。平成 21年度より農作物栽培研修の修了者のうち希望者に
市民農園を貸し出します。

○新 保健センター建設事業
４億５, ２１０万円

　市民の健康への関心や事業の増加により手狭になっている
保健センターを移転新築します。新しい保健センターは、従来
の保健センター機能に加え健康増進、子育て支援、早期療養
機能を併せ持った施設整備を行い、市民の健康づくりの拠点
となる施設として整備します。
　建設場所　若松町３丁目（刈谷青果市場跡地）
　総事業費　16 億 9,200 万円
　　　　　　（平成 21年度　　452,100 千円）
　　　　　　（平成 22 年度　1,239,900 千円）

○新 刈谷豊田総合病院手術棟等整備補助事業
２億１, ０００万円

　市民への医療サービス向上のため、医療法人豊田会が行
う高度医療機器を駆使した外科手術に対応する手術棟等の
整備を支援します。
　総事業費　７億 4,500万円
　　　　　　（平成 21 年度　210,000千円）
　　　　　　（平成 22 年度　535,000千円）

農業・商業・工業の活性化を支援します

刈谷生きがい楽農センター

刈谷産業まつり

活気と希望のあるまちづくり

い き が い2
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子どもへの確かな学力の定着と教育環境の充実を図ります

双葉小学校改築事業
８億６２０万円

　耐震性の低い双葉小学校の北舎を改築して、児童の安全や
教育環境の充実を図ります。
　総事業費　10 億 2,330 万円
　　　　　　（平成 20 年度　217,100 千円）
　　　　　　（平成 21 年度　806,200 千円）
　構　　造　鉄筋コンクリート造３階建
　延床面積　約 3,900㎡
　主な施設　普通教室 19 室、理科室２室、図工室、
　　　　　　音楽室など

小垣江小学校体育館改築事業
２億３５０万円

　老朽化した体育館を改築し、教育環境の充実を図ります。
　総事業費　５億 1,650 万円
　　　　　　（平成 20 年度　313,000 千円）
　　　　　　（平成 21 年度　203,500 千円）
　構　　造　鉄筋コンクリート（一部鉄骨）造平屋建
　延床面積　約1,300㎡（体育館）
　主な施設　アリーナ、ミーティングルーム、更衣室、器具庫、
　　　　　　多目的便所など

○新 雁が音中学校増築事業
１億２, ４９５万４千円

　生徒の増加により教室が不足するため、北舎を増築して教育
環境の充実を図ります。
　構　　造　鉄筋コンクリート造３階建
　延床面積　約 650㎡
　主な施設　普通教室５室、教材室など

○新 理数大好き推進事業
　　　２００万円

　児童生徒が自然や科学技術にふれる機会を増やしたり、探
求活動を充実するとともに、教員による教材開発の一層の充実
を図ります。
　主な事業　理科研究・創意工夫工作ガイドの発行
　　　　　　創意工夫展における算数・数学おもしろランドの
　　　　　　開設など

第二学校給食センター建設事業
７億１, ７９０万円

　第二学校給食センターを移転新築し、より安全で安心できる
おいしい給食を作ります。
　建設場所　新田町２丁目地内
　構　　造　鉄骨造地下１階地上２階建
　総事業費　21億 8,420 万円
　　　　　　　（平成 20 年度　1,466,300 千円）
　　　　　　　（平成 21年度　　717,900 千円）
　延床面積　約 3,660㎡
　調理能力　12,000 食／日

算数・数学おもしろランド

第二学校給食センター完成イメージ図
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市道０１－２５号線他道路新設改良事業
１億１, ０４０万円

　新庁舎の外周道路の歩道を確保するとともに、歩道のバリア
フリー化を図り、歩行者の安全を確保します。
　事業箇所　東陽町ほか
　市道 01－25 号線
　　延長　180 ｍ　　幅員17.5 ～ 22.5 ｍ
　市道２－401号線
　　延長　　60 ｍ　　幅員14 ｍ

市道２－４９６号線他道路新設改良事業
１億１, ７３１万８千円

　既設道路の拡幅を行い、中心市街地の活性化、交通安全
及び地域の住環境の向上を図ります。
　事業箇所　銀座ほか
　延長　360 ｍ　　
　用地購入　242.97㎡　　物件補償　４件ほか

市道２－５８１号線道路新設改良事業
　　　　　　　　　１２億３, ９２１万６千円

　鉄道により分断されている本市中心部の南北連絡を強化し、
都市機能の向上と交通渋滞の緩和を図ります。
　事業箇所　幸町ほか
　延長　260 ｍ　　幅員　12～16 ｍ

市道２－６２２号線他道路新設改良事業
　　　　　　　　　　　　１億１, ２２０万円

　刈谷駅南北連絡道路及び交通児童遊園の整備に合わせて、
高齢者福祉センターまでの道路整備を行うことにより、周辺道
路の渋滞緩和と市中心部へのアクセス向上を図ります。
　事業箇所　下重原町ほか
　延長　470 ｍ　　幅員10 ～16 ｍ

JR刈谷駅駅舎改修負担事業
３億８, ２８８万円

　ＪＲ刈谷駅の朝夕の通勤通学時におけるホーム上の混雑を
解消するため、上下線それぞれのホームに階段の設置と改札
口の拡幅などの改修を行います。
　総事業費　４億 6,828 万 8千円　
　　　　　　（平成 20 年度　 85,408 千円）
　　　　　　（平成 21年度　382,880 千円）

○拡 公共施設連絡バス運行管理事業　
１億７, ８５１万４千円

　公共施設利用の利便性を高め、高齢者等の社会参加を促す
とともに、通勤通学など市民の足として利用してもらうために、
平成 21年２月から、公共施設連絡バスを１路線あたり１日８往
復に増便して運行しています。

快適な交通機能の整備を図ります

資源回収所設置費補助事業
６００万円

　自治会が設置する資源回収所の設置費用に対して補助金を
交付し、自治会の資源回収を支援するとともにリサイクル率の
向上を図ります。
　補助率　　　経費の９／10
　補助上限額　60万円

○拡 資源回収奨励報償事業
２,０９０万円

　資源回収量を増加させ、リサイクル率の向上を図るため、資
源回収奨励報償金の１キログラム当たりの単価を５円から６円
に引き上げます。また、年間回収日の計画表を提出するなど一
定要件を満たした団体には、１円を加算します。

紙類回収事業
１,８００万円

　可燃ごみの減量及びリサイクル率の向上を図るため、平成
21年５月から市内全域の不燃（資源）ごみステーションにて、
新聞・雑誌・段ボールを月２回分別収集します。

○新 環境都市アクションプラン策定事業
８９６万５千円

　地球温暖化を防止し、持続可能な環境都市を構築するため、
企業・市民・大学・行政が結集し、それぞれが持つ「技術・情報・
行動力」を提供しあって、産業・くらし・交通を統合した環境
都市アクションプランを策定します。

○拡 低公害車購入費補助事業
１, 0００万円

　低公害車の普及促進を図り、地球温暖化の主な要因である
二酸化炭素の排出削減に寄与するため、低公害車の購入者へ
の補助上限額を引き上げます。
　補助上限額　　 12 万円
　補助拡充期間　平成 21年度から平成 22 年度　

地球にやさしい環境施策を推進します

快適で魅力のあるまちづくり

う る お い3
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亀城公園整備事業
１,２００万円

　「郷土の歴史が感じられる刈谷城址の整備と後世に引き継ぐ
桜の回廊づくり」を全体構想とし、昭和 12 年から市民に親し
まれてきた亀城公園の再整備を行います。
　平成 21年度　調査測量、実施設計

刈谷駅南地区市街地再開発事業
７億３, １３５万８千円

　刈谷市の玄関口にふさわしい街づくりをするため、商業施設、
総合文化センター及び住宅施設の複合的な再開発計画により、
交流拠点の形成を図ります。
　駅前広場などの整備を行い、平成 21年度に事業が完了する
予定です。

○新 民有地緑化推進事業
３００万円 

刈谷市緑化推進基金の運用益金などにより、民有地の緑化に
対し補助を行い、緑豊かな潤いのあるまちづくりを進めます。
　補助内容　（　）内は補助上限額
　⑴生垣設置事業
　　補助率　経費の３分の２（７万５千円）
　⑵屋上緑化事業
　　補助率　経費の３分の２（50万円）
　⑶壁面緑化事業
　　補助率　経費の３分の２（25 万円）
　⑷保存樹木等補助金（年額）
　　樹木　１本当たり　1,000 円
　　樹林　100 平方メートル当たり　500 円

上水道事業
３９億６, ９９２万３千円

　拡張事業計画に沿って幹線配水管の布設工事を推進すると
ともに、増補改良事業により区画整理地内等への配水管の布
設、震災対策として普通鋳鉄管を耐震性のあるダグタイル鋳鉄
管に布設替えなどを行い、給水サービスの確保、水の安定供
給に努めます。

公共下水道事業
４９億２, ９８５万４千円

　家庭等の生活排水を適切に排除し、快適な生活環境を確保
するとともに、川や海などの水質を保全し自然環境を守るため、
公共下水道の整備に努めます。

土地区画整理事業
　良好な住環境の整備と土地利用を増進するとともに、公共
施設の整備改善を図り、健全な市街地の造成を行います。
　・刈谷半城土高須土地区画整理事業

（１億４, ７０６万４千円）
　　　施行開始　昭和 59 年度　　 施行面積　　23.5ｈａ
　・刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業

（３億２, ２６９万４千円）
　　　施行開始　昭和 61年度　　 施行面積　　81.7ｈａ
　・刈谷野田北部土地区画整理事業

（１億２, ７５９万１千円）
　　　施行開始　平成 12 年度　　 施行面積　　　4.4ｈａ

緑に包まれた都市空間や魅力ある都市基盤を整備します

刈谷駅北口アーバンフェイス整備事業
９,０００万円

　刈谷駅北口駅前広場を整備し、刈谷市の玄関口にふさわし
い都市空間機能を確保します。
　駅前広場整備工事（５００㎡）

総合文化センター完成イメージ図

刈谷駅北口アーバンフェイス整備事業完成イメージ図

○新 せい山閣改築事業
７００万円

　青山斎園の既設の建物を改修し、小規模な葬儀等に対応で
きる葬祭場を増設します。
　平成 21年度　基本設計、実施設計
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いわさきちひろ《水着の女の子》

1970 年ちひろ美術館蔵

自然に親しむ環境を整備します

郷土の財産の継承や多彩な交流を推進します

スポーツや文化に親しむ環境を整備します

○新 桜堤等整備事業　
６００万円

　国道 23 号線から通学橋までの逢妻川左岸堤を利用し、市
民の憩いの場となるよう桜堤を整備します。
　平成 21年度　実施設計

交通児童遊園施設整備事業
４,９０４万１千円

　刈谷駅南北連絡道路や南伸計画道路の整備に合わせ、中
央児童館を含めた交通児童遊園全体の再整備を行います。平
成 21年度に事業が完了する予定です。

総合文化センター取得事業　
　　　　７５億円

　市民の誰もが自由に参加し、学習や芸術活動ができる場を
提供するとともに、質の高い舞台芸術にふれる鑑賞空間の整
備充実を図るため、再開発地区に建設される総合文化センター
を取得します。
　平成 22 年 4月3日オープンです。
　生涯学習施設　大ホール、小ホール、研修室、ギャラリー
　駐車場施設　　610 台
　総事業費　　　170 億円

ウィングアリーナ刈谷等施設整備事業
　　　　　　　　　　　７, ０６３万７千円

　ウェーブスタジアム刈谷の陸上競技 3 種公認更新に必要な
整備工事、ウィングアリーナ刈谷の監視カメラ増設工事などを
行い、円滑な施設の運営を図ります。

企画展開催事業
　多くの市民に質の高い美術にふれる機会を提供し、文化の
振興を図るため、有名作家の作品などを紹介する美術展を開
催します。
　・大江戸の賑わい展（９３１万円）
　　　会　期　　4月25日～ 5月31日
　・河目　悌二展（７７４万１千円）
　　　会　期　　7月18日～ 9月6日
　・いわさきちひろ展（２, ９３７万６千円）
　　　会　期　　9月19日～10月25日

フレンドシップ継承事業
２７０万円

　愛知万博一市町村一国フレンドシップ事業の理念を継承、
発展させるため、スポーツ交流事業、文化交流事業などを実
施し、地域の国際交流の定着化を図ります。

○新 依佐美送信所記念館受賞記念事業
２３６万６千円

　依佐美送信所送信機器一式が日本で９番目のＩＥＥＥマイル
ストーンに認定されたため、贈呈式と記念講演を行います。

国際交流振興事業
１,５５９万９千円

　国際交流活動や在住外国人の生活支援を行い、市民レベル
の相互理解と友好親善を深め、地域社会の国際化を推進しま
す。

○新 刈谷偉人伝作成事業
６００万円

　刈谷市にゆかりのある人物の紹介と顕彰のため、関係史跡
の実写やアニメを使ってＤＶＤを作成し、貴重な歴史を伝えま
す。平成２１年度は、天誅組の松本奎堂と宍戸弥四郎を映像
化します。

歴史と文化を大切にしたまちづくり

い ろ ど り4
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新庁舎完成イメージ図

財政力指数（単年度）
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実質公債費比率（平成16年度以前　公債費比率）

刈谷市 県下都市平均●財政力指数
地方公共団体の財政上の
能力を示す指数で、１に
近く１を超えるほど財政に
余裕があります。

●経営収支比率
地方公共団体の財政構造
の弾力性を測る指標で、
人件費、扶助費、公債費
などの経常的経費に市税
などの一般財源がどの程
度充てられているかをみる
もので、この比率が増加
すると財政運営は硬直化
します。

●実質公債費比率
市税のように使い道が特
定されておらず、毎年度経
常的に収入される財源の
うち、公債費や公債費に
準ずるもの（特別会計に
対する繰出金など）を含
めた実質的な公債費相当
額に使われた割合です。

※平成16 年度以前は、公債費比率です。

※平成19 年度は、財政健全化法に基づく算定による数値です。

まちづくりナビ構築事業
９３７万３千円

　まちづくりの主人公である市民と行政が、ともに考え、互い
に力を合わせながら、「元気で幸せ」を実感できるまちづくり
の実現を目指し、まちづくりの指針となる第７次刈谷市総合計
画及び自治の基本理念となる自治基本条例を策定します。
　策定期間　平成 20 年度～22 年度
　第７次刈谷市総合計画基本構想・基本計画の策定
　自治基本条例の制定
　　（仮称）行政評価委員会の設置

○新 インターネット公売事業
３５万１千円

　滞納者から差押えた財産をインターネット公売により換価し
ます。また、悪質な滞納者に対してタイヤロックによる自動車
の差押えも行います。

庁舎建設事業
４２億５, ６００万円

　昭和 29 年に竣工した現在の庁舎は老朽化が激しいため、
市民の利便性及び防災性の向上を図り、市民に親しまれる庁
舎を建設します。
　庁舎 10 階建
　立体駐車場   ２階建
　総事業費 94 億 8,300 万円
 （平成 20 年度　  235,000 千円）
 （平成 21年度　4,256,000 千円）
 （平成 22 年度　4,992,000 千円）

政策を支える改革

■主な財政指標の推移

し ん ら い5
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単位（百万円）

基　金　名 金額
財政調整基金 9,296
土地開発基金 438
都市開発基金 5,120
国際交流振興基金 226
美術品等購入基金 584
介護保険基金 411
介護従事者処遇
改善臨時特例基金

49

国民健康保険基金 262
庁舎建設基金 6,065
一般廃棄物処理施設
等整備基金 689

地域福祉基金 275
緑化推進基金 305

合　　計 23,720

　基金の現在高は、平成 21年３月31日現在で、237億 2,027 万円です。その内訳は、財政調整基金（92 億 9,587 万円）、庁舎
建設基金（60 億 6,462 万円）、都市開発基金（51億 1,973 万円）が主なものです。

　市債の現在高は、平成 20 年度末現在（見込み）で、490 億 1,528 万円です。そのうち、一般会計は、199 億 2,595 万円で
40.6％を占めています。特別会計では、下水道整備の進展により下水道事業会計が大きな割合を占めています。
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（50.8％） （47.4％） （43.7％） （41.4％） （41.2％） （40.4％） （39.7％） （38.4％） （41.6％） （40.6％）（50.8％） （47.4％） （43.7％） （41.4％） （41.2％） （40.4％） （39.7％） （38.4％） （41.6％） （40.6％）

単位（百万円）

会　計　名 現在高
一般会計 19,926
特別会計 27,868
刈谷小垣江駅東部土
地区画整理事業会計 1,319

北刈谷第二土地区画
整理事業会計 2

下水道事業会計 26,547
企業会計 1,221
水道事業会計 1,221
合　　計 49,015

基 金 の 状 況

■基金現在高の推移
総額 財調

総額 一般
会計

市 債 の 状 況

■市債現在高の推移
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昭和50年度 昭和55年度 昭和60年度 平成2年度 平成7年度 平成12年度 平成17年度 平成21年度
人　口 94,182 104,615 110,643 118,267 124,625 131,140 139,994 144,828
世帯数 31,115 34,601 36,949 40,922 44,761 48,569 54,659 59,957
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（百万円）
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48,060

58,040

5,226

11,551

17,830
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25,823
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5,226
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17,830

23,692
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27,977
30,677 29,668

（57.2％） （60.8％） （72.9％） （71.7％） （60.3％） （65.4％） （63.8％） （51.1％）（57.2％） （60.8％） （72.9％） （71.7％） （60.3％） （65.4％） （63.8％） （51.1％）

一般会計　当初予算額・市税の推移

総額 市税

　刈谷市の平成 2１年度予算総額 580 億 4,000 万円を、市民 144,828人（平成 21年 4月1日）で割ってみると、一人当たりの予
算額は400,000 円で、市税は 205,000 円となります。支出の中で最も多いものが、小中学校などの教育環境や生涯学習施設の整
備などに使われる教育費112,000 円、次に、社会福祉費や児童福祉費などの民生費 80,000 円、さらに庁舎建設事業などの総務
費 68,000 円です。
　市税以外の収入は、国・県の支出金をはじめ、基金の繰入れや市債です。なお、金額は、端数を調整しています。

市民１人当たりに使われる総額
400,000円

市民一人に換算した市税額 繰入金 市債 その他

借入金

教育費 民生費 総務費 土木費 衛生費 その他

国県支出金

205,000円 70,000円

112,000円 80,000円 68,000円 60,000円 32,000円 30,000円18,000円

41,000円 32,000円 52,000円

基金の取崩し
国・県から
交付される
お金

使用料・手数料・
地方消費税
交付金など

歳
出

公債費

小・中・幼稚園の学校教育
の充実、社会教育、スポーツの
振興などに
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高齢者、障害者、児童の
福祉などに

庁舎建設、
市民生活、防犯、
交通安全などに

道路、公園、
区画整理などの
基盤整備、
河川管理などに

保健衛生、
環境対策、
清掃費
などに

借入金
の返済

議会、
商工費
などに

固定資産税（93,000円）
市民税（87,000円）
都市計画税（17,000円）など

歳
入

市民一人当たりの予算（一般会計）



平成 21 年 度
予算のあらまし

この冊子は再生紙を使用しています。

市　章 市の花　カキツバタ 市の木　クスノキ

平成 21年 4月発行　総務部財務課
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