
広報　常陸大宮　　　　平成２４年４月号２広報　常陸大宮　　　　平成２４年４月号２

豊かな自然と調和した安心・快適な活力のまちへ豊かな自然と調和した安心・快適な活力のまちへ豊かな自然と調和した安心・快適な活力のまちへ
東日本大震災からの復旧・復興を最優先として東日本大震災からの復旧・復興を最優先として東日本大震災からの復旧・復興を最優先として

高齢者や児童の福祉などに

130,201円（133,586円）

戸籍管理・税金の
徴収や選挙などに

45,898円（50,473円）

道路・河川・公園の
整備などに

30,361円
（33,040円）

農林水産業振興などに

26,347円（26,270円）
その他（商工、労働、議会関連経費などに）

15,373円（15,717円）

消防・救急活動などに

21,942円（22,823円）

学校・公民館や
図書館などに

60,150円（46,122円）

ごみ処理や病気の予防などに

41,141円（42,317円）

借入金返済に
市民１人あたりの予算

71,546円（72,955円）

　平成２４年度の一般会計当初予算は４月の市長選挙を踏
まえ、政策的経費を極力抑えた骨格予算としました。
　固定資産税の評価替え等による市税収入が減少する厳
しい財政状況ではありますが、東日本大震災からの復旧・
復興を最優先課題として取り組むとともに、市総合計画
の推進と市内各地域の一層の発展につながるよう配慮し
て予算編成に努めました。
　これにより一般会計は、前年度より０．９％減の２０３億５
千万円、特別会計は、２．８％増の１２１億２，２００万円、上水道
事業会計は、８．４％減の９億２，１５４万円となり、全会計予
算の総額は、前年度より０．２％増の３３３億９，３５４万円となり
ました。
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広報　常陸大宮　　　　平成２４年４月号３

平成24年度当初予算のあらまし平成24年度当初予算のあらまし
一　般　会　計 単位：千円

地方交付税 40.0％

その他 3.9％
（使用料、手数料など）

市債 11.1％

国庫支出金 8.3％

市税 22.3％
繰入金 2.7％

諸収入 2.1％

その他 9.6％
（県支出金など）

(69.0％)

依
存
財
源(31.0％)

自
主
財
源 歳　入

  平成２４年度 平成２３年度 増減額　

　　　　総　額　 　２０，３５０，０００ ２０，５４０，０００ ▲１９０，０００

１．市　税　 ………………　４，５３３，９４３ ４，６１５，１８８ ▲８１，２４５

２．繰入金　 …………………　５４８，２２２ ６８７，９７４ ▲１３９，７５２

３．諸収入　 …………………　４２５，３０１ ４２７，３９１ ▲２，０９０

４．その他　 …………………　８０３，７４７ ８１４，４０５ ▲１０，６５８

　　　計　　 ………………　６，３１１，２１３ ６，５４４，９５８ ▲２３３，７４５

自
主
財
源

１．地方交付税　 …………　８，１４０，０００ ８，０００，０００ １４０，０００

２．市　債　 ………………　２，２５７，０００ ２，１２８，９００ １２８，１００

３．国庫支出金　 …………　１，６９４，０９５ １，６０６，２８３ ８７，８１２

４．その他　 ………………　１，９４７，６９２ ２，２５９，８５９ ▲３１２，１６７

　　　計　　 …………… 　１４，０３８，７８７ １３，９９５，０４２ ４３，７４５

依
存
財
源

����

歳　出

民生費
29.4％

公債費
16.2％

総務費
10.4％

教育費
13.6％

衛生費
9.3％

農林水産業費 5.9％
その他 8.4％
（消防費、議会費など）

土木費
6.8％

�������	
�

�民生費は、子ども手当制度の改正や国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金
の減により、減額となっています。

�教育費は、山方中学校改築工事の計上等により、増額となっています。
�総務費は、移動通信用鉄塔（携帯電話）施設整備工事の皆減や職員数削減によ
り、減額となっています。

�土木費は、骨格予算のため新規道路改良工事の予算計上を見送ったことによ
り、減額となっています。

  平成２４年度 平成２３年度 増減額　

　　総　額 ２０，３５０，０００ ２０，５４０，０００ ▲１９０，０００

１．民生費　 ……………………　５，９８１，５４８ ６，１８９，５９７ ▲２０８，０４９
２．公債費　 ……………………　３，２８６，９００ ３，３８０，２７９ ▲９３，３７９
３．教育費　 ……………………　２，７６３，３６９ ２，１３７，００３ ６２６，３６６
４．総務費　 ……………………　２，１０８，６１２ ２，３３８，６０９ ▲２２９，９９７
５．衛生費　 ……………………　１，８９０，０５８ １，９６０，６９７ ▲７０，６３９
６．土木費　 ……………………　１，３９４，８３９ １，５３０，８８５ ▲１３６，０４６
７．農林水産業費　 ……………　１，２１０，３９７ １，２１７，２１７ ▲６，８２０
８．その他　 ……………………　１，７１４，２７７ １，７８５，７１３ ▲７１，４３６

人件費
21.5％

公債費
16.1％

扶助費
14.8％ 物件費

15.1％

繰出金
14.2％

補助費等
8.4％

普通建設事業費
8.1％
その他 1.8％
（維持補修費、積立金など）

�������	
�

�人件費は、職員数削減等により減額となっています。
�公債費は、過去に消防や教育関係建設事業で借入れた市債の元利償還額の減に
より、減額となっています。

�物件費は、三美地区で実施する県営土地改良事業遺跡調査委託料の計上等によ
り、増額となっています。

�扶助費は、子ども手当制度の改正等により、減額となっています。
�補助費等は、大宮地方環境整備組合負担金の減等により、減額となっています。
�普通建設事業費は、山方中学校改築工事の計上等により、増額となっています。

  平成２４年度 平成２３年度 増減額　

　　総　額 ２０，３５０，０００ ２０，５４０，０００ ▲１９０，０００

１．人件費　 ……………………　４，３６８，４７８ ４，５３９，１３１ ▲１７０，６５３
２．公債費　 ……………………　３，２８６，９００ ３，３８０，２７９ ▲９３，３７９
３．物件費　 ……………………　３，０７２，３５８ ３，０３７，５７３ ３４，７８５
４．扶助費　 ……………………　３，０１３，９２６ ３，０４７，５６５ ▲３３，６３９
５．繰出金　 ……………………　２，８９０，３３０ ２，９０３，６７０ ▲１３，３４０
６．補助費等　 …………………　１，７０２，９４０ １，７６２，４２８ ▲５９，４８８
７．普通建設事業費　 …………　１，６５４，７６９ １，５２４，１７５ １３０，５９４
８．その他　 …………………… 　３６０，２９９  ３４５，１７９ １５，１２０



広報　常陸大宮　　　　平成２４年４月号４

「健やかで笑顔の暮らしを育むまち」づくり

特別保育特別保育

64,827千円
　一時預り、休日、延長、乳児及
び障がい児保育等の特別保育を実
施し、子育て支援を推進します。

保育所保育料負担軽減保育所保育料負担軽減

43,556千円
　保育所に通う第３子以降の保育
料を無料化することにより、保護
者負担の軽減を図り、児童福祉の
充実を図ります。

自立支援給付サービス自立支援給付サービス

600,230千円
　障がい者（児）の日常生活や社会
生活支援に必要な福祉サービスに
支援を行い、福祉増進を図ります。

家族介護支援家族介護支援

33,857千円
　家族介護慰労金、介護用品を支給す
るほか、訪問理容サービス事業等を実
施し、在宅家族介護を支援します。

高齢者福祉タクシー高齢者福祉タクシー

23,985千円
　高齢者が福祉行事参加や医療機
関通院等に要する交通費を助成
し、高齢者の福祉増進を図ります。

健康診査健康診査

124,482千円
　疾病の早期発見・早期治療のた
め、健康検査事業の充実を図ります。

母子保健母子保健

34,048千円
　乳児健康検査及び相談事業を実
施し、母子の健康増進を図ります。

放課後児童健全育成放課後児童健全育成

40,913千円
　就労等で保護者が昼間不在の小
学校児童を預り、健全育成を図り
ます。

子ども手当子ども手当

643,588千円
　次代を担う子どもの健やかな成
長を社会全体で応援するため、手
当を支給します。

高齢者保護措置高齢者保護措置

56,325千円
　養護等が必要な高齢者に対し、
入所判定による施設入所の措置を
行い、高齢者福祉の増進を図ります。

予防接種予防接種

84,151千円
　従来の定期予防接種のほか、引
き続き子宮頸がん、ヒブ、小児用
肺炎球菌のワクチン接種費用を助
成します。

医療福祉費支給医療福祉費支給

292,382千円
　小児、母子・父子家庭、重度心
身障がい者、妊産婦の医療費自己
負担を助成します。

障害者地域生活支援障害者地域生活支援

27,566千円
　障がい者の地域での生活を支え
る各種サービスを実施し、福祉増
進を図ります。

医師確保対策助成医師確保対策助成

15,005千円
　市内の公的医療機関で医師とし
て従事希望の医学部学生に修学資
金を貸与し、医師確保を図ります。

高齢者生活支援サービス高齢者生活支援サービス

18,264千円
　はり・きゅう・マッサージ施術、
寝具類洗濯乾燥消毒サービス、配
食サービス事業等を実施し、高齢
者の生活を支援します。



広報　常陸大宮　　　　平成２４年４月号５

「豊かで創造的な地域活力を育むまち」づくり

「大いなる交流と発展を支え促すまち」づくり

戸別所得補償制度戸別所得補償制度

54,712千円
　米の需給調整を実施して米価の
安定を図るとともに、水田におけ
る米以外の作物の生産を推進し、
地域農業の振興を図ります。

木造住宅建設助成（市産材利用の促進）木造住宅建設助成（市産材利用の促進）

14,400千円
　林業の振興と地域産業の育成を
図るため、市内で自らが居住する
新築住宅を市内建設業者により建
築する場合で、５�以上市産材を
使用する方に、１�あたり４万円
（上限60万円）を助成します。

観光情報の発信観光情報の発信

11,733千円
　観光案内や観光事業の拠点とな
る市観光協会の活動を支援すると
ともに、合併５周年記念事業で選
定したマスコットキャラクター
「ひたまる」のＰＲ事業を展開し、
市の魅力を積極的に発信します。

農業生産基盤の整備農業生産基盤の整備

153,485千円
　県営事業や県補助事業を活用し
て下岩瀬地区湛水防除，那珂川沿
岸かんがい排水、三美地区（大宮）・
下伊勢畑地区（御前山）・笹山東
地区（美和）・山根西地区（緒川）
の土地改良等を実施します。

森林整備の推進森林整備の推進

98,318千円
　米の需給調整を実施して米価の
安定を図るとともに、水田におけ
る米以外の作物の生産を推進し、
地域農業の振興を図ります。

中小企業支援等中小企業支援等

25,262千円
　中小企業の経営安定化を図るた
め、商工会へ事務委託により各融
資制度の斡旋、保証料及び利子補
給を行うほか、市内の施工業者に
より住宅リフォーム工事を行う市
民に、工事費の10％（上限10万
円）を助成します。

観光資源の発掘・活用観光資源の発掘・活用

120,726千円
　魅力あふれる常陸大宮市をＰＲ
するイベント（祭り等）を支援す
るとともに、観光・レクリェーショ
ン施設を活用して地域振興を図り
ます。

特色ある農業の振興特色ある農業の振興

53,007千円
　県が推進する「エコ農業」、生
産性向上に向けた基盤整備や新技
術の導入、競争力のある特産物づ
くりなどに取り組む農家を支援し
ます。

森林利用の促進森林利用の促進

10,963千円
　森林を活用した学習・体験・交
流の拠点として「おがわふれあい
の森づくり」推進のほか、地域の
バイオマス資源を活かした経済振
興等として木質バイオマス基本設
計に取り組みます。

地域資源の活用地域資源の活用

23,565千円
　市内２大河川の那珂川、久慈川
の鮎等を使った特産品づくりや物
産センター「道の駅北斗星」「か
ざぐるま」での農林水産物等の販
売促進、地域情報の発信を展開す
るとともに、地域活性化に向けて
新たに国道118号沿線に「道の
駅」の整備を推進します。

道路整備道路整備

500,583千円
　市の均衡ある発展と安全で快適
な住環境を確保するため、市道の
改良、舗装を行うとともに、橋梁
を調査・点検して実態を把握し、
計画的に修繕を行うための「橋梁
長寿命化修繕計画」を策定しま
す。

交通体系の整備交通体系の整備

139,539千円
　市民の公共施設等への交通の利
便性向上と交通不便地域の改善を
図るため市民バスや予約制乗合タ
クシーを運行するとともに、公共
交通機関確保のため路線バス運行
事業者への補助や水郡線市民列車
運行事業等を実施します。



広報　常陸大宮　　　　平成２４年４月号６

「のびやかな人・文化を育むまち」づくり

「みんなの手作りで築くまち」づくり

国際化に対応した教育の推進国際化に対応した教育の推進

74,535千円
　児童、生徒の英語学力向上や国
際社会に対応できる人材育成とし
て、小中学校に英語指導員（指導
助手）配置事業及び中学生海外研
修事業を実施します。

通学対策通学対策

98,134千円
　遠距離通学の児童生徒の通学手
段や安全を確保するため、スクー
ルバスを運行するほか、路線バス
運行事業者に負担金を支払います。

ふれあいの船ふれあいの船

13,000千円
　船を利用した共同生活により、
学校では得られない体験活動を通
して、思いやりや友情、ふれあい
や出会いを大切にする心を養うこ
とを目的に「ふれあいの船事業」
を実施します。

幼稚園保護者負担軽減幼稚園保護者負担軽減

16,496千円
　幼稚園児保護者の負担軽減とし
て、３歳から５歳児の入園料及び
保育料の減免を行うため、私立幼
稚園設置者及び公立幼稚園保護者
（市内在住）に補助金を交付します。

教育支援センターカウンセラー等配置教育支援センターカウンセラー等配置

9,643千円
　家庭や学校からの教育上の諸問
題についての相談や児童生徒への
援助、指導等に対応するため、教
育支援センターにカウンセラー及
び相談員を配置します。

放課後子ども教室放課後子ども教室

13,254千円
　市内９校の空き教室等を活用し
て、放課後の子どもたちの安心・
安全な活動拠点をつくり、地域の
方の参画を得て、勉強・スポーツ・
文化活動・交流活動等を実施します。

スポーツ・レクリェーションスポーツ・レクリェーション

144,881千円
　社会体育施設を適切に維持管理
するとともに、市体育協会やス
ポーツ関係団体と連携して、ス
ポーツ教室や講習会等を開催し、
市民の健康・体力づくりを推進し
ます。

特色ある教育内容の充実特色ある教育内容の充実

79,317千円
　学校の教育指導の充実等を図る
ため、指導主事、学校教育指導員、
障がい児介助員、特別支援教育支
援員等を配置するほか、郷育立市
づくり・地域力活用基礎学力支援
プラン推進事業や中高一貫教育な
ど、特色ある教育を推進します。

学校施設整備学校施設整備

632,139千円
　学校施設の耐震補強・改修を行
い、安全・安心な教育環境の整備
を図ります。平成24年度は、前年
度からの継続事業により山方中学
校改築工事を実施します。

生涯学習生涯学習

63,000千円
　０歳児からの読書を推進する
ブックスタート事業、誰でも参加
できる公民館講座や生涯学習自主
事業の開催など、生涯学習の機会
を提供します。

自治組織の育成支援自治組織の育成支援

40,006千円
　自治組織の活性化と市民主体に
よる活力ある地域社会の確立に向
けて、区が実施する事業に対して
支援を行います。

集落支援集落支援

1,578千円
　65歳以上の高齢者が集落人口
の40％を占め、集落機能が著しく
低下している集落に対し、集落支
援員を配置して、住民とともに集
落の維持・活性化策を検討し、実
践していきます。
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「さわやかで美しい快適なまち」づくり

ひたまるさんちのひたまるさんちのひたまるさんちのひたまるさんちのひたまるさんちの 家 計 簿
　平成２４年度の一般会計を１／５０００に縮小して家計簿を作りました。市
の財政と家庭の家計簿では仕組みが違うので、完全な置換えが難しくわ
かりづらいところがあることをご了承ください。

収　　　入　（　）内は前年度の金額

歳入区分（目的別）市　予　算　額家計の収入収 入 費 目

市税・分担金・負担金・
使用料及び手数料等

５４億３３８万円
（５４億９，６５８万円）

１０８万円
（１１０万円）給 料

地方交付税・各種交付
金・国県補助金等

１１７億８，１７９万円
（１１８億６，６１４万円）

２３６万円
（２３７万円）実家からの援助

財産収入等５，９６１万円
（６，０４０万円）

１万円
（１万円）不動産収入

市債２２億５，７００万円
（２１億２，８９０万円）

４５万円
（４３万円）

銀行などからの
借 入 金

繰入金５億４，８２２万円
（６億８，７９８万円）

１１万円
（１４万円）貯金の取崩し

繰越金３億円
（３億円）

６万円
（６万円）前年度の残金

２０３億５，０００万円
（２０５億４，０００万円）

４０７万円
（４１１万円）１年間の収入合計

６３億１，１２１万円
（６５億４，４９６万円）

１２６万円
（１３１万円）

自分の収入
（自主財源）

１４０億３，８７９万円
（１３９億９，５０４万円）

２８１万円
（２８０万円）

他からの収入
（依存財源）

支　　　出　（　）内は前年度の金額

歳出区分（性質別）市　予　算　額家計の支出支 出 費 目

人件費４３億６,８４８万円
（４５億３,９１３万円）

８７万円
（９１万円）食 費

物件費（予備費含む）３０億９,２３６万円
（３０億５,７５７万円）

６２万円
（６１万円）

電 気
水 道 代 等

扶助費３０億１,３９３万円
（３０億４,７５７万円）

６０万円
（６１万円）

医 療 費
介護費用等

公債費３２億８,６９０万円
（３３億７,８７８万円）

６６万円
（６８万円）ローンの返済

維持補修費２億４,６１２万円
（２億３,２８６万円）

５万円
（５万円）家・車の修理代等

補助費等１７億２９４万円
（１７億６,２４３万円）

３４万円
（３５万円）区会費お祝金等

操出金２８億９,０３３万円
（２９億３６７万円）

５８万円
（５８万円）

子どもへの
仕 送 り

投資的経費（普通建設
事業費・災害復旧費）

１６億５,４７７万円
（１５億２,４１８万円）

３３万円
（３０万円）

家の増改築・
車の購入代等

投資及び出資金・
貸付金等

３,６１７万円
（３,２１７万円）

１万円
（１万円）友人へ貸したお金

積立金５,８００万円
（６,１６４万円）

１万円
（１万円）貯 金

２０３億５,０００万円
（２０５億４,０００万円）

４０７万円
（４１１万円）１年間の支出合計

地域防災計画見直し等地域防災計画見直し等
6,780千円

　東日本大震災の経験等を踏まえ
地域防災計画を全面的に見直すと
ともに、自主防災組織の充実強化
や防災訓練を実施し、住民の安全・
安心の確保を図ります。

環境基本計画推進管理環境基本計画推進管理
4,295千円

　地球温暖化・公害・ごみ問題等
対策の基本となる「環境基本計画」
を策定し、行政・事業者・住民が
一体で環境対策の推進を図りま
す。

ごみの減量化・再利用・再資源化ごみの減量化・再利用・再資源化
17,898千円

　今後５年間の一般廃棄物処理目
標を定めた基本計画を策定し、環
境保全推進協議会を中心組織とし
て、ごみの減量化、再資源化を推
進します。

消防庁舎等整備消防庁舎等整備
85,194千円

　防災拠点の消防庁舎（西署）耐
震補強改修等及び簡易指令システ
ムを整備し、迅速な地域防災対策
の充実強化を図ります。

環境に配慮したごみの適正処理環境に配慮したごみの適正処理
423,210千円

　ごみステーションを適切に設置
し、一般廃棄物処理計画に基づき
委託によるごみ収集、大宮地方環
境整備組合・城北地方広域事務組
合施設でのごみ処理を行い、一般
廃棄物の適正処理を推進します。

防火水槽整備・消防団消防設備整備防火水槽整備・消防団消防設備整備
89,936千円

　計画的に防火水槽及び消火栓を
整備し、消防団に配備している消
防車両の更新やホース乾燥柱の移
設、機械器具置場等の修繕を行い、
地域消防力の充実を図ります。

住宅用太陽光発電システム住宅用太陽光発電システム
補助・省エネルギー推進補助・省エネルギー推進

8,828千円
　太陽光発電システム設置費用、
エコ給湯器導入費用を助成し、新
エネルギー導入及び省エネルギー
の推進を図ります。

防犯対策防犯対策
23,419千円

　犯罪の未然防止を図るため、各区
からの要望に基づき防犯灯を設置
するとともに、警察や防犯協会など関
係機関との連携のもと、防犯パトロー
ルや防犯キャンペーンを行い、地域
ぐるみの防犯活動を推進します。
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