
6　　　広報ぬまづ2021.4.1 号

▶新屋内温水プール整備事業
【４,２２０ 万円】

　老朽化が進む現施設の解体や新施
設の整備に向けた検討を進めるとと
もに、施設の利用休止に伴い、市民
が近隣市町の公設温水プールを利用
する際の料金を一部助成します。

▶地域生活支援事業
【２億 ２3０ 万円】

　知的障害のある人向けの地域活動
支援センターの開設や、手話の普及
啓発のための講師派遣を新たに行う
ほか、障害のある人や難病患者の自
立した生活を支援するための各種事
業を実施します。
▶地域福祉推進事業

【5,４37 万円】
　認知症や知的 • 精神に障害のある
人たちの権利を擁護するための成年
後見支援センターを設置するなど、
地域共生社会の実現に向けた各種事
業を実施します。

▶いきいきスポーツ推進事業
　【65０ 万円】

　健康 · 福祉部門と連携して生涯ス
ポーツに関する事業の一元化と効率
化を図り、幅広い世代に対応した地
域体力づくり教室の開催や指導者の
育成を行います。南西側鳥瞰イメージ南西側鳥瞰イメージ

　【柱６】笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせるまち

▶安全な地域づくり推進事業
【65０ 万円】

　風水害時における感染症対策とし
て、避難行動要支援者等が宿泊施設
へ避難した際の利用料を補助する制
度を創設します。

▶防犯まちづくり事業
【5,8００ 万円】

　防犯灯設置に対する自治会への補
助や、通学路への街頭防犯カメラの
設置補助を行うなど、地域における
防犯活動を支援します。

▶総合的治水対策整備事業
【２億 8,8００ 万円】

　常襲浸水地域の浸水被害を軽減す
るため、大平江川排水機場の工事等
を実施するほか、沼川・高橋川流域
地区で県が実施している整備と連携
して井戸川雨水貯留池の工事用道路
整備を実施します。

▶公共交通ネットワーク形成事業
　　　　　【４,58０ 万円】

　路線バスネットワークを再構築す
るため、地域公共交通利便増進実施
計画を策定するとともに、沼津駅南
口にデジタル案内表示板を設置する
など利用環境の向上に努めます。

沼津駅南口バスターミナル沼津駅南口バスターミナル

　【柱７】安全・安心のまち

▶環境を大切にする人づくり推進事業
【1４０ 万円】

　環境問題に対する気づきを促し、
環境を大切にする行動へ繋げるよう
講座等を実施し、市民が自発的、組
織的に取り組む環境活動を支援し、
「環境を大切にする人づくり」の推進
を図ります。

▶地球温暖化対策推進事業
【9００万円】

　地球温暖化の原因となる温室効果
ガスの排出量を削減するため、既存
住宅や中小企業等への低炭素機器の
導入支援、地球温暖化問題や省エネ
ルギーに関する啓発をします。

▶中間処理施設整備事業
　　　　　【1億 ２,２8０ 万円】

　新施設の整備に向けた事業用地の
地質 • 測量の調査、造成設計等に着
手するとともに、事業方式を検討す
るためのPFI 等導入可能性調査を
行います。 　ごみの分別　ごみの分別

　【柱８】環境と共生する持続可能なまち

▶３R推進事業
【7４０ 万円】

　ごみの多様化に対応するため、「ご
みの出し方便利帳」をリニューアル
し、全戸配布します。また、ごみの
減量標語の募集等を行い、引き続き、
3Rの推進を図ります。

▶自転車・歩行者ネットワーク整備事業
【5,76０ 万円】

　「沼津市自転車ネットワーク計画」
に基づき、自転車通行空間の整備を
すすめるとともに、狩野川右岸照明
灯設置工事を実施する等、より一層
の回遊性や安全性の向上を図ります。

▶自然環境保全事業
【33０ 万円】

　本市のかけがえのない自然環境を
保全するため、生物多様性に富むエ
リアにおいて、地域や学校と連携し
た希少生物の調査、環境学習会等を
実施し、自然環境保全活動の普及啓
発を図ります。

▶香陵公園周辺整備事業
【5,775 万円】

　市民のスポーツ拠点として、また
中心市街地における憩いと交流の場
として整備を進めている総合体育館
について建設工事に着手します。
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■一般会計の歳入・歳出

市税　44.7％市税　44.7％
318 億円318 億円

国庫支出金・県支出金　25.0％国庫支出金・県支出金　25.0％
177 億 8,553 万円177 億 8,553 万円

市債　7.1％市債　7.1％
50 億 4,920 万円50 億 4,920 万円

諸収入　2.7％
19 億 3,336 万円

地方消費地方消費税交付金　6.7％税交付金　6.7％
48 億円48 億円

地方交付税　3.5％
25 億円

繰入金　1.7％
12 億 1,666 万円

使用料及び手数料　1.7％
11 億 9,188 万円

地方特例交付金　2.4％
17 億円

その他　4.5％
3131億 2,337 万円

民生費　40.0％民生費　40.0％
284 億 5,994 万円284 億 5,994 万円

土木費　14.5％土木費　14.5％
102 億 7,908 万円102 億 7,908 万円

総務費　9.1％総務費　9.1％
64 億 7,438 万円64 億 7,438 万円

衛生費　9.9％衛生費　9.9％
70 億 5,191 万円70 億 5,191 万円

教育費　8.9％教育費　8.9％
63 億 2,875 万円63 億 2,875 万円

消防費　3.8％
26 億 9,652 万円

商工費　1.8％
12 億 6,105 万円

農林水産業費　1.2％
8 億 2,373 万円

その他　0.9％
6 億 6,009 万円

公債費　9.9％公債費　9.9％
70 億 6,455 万円70 億 6,455 万円

新年度の予算編成新年度の予算編成

予算編成にあたっては、事業の重要性や必要性、費用対効果等を検証するととも
に、限られた財源を効果的・効率的に配分するための精査や財源確保に努めました。

歳出
711 億711 億円円

■令和３年度の予算総額

※伸び率は、小数点以下第２位を四捨五入したものです。

令和３年度予算額 令和２年度予算額 伸び率

一般会計 711 億円 720 億 6,000 万円 1.3％

特別会計 407 億 6,300 万円 406 億   900 万円 0.4％

　・国民健康保険事業 209 億 7,200 万円 211 億 7,500 万円 ｰ 1.0％

　・土地取得事業 6,300 万円 1億 2,000 万円 ｰ 47.5％

　・介護保険事業 170 億円 166 億 2,400 万円 2.3％

　・後期高齢者医療事業 27 億 2,800 万円 26 億 9,000 万円 1.4％

企業会計 292 億 6,900 万円 280 億 1,000 万円 4.5％

　・病院事業 124 億 1,300 万円 126 億  400 万円 ｰ 1.5％

　・水道事業 62 億 6,900 万円 55 億 7,500 万円 12.4％

　・下水道事業 105 億 8,700 万円 98 億 3,100 万円 7.7％

全会計合計 1,411 億 3,200 万円 1,406 億 7,900 万円 0.3％

▶一般会計
　　市民税や固定資産税などの
　市税を主な財源として、福祉
　や教育、道路の整備などの事
　業を行うための会計

説解語用

歳入
711 億711 億円円

▶特別会計
　　国民健康保険など特定の事
　業を行う場合に、保険料など
　の特定収入で、その支出を賄
　う会計
▶企業会計
　　病院の診察料や水道料金な
　どの特定の収入を財源とし、
　独立して行う特別会計の中で、
　地方公営企業法の適用を受け
　る会計


