平成２４年度寒河江市一般会計当初予算（案）の概要
（２４年２月２０日）

≪予算規模≫
一般会計当初予算額
対前年度比

１５３億７千５百万円
３億２千５百万円

２．２％増

（５年連続で増）

≪平成２４年度予算のポイント≫
○ 予算編成上の重点テーマ
・広く市民等の声を取り入れながら、新第５次振興計画の着実な実現に努めます。
・災害に強く、高齢者も安心して生活できる安全安心なまちづくりを推進します。
・子育て支援や尐子化対策の充実を図ります。
・再生エネルギーの活用など、環境に優しく自然と共生したまちづくりを目指します。
・緊急雇用創出事業を積極的に実施し、被災者をはじめ地域の雇用創出を図ります。

○ 主な歳入の状況
(1)市

税

４８億７，０２５万４千円（△61,008 千円、1.2％減）

個人市民税については、税制改正による年尐扶養控除等の廃止の影響や山形県毎月勤
労統計調査による給与等の伸びを考慮し増額を見込んでいる。法人市民税は、景気がこ
れまでの回復基調から海外経済の減速や円高の影響を受け足踏み感が強まっている等の
景況予測を参考に、減額を見込んでいる。固定資産税については、評価替えによる影響
等により、大きく減額を見込んでいる。
個人市民税

1,589,458 千円（78,735 千円、 5.2％増）

法人市民税

351,275 千円（△10,274 千円、2.8％減）

固定資産税

2,190,102 千円（△162,565 千円、 6.9％減）

(2)地方交付税
①普通交付税
②特別交付税

４５億１千万円（10,000 千円、0.2％増）
40 億 5 千万円（1.2％減）
4 億 6 千万円（15.0％増）

普通交付税については、事業費補正の減等を考慮し、減額とした。
特別交付税については、平成 23 年度の決算見込や地方財政対策を考慮して増額を見込
んだ。
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(3)国、県支出金

２４億５，７３７万９千円（40,332 千円、1.7％増）

国庫支出金は、子ども手当交付金等の減により 29,766 千円（2.0％減）の減となった。
県支出金については、青年就農給付金事業費補助金や森林･林業･木材産業づくり交付金
の増などにより 70,098 千円（7.0％増）の増額となった。
(4)繰

入

金

２億８，３８０万３千円（32,913 千円、13.1％増）

財政調整基金は 80,000 千円増の 260,000 千円の繰入れとなり、平成 24 年度末残高は
1,096,441 千円を見込んでいる。また、住民に光をそそぐ交付金を積み立てた地域活性
化基金からの繰入れ 8,557 千円、まちづくり基金から 10,039 千円等を見込んでいる。
(5)市

債

１４億２，７２０万円（395,100 千円、38.3％増）

市債は投資的事業に充当する分が 464,200 千円増額となり、地方交付税の補てん措置
である臨時財政対策債が 732,900 千円と前年度に比べ 69,100 千円（8.6％減）の減額と
なった。
市債残高見込①＋②
①臨時財政対策債
②その他の市債

平成 24 年度末

平成 23 年度末

17,579,884 千円

18,073,220 千円

△493,336 千円

5,806,906 千円

5,296,719 千円

510,187 千円

11,772,978 千円

12,776,501 千円

△1,003,523 千円

実質公債費比率見込

16.1 ％

増 減

16.3 ％

○ 主な歳出の状況

△0.2 ％

（単位：千円）

いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造
障害者在宅支援事業（拡充）

16,217

障がい者の在宅生活を支援する。福祉給油券については 1 枚あたり 900 円に増額する。

障害者福祉サービス事業

424,085

障がい者の居宅や施設でのサービス事業の利用に対して助成する。

障害者福祉施設整備事業（新規）

5,000

新たな共同生活介護事業所（ケアホーム）の建設に対し助成する。

予防接種緊急促進事業

29,663

子宮頸がんワクチン、Hib ワクチン及び肺炎球菌ワクチン（小児用）の予防接種費用を助成する。

予防接種事業

67,430

予防接種法に基づく定期接種及び高齢者肺炎球菌ワクチンに対する公費助成。

妊婦健康診査事業

28,085

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るための公費負担。
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特定不妊治療費助成事業

3,000

不妊治療の治療費の一部を、1 回の治療につき 10 万円を限度に助成。

健康診査事業

46,556

40 歳以上の特定健診、30 歳代・75 歳以上の健康診査、各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウィル
ス検査、歯周疾患検診を行う。

がん検診推進事業（拡充）

8,990

健康診査事業で実施しているがん検診に加えて年齢による受診勧奨を行い、がん検診の受診率向上
を図りがんの早期発見を支援する。これまでの子宮がん・乳がん検診に加え新たに大腸がん検診を
実施する。

老人福祉施設整備補助事業

58,103

特別養護老人ホーム等の施設整備に対し補助する。

子育て支援医療給付事業（拡充）

118,472

子どもの健全な発育と子育て家庭の経済的負担の軽減を目的に、医療費の自己負担相当額を公費で
負担。新たに平成 25 年 1 月から小学校 6 年生まで完全無料化とする。

認可外保育施設すこやか保育事業（拡充）

20,739

認可外保育施設への運営補助と通園家庭の負担軽減のための補助。新たに低年齢児を受け入れする
施設へ支援する。

地域子育て支援拠点事業（拡充）

7,392

児童センターと一体化した子育て支援センターを開設し、相談体制の強化や子育てに関する各種事
業の充実を図る。

子どものための手当支給事業（新規）

717,948

3 歳未満には 1 人当たり月額 15,000 円、3 歳以上小学校修了までの第 1 子第 2 子は 10,000 円、第 3
子以降は 15,000 円、中学生は 10,000 円を支給する。

放課後児童対策事業

44,352

市内 9 箇所の放課後児童クラブへの運営を補助するとともに、高松地区内の開設に向けて準備を進
める。

ひとり親家庭等医療給付事業

19,102

ひとり親家庭の医療費の自己負担相当額を福祉医療費として公費で負担。

図書館管理運営事業（拡充）

26,673

市立図書館管理運営事業。新たに障がい者用駐車場を整備する。

災害救助事業（拡充）

37,358

幼稚園の保育料軽減措置に対する補助や小中学校児童生徒の学用品費支給などの被災者支援及びさ
くらんぼ等被災地支援物資を購入する。また、緊急雇用創出事業を活用し、被災者の雇用を図る。
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地域を元気にする産業の創造
紅秀峰の里づくり推進事業費補助金（拡充）

8,001

さくらんぼの苗木（紅シリーズ）の導入に対し、1 本 500 円の補助。さくらんぼ「紅秀峰」の雤よ
けハウスの整備に対する補助（事業費の 1/3）
。新たにさくらんぼ大苗育成に対し補助する（事業費
の 1/3）
。

活力ある園芸産地創出支援事業費補助金

30,000

さくらんぼ無加温ハウスやバラハウス等の整備に対する補助。事業費の 1/2。

創意工夫プロジェクト支援事業費補助金

3,330

農業者の現場視点による創意工夫プロジェクトに対する農業資機材整備への補助。事業費の 1/3。

つや姫の里推進事業費補助金（新規）

300

「つや姫」の団地化や統一した肥培管理等によるブランド産地化を支援する。

学校給食における地産地消推進事業

3,507

米の消費拡大のため、県産米を使った米飯給食や米粉パン等に対しての補助。

地域農業経営安定推進事業（新規）

31,732

地域農業の将来像となる地域農業マスタープランを作成し、それに基づき中核的農家等への農地集
積や青年新規就農者の支援を図る。

担い手新規就農支援事業費補助金

3,000

本市農業の将来を担う新規就農者へのハウス・機材・苗木等の助成。事業費の 1/3。

農地・水保全管理支払交付金事業（新規）

1,100

非農家も含む地域住民の活動組織が、農業用水路等について適切な保全管理を行うことを支援する。

耕作放棄地再生利用交付金（新規）

300

耕作放棄地の再生利用を図るため、国の交付金に上乗せして交付する。10a 当たり 30 千円。

中山間地域農業農村活性化事業費補助金（新規）

500

国の中山間地域等直接支払制度の推進にあわせ、新たに中山間地域の土地改良施設の維持管理等を
支援する。

森林・林業木材産業づくり交付金（新規）

25,800

県産材を活用した、3 次元木材プレカット加工施設整備に対し助成する。

観光キャンペーン推進協議会負担金（拡充）

21,752

観光・物産等の情報を広く県内外に発信するための協議会負担金。新たに楽天イーグルス協賛デー
として K スタ宮城にて「寒河江さくらんぼナイター」を開催するなど、積極的な寒河江の情報発信
を図る。

まつり振興事業（拡充）

20,815

神輿の祭典 30 周年記念事業やさくらんぼまつりの充実を図るとともに、各種まつり開催に向けての
経費を負担する。

慈恩寺観光振興事業（拡充）

5,178

慈恩寺境内に緊急雇用創出事業を活用し案内ガイドを配置するとともに、大駐車場の安全対策等を
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実施する。

観光開発事業（拡充）

16,163

緊急雇用創出事業を活用しさくらんぼ種吹き飛ばし大会や、観光案内事業の強化を図る。

企業立地促進補助金

16,490

産業振興と雇用機会の拡大を図るため、中央工業団地の用地取得費用に対しての補助。

企業間連携促進事業

2,592

企業現場の問題点と山形大学の最新研究の情報交換を通じ、新たなビジネス（商品開発等）創造を
支援する。

「ザ・寒河江」特産品等開発支援事業補助金（新規）

6,000

寒河江の代表的特産品となるべく新商品等の研究開発を行う事業者に対し事業費の一部を補助。

販路拡大支援事業補助金

1,100

国内外の見本市、展示会、商談会等の参加に要する経費の一部を補助することで、販路開拓を支援
する。

雇用対策事業（拡充）

3,648

新規高卒就職予定者に講演会や就業体験を行い就業の促進を図るとともに、企業と学校間の連携を
強化するため、新たに就業支援サポーターを設置する。

にぎわい創出支援事業補助金（新規）

3,500

中心市街地の活性化のため、空き店舗対策や魅力創出・ふれあい創出事業を行う場合に、中核とな
る商店街や団体等へ支援する。

中心市街地活性化センターリニューアル事業（新規）

1,200

中心市街地活性化センターの利活用について、広く市民の声や専門家の意見を取り入れてリニュー
アル計画を策定する。

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

166,146

東日本大震災や急激な経済情勢の変動に伴い離職を余儀なくされた被災者及び非正規労働者等に対
して、緊急的なつなぎ就業の機会を提供する。204 人（内震災 33 人）の雇用創出を図る。
・臨時職員賃金等（市役所臨時職員の雇用(震災)）[再掲]
・グラウンドワーク地域環境改善事業（コーディネーターによる地域コミュニティ形成(震災)）
・
「さがえの旬」情報発信事業（物産の販売と観光客の誘客(震災)、ＦＭ放送による情報発信(震災)、
首都圏等での特産品の販路拡大と市の PR）
・企業台帳整備事業（市内企業情報のデータベース化(震災)）
・中心市街地活性化センター管理強化事業（フローラ業務用出入口への警備員配置(震災)）
・慈恩寺観光振興事業（慈恩寺観光会館への観光案内ガイドの配置）[再掲]
・観光開発事業（さくらんぼの種飛ばし大会の充実と広域化）[再掲]
・花の里観光開発事業（花咲かフェアグレードアップ、花の里コスモスフェア等緑飾花事業）[再掲]
・市民生活安全対策事業（通学サポーターの配置）
・小中学校 ICT 活用支援事業（小中学校への ICT 活用支援員の派遣）[再掲]
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暮らしに便利な都市基盤づくり
道路新設改良事業

225,000

道路改良工事（皿沼島線

外 9 路線）
、測量設計等業務委託（皿沼島線

外 6 路線）
、用地買収、物

件補償等。

山西米沢線整備事業

202,000

市立病院前の都市計画道路山西米沢線を整備する。用地調査・物件調査業務委託、用地買収外。

橋りょう整備事業

42,000

橋りょう長寿命計画に基づき、老朽化した橋りょうを整備改修する。補修工事（稲沢橋上部工、鶯
沢橋）詳細調査設計（島橋・羽衣橋・上ノ台陸橋外）
。

公園整備事業（新規）

45,500

寒河江公園整備計画作成業務委託、整備工事（南町公園、つつじ園第 2 駐車場外）測量設計業務委
託（つつじ園第 2 駐車場外）
。

住宅建築推進事業補助金

50,000

住宅の新築、増改築、リフォームした方に対し一部を助成。

子育て木造住宅建築事業補助金（拡充）

10,000

子育て世帯の定住促進のため、市内に宅地を購入し新築した子育て家庭に助成する。新たに対象地
域を拡大して実施する。

耐震診断士派遣事業

1,200

住宅の耐震化をすすめるため、耐震診断士を派遣する。60,000 円/戸

耐震診断補強計画作成事業（新規）

400

耐震診断士の耐震診断を受けた場合に、整備のための具体的な補強計画を作成する。40,000 円/戸

浄化槽整備事業（浄化槽整備事業特別会計）
（新規）

86,144

公共用水域の汚濁防止と生活環境の保全のため、下水道整備計画区域外の地域に合併浄化槽の整備
普及を進める。7 人槽

42 基、5 人糟

18 基、放流設備外

まちなみ景観形成事業

15,091

花いっぱいで彩られたまちづくりを推進するため、国道 112 号線沿いのフラワーロードの改良工事
や市街地の緑飾花等を実施する。

花咲かフェアＩＮさがえ推進事業

23,000

花咲かフェアＩＮさがえ実行委員会に対しての負担金。

花の里観光開発事業（拡充）

38,200

緊急雇用創出事業を活用し花咲かフェアのグレードアップや花の里コスモスフェア等の緑飾花事業
等を行う。

6

安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり
公共施設耐震化事業

430,239

緊急度の高いものから速やかに公共施設の耐震化を進める。
市役所庁舎耐震改修工事 351,653 千円、たかまつ･しらいわ･にしね保育所耐震改修工事 66,500 千円
市民文化会館耐震診断 5,586 千円、市民プール管理棟･付帯施設耐震診断 4,190 千円、葉山市民荘耐
震診断 2,310 千円

防災施設等整備事業（新規）

22,696

市内 9 か所に防災備蓄倉庫を設置するとともに、投光機・毛布・簡易トイレ等の非常用備品を整備
する。

消防ポール（吹鳴塔）設置事業（拡充）

27,200

市消防団 37 部全てへの配置をめざし、消防ポール（吹鳴塔）を 17 基設置する。

軽積載車購入事業

6,000

小型動力ポンプ軽積載車 2 台を更新する。

小型動力ポンプ整備事業

5,100

可搬式小型動力ポンプ 3 台を更新する。

地域防災力強化支援事業補助金（新規）

500

地域で行う防災マップ作成や防災訓練・防災講演会等の実施に対し支援する。

自主防災組織育成事業補助金（拡充）

3,000

自主防災組織を新規に結成する団体に補助する。新たに 10 団体の設立を図る。1 団体 30 万限度

環境衛生事業（拡充）

10,108

清潔な地域環境の維持保全を図る。新たに環境基本計画及び地球温暖化防止計画を策定し、二酸化
炭素削減による温暖化防止と再生エネルギー活用など自然と共生する社会をめざす。

再生可能エネルギー等導入事業（新規）

42,000

太陽光発電パネルを設置している白岩小・南部小に蓄電池等を設置し、エネルギーの効率的利用を
進める。

クリーンエネルギー自動車導入事業（新規）

5,000

環境に優しい電気自動車を導入する。

ＬＥＤ防犯灯設置事業（拡充）

2,500

省電力で長寿命なＬＥＤ防犯灯の設置を積極的に進め、電気料とランプ交換費を節減するとともに
地域の防犯や通学路の安全を確保する。

放射能対策事業（新規）

5,594

放射線量検査等を実施することで、市民の安全確保と不安の解消を図る。
保育所給食の放射性物質検査委託 286 千円、小中学校給食の放射性物質検査委託 555 千円、
公園等放射線量検査委託 1,800 千円、地域側溝汚泥放射性物質検査委託 2,853 千円、
農産物安全確認事業費補助金（事業費の 1/2 上限 10 千円）100 千円
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新しい時代を切り拓く人づくり
さがえっこ育みアクションプラン推進事業（拡充）

6,940

学校・家庭・地域が連携して子どもの学力向上や読書活動、食育の充実、生活リズムの確立等を図
り、子どもの健やかな育ちを支援する。
（主なもの）学校支援地域本部事業 1,053 千円、各公民館における家庭教育講座の充実 700 千円、
いのちと心を育む学校づくり支援事業 3,400 千円、家庭教育推進事業 482 千円、ブックスタート事
業 855 千円、青尐年健全育成事業 450 千円

学習補助員配置事業

16,293

通常学級及び特別支援学級に在籍する指導困難な児童生徒に対して学習補助員を配置。

就学援助事業（拡充）

19,921

準要保護児童等に対し学用品、医療費等を援助し、就学機会の確保と保護者負担の軽減を図る。新
たに学校給食費の支援割合を拡大し支援する。

読書の盛んな学校づくり事業(拡充）

6,078

市内の拠点校に読書活動推進員を配置し、児童生徒の読書活動と教科学習とのかかわりや読書領域
の広がりを支援する。新たに推進員を 2 名増員する。

小中学校 ICT 活用支援事業

7,000

緊急雇用創出事業を活用し、ICT 機器活用のための支援員を配置する。

芸術文化振興事業

9,677

市民文化会館自主事業を実施し、芸術文化に対する意識の向上を図る。

文化センター管理事業（拡充）

36,670

文化センター管理事業。新たに文化会館グランドピアノを更新する。

読書普及事業（拡充）

1,553

子どもから高齢者まで、本を読むことに関心を持ち生涯学習を始めるきっかけとして、講演会や講
座等を開催する。新たにさくらんぼの街さがえ俳句大会の運営を支援する。

慈恩寺国史跡指定総合調査事業（拡充）

12,600

国史跡指定に向けた調査事業、慈恩寺文化財の活用研究、慈恩寺シンポジウム開催などを実施。具
体的調査のため 500 分の 1 の地形図を作成する。

体育施設整備事業（新規）

35,418

最上川寒河江緑地内にカヌー艇庫や案内標識を整備するとともに、市民体育館等の施設改修を実施
する。

屋内多目的運動場整備事業（新規）

920

屋内多目的運動場の整備に向けて、広く市民や競技団体等の意見を求め検討を進める。
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市民が主役のまちづくり
地域いきいき元気づくり事業

10,121

地域のことを地域で考え、地域主体の事業を通じ地域力の向上を図るため、地区の企画事業に対し
て交付金を交付する。

地域に密着した高校づくり支援補助金（新規）

1,000

地域に密着した高校づくりを推進するため、地域課題の解決に向けた活動や地域貢献活動に対し支
援する。上限 500 千円

地域づくり推進事業

2,000

田代・幸生地域の地域づくり協議会事業に対する交付金。

デマンド型公共交通実証運行事業

5,504

公共交通機関の未開通の市内 5 地域と市街地の公共施設や医療機関とを結ぶデマンド交通実証運行
事業。10 月まで実証運行を続け、利用実態や運行の課題を把握する。

原動機付自転車等オリジナル標識作製事業（新規）

441

原動機付自転車等の標識を本市オリジナルデザインで作成することで、本市の PR に資する。

結婚支援対策事業（新規）

820

婚活コーディネーター（仲人）の登録制度を創設し、真剣に結婚を希望する男女の出会いの機会を
提供するとともに、成婚に至った場合には仲人報償金を支給する。

振興計画重点プロジェクト事業

【別紙】 38 事業
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1,092,868

平成２４年度 新第５次振興計画重点プロジェクト事業
（単位：千円）

事 業 名

事業費

内

容

「さがえっこ」すくすくプロジェクト
子育て支援医療給付事業

163,543
118,472 子どもの健全な発育と経済的負担の軽減のため、医療費の自己負担相当額を公費で負担する。

地域子育て支援拠点事業
認可外保育施設すこやか保育事業

7,392 児童センターと一体化した子育て支援センターを開設し、相談体制の強化、子育てに関する各種事業の充実を図る。
20,739 認可外保育施設への運営補助と通園家庭の負担軽減のため補助する。
学校・家庭・地域の連携による子どもの健やかな育ちを支援する。

さがえっこ育みアクションプラン推進事業

6,940 （主なもの）学校支援地域本部事業 1,053、いのちと心を育む学校づくり支援事業 3,400、家庭教育推進事業 482、各公
民館における家庭教育講座の充実 700、ブックスタート事業 855、青少年健全育成事業 450 外

子育て木造住宅建築補助事業

10,000 市内に宅地を購入し新築した子育て家庭に、費用の一部を助成する。

「さがえのさくらんぼ」きらきらプロジェクト
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活力ある園芸産地創出支援事業費補助金

77,266
30,000 無加温ハウス整備、Ｙ字仕立てハウス整備、バラ温室施設整備等に対し補助金を交付 。

農産物消費拡大推進事業負担金
観光キャンペーン推進協議会負担金

650 １市４町合同トップセール２回

21,752 観光・物産等の情報を広く県内外に発信するための協議会負担金。

観光振興事業補助金

700 さくらんぼ狩りネット案内システム構築への補助。

紅秀峰の里づくり推進事業費補助金
観光開発事業

紅秀峰トップセールス１回。

8,001 さくらんぼ苗木（紅シリーズ）導入補助や紅秀峰雨よけハウス建設補助に加え、さくらんぼ大苗育成の補助を実施。
16,163 さくらんぼ種ふきとばし大会の全国展開のためのスタッフ業務等委託。

慈恩寺「悠久の魅力」向上プロジェクト
慈恩寺国史跡指定総合調査事業

20,178
12,600 慈恩寺の国史跡指定に向けた調査や地形図作成委託、シンポジウム開催等。

慈恩寺観光振興事業

5,178 観光案内業務委託や駐車場の整備管理、観光振興のための補助等。

芸術文化振興事業

2,400 慈恩寺本堂で「悠久の里慈恩寺 東儀秀樹コンサート」を開催。

長岡山「市民憩いの花咲か山」プロジェクト
グラウンドワーク地域環境改善事業
公園整備事業

20,700
3,500 寒河江公園のワークショップ等コーディネーターによるコミュニティ形成。

17,200 寒河江公園整備基本計画の作成業務委託、つつじ園第２駐車場とつつじ園の改修。

安全安心な「共助のさがえ」推進プロジェクト
自主防災組織育成事業補助金
地域防災力強化支援事業費補助金
市庁舎耐震化事業

508,540

3,000 自主防災組織育成事業補助金300千円×10団体
500 地域が実施する防災講演会や防災マップの作成、防災訓練の経費に対する補助。
351,653 市役所庁舎の耐震化工事を免震工法により実施する。

保育所耐震化事業

66,500 たかまつ・しらいわ・にしね保育所の耐震化工事を実施。

公共施設耐震診断事業

12,086 市民文化会館・葉山市民荘・市民プール管理棟等の耐震診断を実施する。

事 業 名
橋りょう整備事業

事業費

内

容

42,000 橋りょう補修設計業務委託（島橋・羽衣橋・上ノ台陸橋等） 橋りょう補修工事（稲沢橋・鶯沢橋）

耐震診断士派遣事業

1,200 住宅の耐震化をすすめるため、耐震診断士を派遣する。60千円×20戸

木造住宅耐震改修事業

1,200 建物所有者が行う耐震改修に対し、費用の一部を助成する。

デマンド型公共交通実証運行事業

5,504 市内の５エリアでデマンド型公共交通の実証実験運行を行う。

避難所看板設置事業

1,000 災害時の避難施設へ円滑に誘導するため、案内看板を設置する。

防災施設整備事業

22,696 市内避難所に防災倉庫を設置するとともに、各種防災資機材を整備する。

安心訪問サービス

1,201 一人暮らし高齢者への乳製品配布による安否確認。（介護特別会計事業）

「さがえの雇用」拡大プロジェクト

223,486

企業間連携促進事業

2,592 企業の問題点等を山大工学部との情報交換を通じて、新たなビジネス創造（商品開発等）の支援。

販路拡大支援事業補助金

1,100 販路拡大の見本市、商談会等の参加経費の一部を補助。（補助率1/3、限度額国内300千円、国外500千円）

雇用対策事業

3,648 高校生のインターンシップ事業・就労者定着事業・地域産業担い手育成事業に加えて、就業支援サポーターを配置する。
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住宅建築推進事業補助金
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

50,000 住宅の新築、増改築、リフォームした方に費用の一部を助成。
166,146 重点雇用分野に加えて被災者支援にも取り組み、１０事業、204人の雇用創出。

「さがえはつらつ」プロジェクト
イメージアップ推進事業
「さがえの旬」情報発信事業
にぎわい創出支援事業費補助金
屋内多目的運動場整備事業
さがえ四季のまつり実行委員会負担金

合

計

79,155
2,460 寒河江駅前自由市場運営委員会負担金等
53,155 ちぇり～ｗａｖｅ発信事業18,155千円 さくらんぼキャラバン事20,000千円 寒河江の味販路開拓事業15,000千円。
3,500 中心市街地活性化のため、空き店舗対策や商店街の魅力づくり、まちづくりに資する事業への補助
920 屋内多目的運動場の整備に向け検討を進める。
19,120 神輿の祭典３０周年記念事業や、さくらんぼまつりのリニューアルを図り実施するための実行委員会負担金。
1,092,868

市債残高（普通会計）と
実質公債費比率の推移
比率 ％
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市債残高
うち臨時財政対策債

実質公債費比率
※ 実質公債費比率は平成 17 年度より算定しております。
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