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平成27年度の予算（全会計）は、324億5,933.7万円です。 

国民健康保険事業特別会計       

観光事業特別会計          

環境衛生事業特別会計       

住宅資金貸付事業特別会計        

農業集落排水事業特別会計    

介護保険事業特別会計      

後期高齢者医療特別会計    

水道事業会計                

病院等事業会計               

公共下水道事業会計    

2 平成27年度予算の概要 

（前年度 153億2,100万円 3.4％増） 

（前年度 84億2,042万円 6.0％増） 

（前年度 78億4,118万円 1.9％減） 

 平成27年度は、小・中学校非

構造部材耐震化事業（2億3,171

万円）や体育施設設置事業

（8,831.5万円）等の投資的経費

が増えたため、前年度に比べ

3.4%の増となっています。 

一般会計 158億3,600万円 

特別会計  89億2,784.7万円 

企業会計  76億9,549万円 

   41億2,429.4万円 

            7億6,095.5万円 

         2,728.1万円 

        182.2万円 

   2億2,202.1万円 

     33億1,399.5万円 

    4億7,747.9万円 

              18億3,499.9万円 

              46億7,627.9万円 

           11億8,421.2万円 

1 予算編成方針 
 平成27年度予算では、美祢市第一次総合計画の基本理念である「市民が「夢・希望・誇り」をもって暮らす交

流拠点都市美祢市」の実現に向けた取り組みを進める中で、特に「国際交流の推進」、「六次産業化の推進」、

「ジオパーク活動の推進」の３つを「トリプルエンジン」として掲げ、積極的に推進していきます。 

 このトリプルエンジンは、本市のまちづくりにおける起爆剤として捉えており、これらの取組みを「漫画・アニメーション

の活用」により、わかりやすさに楽しさや面白さを加えた魅力的な情報発信を行い、「定住促進プロジェクト」につな

げることによって、本市の定住人口を増加させる施策を発展させていきながら、地域の活性化を図ることを念頭に

予算を編成しています。 

   



区別

民生費
公債費
衛生費
総務費
教育費
土木費
農林費
消防費
その他
商工費
議会費
労働費
災害復旧費
合計

区別
人件費
公債費
扶助費
普通建設事業費
災害復旧事業費
補助費等

収入と支出について 

②一般会計の歳出【目的別】 

③一般会計の歳出【性質別】 

自主財源  

46億7,634万円 

依存財源  

111億5,966万円 

市税  

 31億2,297.6万円 

その他 

 15億5,336.4万円 

地方交付税 

66億1,000万円 

市債 

13億400万円 

国庫支出金 

14億705.2万円 

県支出金 

12億2,273.1万円 

その他  

6億1,587.7万円 

民生費  

42億6,275.5万円 

公債費 

21億2,240.3万円 

衛生費 

 20億5,715.5万円 

総務費  

19億2,079.6万円  

教育費  

17億1,034万円 

土木費  

12億9,991.3万円 

農林費 

11億3,924.4万円 

消防費 

 5億9,147.8万円 

その他 

7億3,191.6万円 

①一般会計の歳入 

歳入総額  

158億3,600万円 

歳出総額  

158億3,600万円 

自主財源・・・市税や負担金、使 

  用料寄付金など市が自主的 

  に収入できる財源です。 

依存財源・・・地方交付税や国庫 

  支出金など、国や県などから 

  市へ配分される財源です。 

市債・・・道路や学校など長期間 

  使用する施設建設の財源とし 

  て市が借り入れる借入金です。 

  毎年度一定額を返済すること 

  で市の財政負担を平準化しま 

  す。 

地方交付税・・・国の所得税、法 

  人税、酒税などの一部を地方 

  公共団体の財政需要に応じて 

  一定の基準に基づき国から交 

  付されるものです。 

農林費・・・農業委員会の事務や、 

  農業、林業、畜産などの振興 

  に使うお金です。 

消防費・・・救急搬送や火災、災 

  害救助などに対応するために 

  使うお金です。 

民生費・・・社会福祉や児童福祉、 

  生活保護など福祉事業に使う 

  お金です。 

公債費・・・借入金の元金返済や 

  利子の支払いに使うお金です。 

 

土木費・・・市道の新設や維持補修、 

 市営住宅の整備、公園の管理 

 などに使うお金です。 

教育費・・・小中学校での学校教育 

 や社会教育、公民館活動、体育 

 施設の維持管理などに使うお金 

 です。 

 

 

衛生費・・・健康診査やごみ処理な 

 ど市民の健康維持や生活環境 

 向上に使うお金です。 

総務費・・・地域活性化対策や庁舎 

 維持管理、電算システムの管 

 理などに使うお金です。 

 



物件費
繰出金
維持補修費
その他
合計

③一般会計の歳出【性質別】 

義務的経費  

72億5.9万円 

投資的経費 

 14億985.1万円 

その他 

72億2,609万円 

人件費  

29億7,384万円 

公債費 

21億2,240.3万円 

扶助費 

21億381.6万円 

普通建設事業費  

13億8,954.1万円 
災害復旧事業費 

2,031万円 

補助費等  

29億2,734万円 

物件費  

23億1,133.6万円 

繰出金  

15億6,059.5万円 

その他  

4億2,681.9万円 

歳出総額  

158億3,600万円 

サイクルポート整備事業 

            １９９．１万円 
 ふるさと人材育成事業 

２２８．７万円 

義務的経費・・・支出が法律的に 

 義務付けられており任意に 

 節減できない経費です。 

投資的経費・・・道路や公園、公 

 共施設などの社会資本を整備 

 することに支出する経費です。 

人件費・・・職員給与や議員、各種 

 委員の報酬などの費用です。 

扶助費・・・福祉事業や子育て支援 

 のための費用です。 

補助費等・・・補助金や負担金な 

 どの費用です。 

物件費・・・施設の管理委託料や 

 賃金、光熱水費、機器借上料 

 などの費用です。 

繰出金・・・特別会計などへ支出 

 する費用です。 

普通建設事業費・・・道路や橋、学校 

 などの社会資本を整備する費用で 

 す。 

災害復旧事業・・・大雨や暴風により 

 被災した道路や河川、農業用施設 

 を復旧する費用です。 

 国際交流推進事業  

           ３０万円 

市民一人当たりにすると 

福祉の充実に 

       16.2万円 
教育・文化の振興に 

      6.5万円 

市債の返還に 8.0万円 
道路･公園･住宅･まちづくりに             

4.9万円  

消防・救急に 

     2.2万円 

産業の振興に 

     6.3万円 

     

市役所等の運営に 

       8.0万円 

環境・衛生の向上に 

         7.8万円 

災害の復旧に 0.1万円 

 一般会計の予算を市民一人あたりにすると約60万円になり、市民生活の向上や地域経済の活性

化などいろいろな施策に取り組んでいます。 ※平成27年3月31日時点の住基人口（26,377人） を基に算出しています。 

3 プロジェクトを推進する主な事業 



 六次産業化振興推進 

 事業      １２０万円 
  地域ブランド化推進 

  事業      ３００万円 

 六次産業化スキルアップ 

 事業       ５９．６万円 

 商工業振興調査事業 

            １５０万円 
  AR整備事業    

                 １，１８９万円 

 漫画・アニメ活用推進 

 事業     ５１６万円 

 平成27年度の美祢市一般会計予算のより詳しい内容など、財政状況資料を市のホームページ

(http://www2.city.mine.lg.jp)で見ることができます。 

お問い合わせは、美祢市総務部財政課 TEL0837-52-5226 E-mail zaisei@city.mine.lg.jp まで 

 

サイクリングロード整備事業 

             １００．１万円 

 MINEグローバル人財育成 

 推進事業      ２００万円 
美祢ﾗﾝﾀﾝﾅｲﾄﾌェｽﾃィﾊﾞﾙ 

開催事業   ５５０万円 

外国人観光客受入体制充

実事業    １，２６５．５万円 
 観光地エリアWi-Fi整備 

 事業       ５７．２万円 

 外国青年英語指導事業               

       １，５３０．９万円 

 ミネコレクション認定事業 

                ５２万円 
 ﾐﾈｺﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

 事業    ４６８．７万円 
美祢ご当地グルメ開発 

事業     １０９．５万円 

 ﾐﾈｺﾚｸｼｮﾝ販路拡大ﾊﾞｯｸ 

 ｱｯ ﾌﾟ事業    １５７万円 
 ﾐﾈｺﾚｸｼｮﾝﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

 事業    １２９．６万円 

 Mineにぎわいｽﾃｰｼｮﾝ運 

 営事業     ５４８．１万円 
Mine秋吉台ｼﾞｵﾊﾟｰｸ構想ｼﾝ

ﾎﾟｼﾞｳﾑ実施事業 228万円 

 美祢ジオパーク活動応援 

 事業      ５００万円 

 ちゃれんじジオ開催事業 

                ５６万円 
 ジオパークＰＲ事業 

         ９７．２万円 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸモニターツアー実

施事業      ５０万円 

 ｼﾞｵﾊﾟｰｸ拠点施設将来構 

 想検討事業   ４２．１万円 
 ｼﾞｵﾊﾟｰｸ拠点施設活動 

 充実事業  ３９２.８万円 
 ｼﾞｵﾊﾟｰｸ研究ﾁｬﾚﾝｼﾞ助 

 成事業    １２０万円 

 まち・ひと・しごと創生総合 

 戦略策定事業 1,000万円 
 美祢IJU促進事業 

        ５７７．５万円 

 住宅団地管理販売事業 

        ９２９．１万円 

 空き家リフォーム支援事業 

               １５０万円 
 美祢魅力発掘隊設置 

  事業   ４３１．８万円 

Mineワクワク住マイル事業 

         ５００万円 

 子育て応援ホームページ 

 開設事業  ８０６.４万円 
 すこやか子育て基金事業 

      １，０００．３万円 

 多子世帯等保育料軽減 

 事業    ５,２２０万円 

児童クラブ運営事業 

           ４，４８３．４万円 

 認定子ども園補助事業 

   １億３，６１９．５万円 
美祢さくら公園遊具整備 

事業    ２，９９７万円 など 

など 

など 

など 

など 


