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　市のまちづくりの方向を示す第１次亀山市総合計画も策定後５年が経過し、
前期基本計画の推進を通じて、市町合併後の都市の一体感が醸成されるととも
に、幅広い分野において市民力で地域力を高めるまちづくりに向けた基盤や風
土が培われ、亀山らしさが形成されてまいりました。
　今後は、これらの成果を活かし、つなげつつ、安心・安全に軸足を置きなが
ら、市の将来都市像である「豊かな自然・悠久の歴史　光ときめく亀山」の実現
に向け、さらなる取り組みが求められます。
　そのため、市では、本年度から今後５年間の施策の方向などを位置づけた「後
期基本計画」を新たにスタートしました。この計画は、市政全般にわたり35の
基本施策のもとに308の施策を位置づけるとともに、重点的かつ政策横断的に
取り組む「４つの戦略プロジェクト」を明らかにしています。また、これらの施
策を具体化していくため、今後３年間の主要事業をまとめた「第１次実施計画」
も策定いたしました。
　こうしたなかで、本年度は、後期基本計画の初年度に当たり、「新生亀山・離
陸の年」として力強く踏み切っていくため、第１次実施計画に基づく事業を積極
的に展開していく予算編成とし、オール市役所の英知を結集して全力で取り組
んでまいります。

　第1次亀山市総合計画は、10年後を見据えた市の将来都市像など
を示す「基本構想」を頂点に、その実現のための施策の方向を示す
「基本計画」、また、基本計画を具体的に進めるための主要事業をま
とめた「実施計画」をそれぞれ策定し、計画の推進を図っています。

４つの戦略プロジェクトと戦略プロジェクトの推進力を高める取り組み
戦略プロジェクト １　　  まちの防災力を強める「まち守りプロジェクト」
戦略プロジェクト ２　　  まちの魅力や価値を高める「まち磨きプロジェクト」
戦略プロジェクト ３　　  市民の健康寿命を延ばす「みんな健康プロジェクト」
戦略プロジェクト ４　　  子どもたちの笑顔を広げる「子ども輝きプロジェクト」
推進力を高める取り組み　「多様な主体による自立した地域コミュニティ活動の促進」

第1次亀山市総合計画

新生亀山・離陸の年
～後期基本計画の実現を目指して～

基本構想（10年）

前期（５年） 後期（５年）

第1次
（３年）

第1次
（３年）

第2次
（2年）

第2次
（2年）

基本
構想
[政策]

基本
計画
[施策]

実施
計画

[事務事業]

後期基本計画
のポイント
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　平成24年度の一般会計の歳入・歳出予算の総額は、211億7,880万円で平成23年度
当初予算額に対し6.5％の増となっています。また、特別会計や企業会計を加えた総
額は332億7,971万円で、平成23年度当初予算額に対し5.1％の増となっています。

　特別会計とは、特定の目的のための会計
で、特定の収入があり、一般会計と区別し
て収入・支出を経理する会計です。
１国民健康保険事業
　保険税などを財源として、加入者が安心
して医療を受けられるよう保険給付を行う
ことを目的としています。
２後期高齢者医療事業
　保険料などを財源として、75歳以上の
加入者が安心して医療を受けられるよう保
険給付を行うことを目的としています。
３農業集落排水事業
　使用料などを財源として、農業集落排水
施設の建設や維持管理を目的としています。
４公共下水道事業
　使用料を主な財源として、公共下水道の
建設や維持管理を目的としています。

平成24年度

予算のあらまし

４
つ
の　

特
別
会
計

　企業会計とは、民間企業と同じように事
業収入によって運営する会計です。

１水道事業
　水道料金を財源として、上水道の建設や
維持管理を目的としています。
２工業用水道事業
　工業用水道料金を財源として、施設の建
設や維持管理を目的としています。
３病院事業
　入院・外来収益を主な財源として、市立
医療センターを運営することを目的として
います。
４国民宿舎事業
　宿泊料などを財源として、国民宿舎関ロ
ッジを運営することを目的としています。

４
つ
の　

企
業
会
計

区　分

一般会計

総　計

211億7,880万円 198億8,500万円 12億9,380万円  6.5

国民健康保険事業 44億250万円 40億9,340万円 3億910万円 7.6

後期高齢者医療事業 7億8,090万円 7億3,030万円 5,060万円  6.9

農業集落排水事業 10億4,370万円 9億4,200万円 1億170万円 10.8

公共下水道事業 15億6,580万円 16億9,840万円 △1億3,260万円 △7.8

小　　　　計

小　　　　計

77億9,290万円 74億6,410万円 3億2,880万円 4.4

水道事業 17億7,080万円 17億7,010万円 70万円 0.0

工業用水道事業 1億4,191万円 1億1,416万円 2,775万円 24.3

病院事業 22億750万円 22億7,130万円 △6,380万円 △2.8

国民宿舎事業 1億8,780万円 1億6,590万円 2,190万円 13.2

43億801万円 43億2,146万円 △1,345万円 △0.3

332億7,971万円 316億7,056万円 16億915万円 5.1

24年度当初予算額 23年度当初予算額 増減額 伸び率（％）

特
別
会
計

企
業
会
計
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（億円）
一般会計予算額 市税収入

市　税　１０４億７５０万円
　市民税や固定資産税など

繰入金　１８億６,５０６万円
　貯金（基金）の取り崩し 

市　債　２８億７,３７０万円
　公共事業の財源とするために借
　りるお金 

国庫支出金　１７億４,６８７万円
　国からの補助金など

地方交付税　１２億５,９００万円
　財政力に応じて国から交付され
　るお金

地方消費税交付金
４億８,７００万円
　消費税のうち、地方分として市
　に配分されるお金
その他　４億６,６１０万円
　地方譲与税など

県支出金　１０億２,７５３万円
　県からの支出されるお金

繰越金　５,０００万円
　前年度からの繰越金

諸収入　３億７,４７１万円
　雑収入など

その他　６億２,１３３万円
　保育料や使用料など

○自主財源
　市が自主的に収入でき
る財源　
○依存財源
　国や県から定められた
額を交付されたり、割り
当てられたりする収入

未
来
に
つ
な
ぐ
戦
略
予
算

平成24年度

一般会計予算一般会計予算
限られた財源を

有効かつ適切に

活用！

歳 入
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歳 出

26.3％

15.4％

13.0％

12.2％

12.0％

10.6％

3.9％
3.1％
1.3％
0.9％

1.3％

民生費　５５億６,５２５万円
　障がい者や高齢者の福祉サービ
　ス、子育て支援、保育所、生活
　保護などに

土木費　３２億５,８２３万円
　道路、河川、公園などの整備に 

公債費　２７億５,７２１万円
　借りたお金（市債）の返済に

衛生費　２５億８,９４３万円
　健康増進、疾病予防、環境保全、
　ごみ処理などに

教育費　２２億５,２４９万円
　学校教育、生涯学習、図書館、
　博物館などに 
消防費　８億２,４３２万円
　消防や火災予防などに

議会費　２億８,１７１万円
　議会運営などに
商工費　２億７,８６８万円
　商工業などに
その他　１億７,３１７万円
　基本積立金などに

農林水産業費　６億６,５６３万円
　農業、畜産業、林業の振興などに

総務費　２５億３,２６８万円
　庁舎や財産の維持管理、税金の徴
　収、戸籍管理、選挙、統計などに

　先行き不透明な経済状況などにより、企業の生産設備の償却による固定資産税が落
ち込むなど、市税収入は年々減っている状況です。
　扶助費などの削減できない経費が年々増加し、借金の返済額もピークを迎える中、
選択と集中、また創意工夫により、経費を抑えるよう取り組んでいます。
　平成24年度は、第１次総合計画・後期基本計画の初年度として、市民の暮らしの質
を高めるための施策・事業に必要な経費を盛り込んだことから、予算規模は前年度と
比較して大きくなっています。

２１１億７，８８０万円

創意工夫の行政運営
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　地震による建物倒壊等での人的被害を防
ぐため、木造住宅の補強計画・補強工事等
にかかる経費の一部を助成します。

住宅の耐震化を支援します

このほか、次のような事業にも取り組みます。

　災害に強い都市づくりに向け、次の事業の実現を目指します。

地震対策・木造住宅補強事業
【6,000万円】

【一口メモ】
　自主防災組織は、災害から自分たちの地域を自分たちで守るために、地域住民が協力・
連携し活動することを目的に結成する組織です。平成23年度末現在、市内には自主防災組
織が149団体あります。

災害に強い都市を目指して
　市民、地域、行政などが連携して地域の防災力の一層の向上を図り、
地震災害や風水害などに強い都市づくりを進めます。危機管理

継
　
続

・自主防災組織育成事業
・総合的な防災情報伝達システム構築のためのビジョン策定
・増築を行う井田川小学校への防災倉庫の設置
・代表避難所となる学校体育館のトイレの一部洋式化　
・災害対策本部の代替施設となる消防庁舎の情報関連環境整備

　国の登録文化財でもある白川小学校の校舎
の耐震補強に向けた実施設計等を行います。

公共施設耐震化率１００％を目指します
白川小学校耐震改修事業新

　
規

　大規模地震に対して道路の防災機能の向上
を図るため、計画的に橋梁の耐震対策を実施
します。

橋の耐震性を高めます
橋梁耐震化補強事業

継
　
続

平成２６年度完成予定

市北東部地区に
消防の分署を建設します
　常備消防力適正配置調査の結果を踏まえ、
効果的な消防力の充実・強化を図るため、
市北東部地区に北東分署を建設します。

平成２５年度完成予定

鈴鹿川を横断する道路を
整備します（市道和賀白川線）
　市の南北をつなぐ道路網を強化すること
で、市民生活の利便性向上とまちの防災力
強化を図るため、鈴鹿川を横断する新たな
道路を整備します。

【1,300万円】

【1,000万円】

平成24年度の主な事業
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【一口メモ】
　本市は、ＷＨＯ（世界保健機関）が提
唱する「健康都市」の考えに基づくま
ちづくりを進めるため、平成22年７
月に健康都市連合に加盟しました。

人にやさしい健康都市を目指して
　みんなが健やかに幸福な状態で暮らし続けられる、人にやさしい健
康都市づくりを進めます。健康・医療・福祉

　がんの早期発見と正しい知識を普及する
ため、各種がん検診（胃がん・子宮がん・大腸
がん・乳がん・肺がん・前立腺がん）の実施や
啓発活動を行います。

がんの早期発見につなげます
がん検診推進事業

新
　
規

　感染症の重症化予防やまん延防止を図る
ため、各種予防接種の接種勧奨や費用助成
を行います。

各種予防接種に必要な費用を助成します
予防接種費用助成事業

新
　
規

　高齢者が要支援・要介護状態に移行しない
よう、介護予防教室の開催など介護予防の
取り組みを行います。

介護予防事業継
　
続

　三重大学が行う市立医療センターにおけ
る診療体制の整備や総合医・家庭医の養成、
本市をフィールドとした地域医療の研究に
対し寄附を行います。

地域医療体制を強化します
三重大学亀山地域医療学講座
支援事業継

　
続

介護予防の取り組みを行います

　地域包括支援センター等を通じて、高齢
者のニーズや状態に応じた地域包括ケアを
行います。

地域包括支援事業
継
　
続

高齢者の地域包括ケアを行います

　二次救急医療機関が行う高度医療機器の
導入を支援します。

救急医療設備整備支援事業新
　
規

二次救急医療機関との連携を強化します

0% 10% 20%

はい

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いいえ どちらともいえない 無効回答 無回答

53.1 20.9 23.3 0.2

■亀山市健康及び食に関する市民意識調査結果（平成２１年度）
　　問　自分が健康だと感じていますか

2.5

【7,394万円】

【5,190万円】

【1,000万円】

【3,650万円】【2,704万円】【2,704万円】

【3,120万円】【3,120万円】
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魅力的な都市空間  を目指して

　ＪＲ亀山駅周辺のにぎわいの創出や活性
化を図り、利便性や安全性を向上させるた
め、地域と共に駅周辺の再生を目指した整
備計画を策定します。

ＪＲ亀山駅周辺の再生に取り組みます
亀山駅周辺再生整備計画策定
事業新

　
規

　長期未着手の都市計画道路を含めた道路
ネットワークの見直しや用途地域の変更を
進めます。

道路等の計画を見直します
都市計画見直し事業

新
　
規 　関宿の老朽化した伝統的建造物の修理・

修景に対する補助を行うとともに、市が所
有する旧田中家の保存・修理を進めます。

関宿の伝統的建造物の保存に取り組みます
伝統的建造物群保存修理
修景事業継

　
続

　修繕、補修等の住宅改修やリフォーム工
事を行う場合について、その経費の一部を
助成します。

住宅リフォームに必要な費用を助成します
住宅リフォーム助成事業

継
　
続

　総合的な地域公共交通計画を策定し、移
動困難者の実情等を踏まえた計画的なバス
路線の再編を進めます。

バス等の地域生活交通の再編を進めます
地域生活交通再編事業

継
　
続

　農業の担い手が行う農業用機械の購入、
農業用施設の設置に対し支援を行います。

農業の担い手を支援します
農業者育成支援事業

新
　
規

　産業の発展と市民生活の基幹を担う重要
な道路ネットワークを構築するため、幹線
道路（都市計画道路）を新設します。

幹線道路の整備を進めます
都市計画道路整備事業
（和賀白川線・野村布気線）継

　
続

【一口メモ】
　関宿は、昭和59年に旧東海道で唯一の国の重要伝
統的建造物群保存地区に選定されました。平成26年
12月には30周年を迎えます。

■市内ＪＲ５駅の旅客乗車人員の推移（1日平均）

和賀白川線橋梁 完成予想イメージ

平成18年度
0

3,000

4,000
（人）

平成19年度 平成20年度 平成21年度

3,671
3,561 3,563

3,426

【270万円】

【360万円】 【4,000万円】

【1,000万円】

【1億1,285万円】

【500万円】

【15億3,110万円】

平成24年度の主な事業
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【一口メモ】
　本市は、ごみ溶融処理施設から出る溶融飛
灰の全量再資源化により、全国有数となるご
み溶融処理施設の最終処分量・ゼロを達成し
ました。

魅力的な都市空間  を目指して 　本市が持つ交通の要衝としての強みや自然・歴史文化などの地域資源を活かして、
まちを磨き上げ、快適で魅力のある都市づくりを進めます。

　森林の持つ公益的機能を発揮させるため、
環境林の間伐や植栽などの整備を進めます。

森林環境を保全します
森林環境創造事業継

　
続

　太陽光発電の普及を促進するため、住宅
用・事業所用の太陽光発電システムの設置
者に対し、補助支援を行います。

太陽光発電システムの設置を支援します
新エネルギー普及支援事業

継
　
続

　「まちづくり観光」を推進するため、主体
的に事業展開を行う亀山市観光協会の運営
を支援します。また、市の多彩な魅力を幅
広く情報発信するシティプロモーションや
モデルツアーなどを実施します。

市の多彩な魅力を情報発信します
まちづくり観光推進事業

継
　
続

　稼働後12年が経過したごみ溶融処理施設
の長寿命化に向けて、基幹的設備の改良等
を行います。

継続的に廃棄物の適正処理を行います
ごみ溶融処理施設長寿命化事業

継
　
続

　まちを挙げてさまざまな文化に関する取
り組みを開催する「かめやま文化年（平成26
年予定）」の創設を目指し、準備を進めます。

市民の文化力の向上を図ります
かめやま文化年事業

新
　
規

　市民の歴史文化の学習支援を図るため、Ｉ
Ｔ市史を活用し、小・中学校での活用促進
に向けた教職員利活用プログラムや学習支
援サイト（Web副読本）の作成を進めます。

歴史文化を活かしたまちづくりを進めます
屋根のない博物館創出事業

新
　
規

【2,229万円】

【2,000万円】

【2,577万円】 【196万円】

【751万円】

【3億8,940万円】

都市計画・産業・交通・歴史文化・環境
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　児童や生徒が確かな学力を身につけ
られるよう、ふるさと先生を配置して
亀山市少人数教育を推進します。

少人数教育を推進します
少人数教育推進事業

継
　
続

　少人数教育に対応した教室の不足を
解消し、児童の学習環境を改善するた
め、教室を増設します。

教室不足を解消します
井田川小学校教室増設
事業継

　
続

　亀山東小学校の不足教室の増設やグ
ラウンドの排水改良を行うための調
査・設計を行います。

学習環境等の改善を進めます
亀山東小学校整備事業

新
　
規

　小学校の図書館への図書館協力員の配置や
図書館情報システムの導入等を行います。

読書に親しめる環境づくりを進めます
学校図書館支援事業継

　
続

　待機児童の解消や安心・安全な保育環境の向上、
多様化する保育需要に対応するため、民間保育所
の創設に対し施設整備費の助成を行います。

民間保育所の創設を支援します
民間保育所整備事業

新
　
規

　特別な支援を要する子どもの学習環境を整
えるため、介助員や学習生活相談員を配置し
ます。

きめ細かな教育を推進します
個の学び支援事業継

　
続

【一口メモ】
　本市は、健全な子どもの育成を推進するため、子ども総合センターを設置し、子どもに関する相談などにつ
いて保健・福祉・教育・医療の各分野が連携し、情報の共有化や的確な対応に努めています。

■保育所の入所児童数の推移
各年４月1日現在

■幼稚園、小・中学校の児童・生徒数の推移

【3,426万円】【3,426万円】

【2億1,732万円】【2億1,732万円】

【2,056万円】【2,056万円】

【8,770万円】【8,770万円】

【1,879万円】【1,879万円】
　義務教育修了時までの子どもが、通院・入
院に要した医療費を助成します。

子どもたちにかかる医療費を助成します
福祉医療費助成事業（子ども）継

　
続

【6,840万円】【6,840万円】

【1億4,000万円】【1億4,000万円】

子どもたちが輝く
環境を目指して

　本市の特色でもある「子育てにやさしいま
ち」の充実を図り、すべての子どもたちの笑
顔を広げる取り組みを進めます。

子育て
・教育

平成24年度の主な事業

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

911 916 933
1,000

1,043

0

800

1,200

1,000

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
0

4,000

4,500

5,000
（人）

4,508
4,617 4,686 4,664 4,689

各年５月1日現在
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　自分たちが住む地域を自分たちで創り上
げる自立した地域コミュニティ活動を促進
するため、多様な主体による地域の包括的
なしくみづくりを支援します。

地域コミュニティの活性化を支援します
地域コミュニティのしくみづくり
支援事業新

　
規 　コミュニティ活動を促進するため、その

活動拠点となる施設の整備・充実を進めま
す。

地域の活動拠点の充実に取り組みます
地区コミュニティセンター充実
事業継

　
続

　まちづくりのパートナーとなる市民活動
団体を応援できるしくみづくりを進めます。

市民活動団体を応援します
市民活動応援事業新

　
規

　国民健康保険の被保険者に対し、内臓脂肪
型肥満に着目した特定健康診査や特定保健指
導を実施します。

生活習慣病を予防します
特定健康診査・特定保健指導事業

継
　
続 　昼生地区の公共用水域の水質保全、生活環

境の向上などを図るため、農業集落排水の整
備を進めます。

農業集落排水施設を整備します
農業集落排水整備事業（昼生地区）

継
　
続

　公共水域の水質保全を図るため、引き続
き公共下水道の整備を進めます。

下水道を整備します
公共下水道施設整備事業

継
　
続

「わかりやすいことしの予算」について、ご不明な点は企画部広報秘書室（☎84－5021）へお問い合わせください。

元気な地域づくりに向けて
　防災、福祉、環境保全など地域づくりの幅広い分野におい
て、共助の発揮が一層求められるなか、人と人とのつながりを
大切にした多様な主体による元気な地域づくりを促進します。

地域コミュニティ・市民活動

このほか、こんな事業にも取り組みます。

【520万円】【520万円】 【7,267万円】【7,267万円】

【236万円】【236万円】

【5億8,321万円】【5億8,321万円】

【6億8,080万円】【6億8,080万円】

【2,092万円】【2,092万円】
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　市の予算は金額が大きすぎて、なかなか実感がわかないと思います。
　そこで、平成24年度の一般会計予算を5,000分の１にして、家計簿にたとえてみました。
　市の予算にはさまざまな種類の歳入と歳出があり、一般の家庭とは少し違った内容になっていますが、
亀山家の年間の家計簿をつくってみると…

（市税、使用料、手数料、諸収入などの自主財源）

　平成24年度の家計は、景気が悪く給料が減るものの、支出の総額は増える見込みです。
　増える主な要因は、食費や医療費、ローンの返済にかかるお金が増えていることです。ほかにも、家や
電化製品など、老朽化によって修理や買い替えも必要になってきており、それにかかる支出が増えるほか、
子どもへの仕送りについても、がんばって独立してもらいたいと思っていますがなかなかうまくいかない
ことから増えています。
　このように、支出の方が多く、給料だけではまかなえないため、貯金を取り崩したり、ローンの借り入
れも増やすこととしています。
　これからも厳しい状況が続くと予想されますが、買い替えを延ばせるものは先延ばししたり、節電・節
水に努めたり、家の増改築等を必要最低限のものにするなど、工夫してやりくりしていきます。

亀山市が年収420万円の家庭だったら

給　料 226万円

（地方譲与税、地方交付税、国県支出金）
親からの仕送り 99万円

（繰入金、繰越金）
貯金取り崩し 38万円

（市債）
ローン借り入れ 57万円

合　計 420万円

（人件費）食　費 76万円
（扶助費）医療費・教育費 60万円

（公債費）ローン返済 55万円

（繰出金、投資、貸付）
子どもへの仕送り 40万円

（積立金）貯　金 １万円
合　計 420万円

（物件費など）
光熱水費、通信費、日用品費 81万円

（補助金など）

子どもの小遣い、保険料、
税金、自治会費など

22万円

（普通建設事業費など）　

家の増改築・修繕、家具や
電化製品の買い替え

85万円

（平成24年度一般会計予算額の5,000分の１）

亀山家（市）の家計簿

収 入 支 出


