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 予 算 編 成 の 方 針

伊勢崎市長 

 国においては、昨年１２月の政権交代により、過度な円高是正とデフレ経済からの脱却

を果たすべく、緊急経済対策を柱とした平成２４年度における大型補正予算を早期に編成

し、経済再生を最優先とする方針を進めております。 

 このような状況の中、今回が２期目のスタートとなる平成２５年度当初予算であります

が、４年前の初心、原点に帰って「いせさきをもっと元気に、もっと豊かに、もっと安全

に」を目指しての編成といたしました。 

 これを実現するための５つの重点政策としましては、「福祉・地域医療の充実」、「地

域経済の活性化」、「安心、安全なまちづくり」、「教育・スポーツ・文化の振興」、

「行財政改革の推進」でございます。 

 当初予算の内容を一言で申し上げますと、「絆づくり、街づくり予算」でございます。 

  

 今後の市政運営にあたりましては、地域間や世代間の交流の活発化、家族や地域の絆を

深め、障害者の方々や子どもから高齢者までが安心して暮らせる伊勢崎市の実現に向け、

地域ごとに市民との対話を重ねながら、特色ある地域活性化事業についても推進してまい

ります。 

 そのためにも、皆様からお預かりした貴重な財産を有効に活用するため、事業の選択と

集中に努めながら、将来に過度の負担を残さないよう、財政規律を保持した予算編成に心

掛けたところでございます。 
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《会計区分別予算》
（単位：千円）

平成２５年度
当初予算額

平成２４年度
当初予算額

増減額 増減率

70,500,000 69,800,000 700,000 1.0%

58,158,867 58,810,557 △ 651,690 △1.1%

 小型自動車競走事業費 15,638,458 17,820,388 △ 2,181,930 △12.2%

 学校給食センター事業費 1,777,739 1,793,400 △ 15,661 △0.9%

 国民健康保険 21,467,197 20,873,825 593,372 2.8%

 後期高齢者医療 1,765,471 1,842,827 △ 77,356 △4.2%

 介護保険 13,585,115 12,742,720 842,395 6.6%

 下水道事業費 3,305,379 3,117,918 187,461 6.0%

 農業集落排水事業費 601,253 588,572 12,681 2.2%

 特定地域生活排水処理事業費 18,255 30,907 △ 12,652 △40.9%

21,866,235 22,962,353 △ 1,096,118 △4.8%

 水道事業 5,616,689 7,089,477 △ 1,472,788 △20.8%

 病院事業 15,908,876 15,552,666 356,210 2.3%

 介護老人保健施設事業 273,910 252,290 21,620 8.6%

 訪問看護事業 66,760 67,920 △ 1,160 △1.7%

150,525,102 151,572,910 △ 1,047,808 △0.7%

　企　業　会　計

 当 初 予 算 規 模

合　　　　計

会　計　区　分

　一　般　会　計

　特　別　会　計 

618.7 620.2 660.8 662.3 625.9 657.5 677.0 698.0 

一般会計 

705.0 

868.3 888.2 903.7 807.7 786.0 773.8 793.3 817.7 
特別会計等 

800.3 

1,487.0  1,508.4  
1,564.5  

1,470.0  
1,411.9  1,431.3  1,470.3  1,515.7  

合計 

1,505.3  
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当初予算額の推移 
（単位：億円） 

◆一般会計当初予算額 ７０５億円 （対前年度当初予算額比 ＋１．０％） 
◆特別会計当初予算額 ５８１億５９００万円 （対前年度当初予算額比 △１．１％） 
◆企業会計当初予算額 ２１８億６６００万円 （対前年度当初予算額比 △４．８％） 

※水道事業、病院事業および介護老人保健施設事業の予算額は、収益的支出額と資本的支出額の合計 

 額です。 
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１．歳入予算の概要

予算額 構成比 予算額 構成比

1  市税 27,047,236 38.4% 27,092,540 38.8% △ 45,304 △0.2%

2  地方譲与税 720,000 1.0% 690,000 1.0% 30,000 4.3%

3  利子割交付金 50,000 0.1% 50,000 0.1% 0 0.0%

4  配当割交付金 30,000 0.0% 25,000 0.0% 5,000 20.0%

5  株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.0% 10,000 0.0% 0 0.0%

6  地方消費税交付金 1,900,000 2.7% 1,700,000 2.4% 200,000 11.8%

7  ゴルフ場利用税交付金 2,000 0.0% 2,000 0.0% 0 0.0%

8  自動車取得税交付金 220,000 0.3% 200,000 0.3% 20,000 10.0%

9  地方特例交付金 160,000 0.2% 120,000 0.2% 40,000 33.3%

10  地方交付税 7,950,000 11.3% 7,500,000 10.7% 450,000 6.0%

11  交通安全対策特別交付金 47,000 0.1% 50,000 0.1% △ 3,000 △6.0%

12  分担金及び負担金 1,667,249 2.4% 1,637,496 2.4% 29,753 1.8%

13  使用料及び手数料 1,031,934 1.5% 1,058,879 1.5% △ 26,945 △2.5%

14  国庫支出金 8,897,344 12.6% 9,377,407 13.4% △ 480,063 △5.1%

15  県支出金 4,903,069 6.9% 4,960,220 7.1% △ 57,151 △1.2%

16  財産収入 74,397 0.1% 79,962 0.1% △ 5,565 △7.0%

17  寄附金 25 0.0% 24 0.0% 1 4.2%

18  繰入金 4,431,001 6.3% 3,805,198 5.5% 625,803 16.4%

19  繰越金 400,000 0.6% 400,000 0.6% 0 0.0%

20  諸収入 2,889,945 4.1% 2,505,674 3.6% 384,271 15.3%

21  市債 8,068,800 11.4% 8,535,600 12.2% △ 466,800 △5.5%

70,500,000 100% 69,800,000 100% 700,000 1.0%

（単位：千円）

歳 入 科 目
平成２５年度 平成２４年度

 一般会計当初予算の概要

増減額 増減率

歳　入　合　計

自主財源 

53.3% 

依存財源 

46.7% 

市税 

38.4% 

繰入金 

6.3% 

国庫支出金 

12.6% 

市債 

11.4% 

地方交付税 

11.3% 

県支出金 

6.9% 

その他 

4.5% 

〔 歳入の状況 〕 

歳入 

◆市税は、市たばこ税で税制改正による県から市への税源移譲に伴 
 い増収を見込む一方で、個人市民税では、長引くデフレなどの影 
 響により減収となります。 
 
◆地方交付税は、昨年度の決算状況を勘案し、増額となります。 
 
◆国庫支出金は、障害者自立支援給付費負担金や生活保護費負担金 
 の増額を見込む一方で、子ども手当から児童手当への制度変更な 
 どにより減額となります。 
 
◆繰入金は、駅周辺整備事業の進捗により、土地開発公社が先行取 
 得した土地の買い戻しに充てるため都市環境整備基金からの繰り 
 入れなどにより増額となります。 
 
◆自主財源の割合は５３．３％となり、対前年度比で０．９ポイン 
 ト増加します。 

 

諸収入 

4.1% その他 

4.5% 

分担金及び負担金、  

使用料及び手数料、 

財産収入、寄附金、 

繰越金 

地方消費税交付金、

地方譲与税ほか 

375.4億円 329.6億円 
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２．歳出予算の概要（目的別）

予算額 構成比 予算額 構成比

1  議会費 516,226 0.7% 493,786 0.7% 22,440 4.5%

2  総務費 7,236,635 10.3% 7,443,084 10.7% △ 206,449 △2.8%

3  民生費 25,268,448 35.8% 25,001,990 35.8% 266,458 1.1%

4  衛生費 5,564,701 7.9% 5,277,268 7.6% 287,433 5.4%

5  労働費 352,760 0.5% 655,716 0.9% △ 302,956 △46.2%

6  農林水産業費 1,292,740 1.8% 1,220,759 1.7% 71,981 5.9%

7  商工費 2,932,588 4.2% 2,492,989 3.6% 439,599 17.6%

8  土木費 8,774,857 12.5% 8,142,225 11.7% 632,632 7.8%

9  消防費 2,780,496 3.9% 2,460,188 3.5% 320,308 13.0%

10  教育費 8,169,891 11.6% 8,890,835 12.7% △ 720,944 △8.1%

11  災害復旧費 200 0.0% 200 0.0% 0 0.0%

12  公債費 7,460,458 10.6% 7,570,960 10.9% △ 110,502 △1.5%

13  予備費 150,000 0.2% 150,000 0.2% 0 0.0%

70,500,000 100% 69,800,000 100% 700,000 1.0%合 計

（単位：千円）

増減額 増減率目 的 別 区 分
平成２５年度 平成２４年度

民生費 

 35.8% 

252.7億円 

土木費 

 12.5% 

87.7億円 

教育費  

11.6% 

81.7億円 

公債費 

 10.6% 

74.6億円 

総務費 

 10.3% 

72.4億円 

衛生費 

 7.9% 

55.6億円 

その他  

11.3% 

80.3億円 

    議会費、労働費、農林水産業費、    
    商工費、消防費など 

◆民生費は、国民健康保険特別会計への繰出金などの減額の一方で、自立支援給付費、生活保護費などにより 
 増額となります。 
◆衛生費は、廃焼却炉施設の解体工事、ストックヤードの建設工事、市民病院事業への繰出金などにより増額 
 となります。 
◆労働費は、緊急雇用創出事業の縮小により減額となります。 
◆農林水産業費は、新規就農者の増加を図る戸別所得補償経営安定推進事業などにより増額となります。 
◆商工費は、中小企業活性化への資金融資預託金などにより増額となります。 
◆土木費は、駅周辺の区画整理事業、道路整備事業及び生活道路の整備などにより増額となります。 
◆消防費は、消防庁舎の建設工事、消防救急無線のデジタル化の整備などにより増額となります。 
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３．歳出予算の概要（性質別）

予算額 構成比 予算額 構成比

人件費 12,774,935 18.1% 12,666,136 18.2% 108,799 0.9%

扶助費 16,714,273 23.7% 16,565,929 23.7% 148,344 0.9%

公債費 7,460,458 10.6% 7,570,960 10.9% △ 110,502 △ 1.5%

小　計 36,949,666 52.4% 36,803,025 52.8% 146,641 0.4%

物件費 10,284,336 14.6% 10,278,572 14.7% 5,764 0.1%

維持補修費 673,325 1.0% 635,293 0.9% 38,032 6.0%

補助費等 2,695,679 3.8% 2,561,388 3.7% 134,291 5.2%

小　計 13,653,340 19.4% 13,475,253 19.3% 178,087 1.3%

普通建設事業費 9,561,167 13.6% 9,309,827 13.3% 251,340 2.7%

災害復旧事業費 200 0.0% 200 0.0% 0 0.0%

小　計 9,561,367 13.6% 9,310,027 13.3% 251,340 2.7%

貸付金 2,145,244 3.0% 1,826,720 2.6% 318,524 17.4%

繰出金 7,928,047 11.2% 8,122,944 11.6% △ 194,897 △ 2.4%

予備費・その他 262,336 0.4% 262,031 0.4% 305 0.1%

70,500,000 100% 69,800,000 100% 700,000 1.0%

平成２５年度 平成２４年度

（単位：千円）

増減額 増減率

義務的経費

消費的経費

その他

合 計

投資的経費

性 質 別 区 分

扶助費 

 23.7% 

167.1億円 

人件費 

 18.1% 

127.8億円 

公債費 

 10.6% 

74.6億円 

消費的経費 

 19.4% 

136.5億円 

投資的経費 

 13.6% 

95.6億円 

その他 

 14.6% 

103.4億円 

    貸付金、繰出金、 
    予備費など 

義務的経費 
◆人件費は、退職者数の増加に伴う退職手当により増額となります。 
◆扶助費は、自立支援給付費、生活保護費などにより増額となります。 
◆公債費は、定期償還の終了などにより減額となります。 
消費的経費 
◆物件費は、緊急雇用創出事業の縮小による賃金などの減額の一方で、（仮称）宮郷工業団地周辺の造成に伴う発掘 
 調査委託などにより増額となります。 
◆維持補修費は、道路補修費などにより増額となります。 
◆補助費等は、市民病院事業への繰出金、地域のコミュニティ活動への補助金などにより増額となります。 
投資的経費 
◆普通建設事業費は、ごみ処理施設の解体・ストックヤードの整備、境地区の土地改良事業や宮郷工業団地関連事業、 
 生活道路及び幹線道路の整備や伊勢崎駅周辺をはじめとする区画整理事業、消防本部庁舎の建設、赤堀中学校の整 
 備や教育施設の耐震改修などにより増額となります。 
その他経費 
◆貸付金は、中小企業活性化への資金融資預託金などにより増額となります。 
◆繰出金は、国民健康保険特別会計への繰出金などにより減額となります。 
 
 

義務的経費 
52.４% 

369.5億円 
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（単位：千円）

平成２５年度末
現在高

平成２４年度末
現在高

増減額

68,932,917 67,327,906 1,605,011

23,007,353 23,517,091 △ 509,738

 下水道事業費 18,666,551 18,903,849 △ 237,298

 農業集落排水事業費 4,308,502 4,586,642 △ 278,140

 特定地域生活排水処理事業費 32,300 26,600 5,700

26,890,967 27,529,447 △ 638,480

 水道事業 13,529,942 13,772,076 △ 242,134

 病院事業 13,361,025 13,757,371 △ 396,346

118,831,237 118,374,444 456,793

 市 債 の 概 要

会　計　区　分

 一般会計

 特別会計

 企業会計

合計

1,817  1,749  1,591  1,734  1,826  

116  
813  959  1,148  

705  791  

2,908  
3,284  

1,697  

1,996  
1,690  

4,485  
2,921  

2,118  1,948  

1,767  
1,655  

2,569  
4,656  3,870  

4,018  

4,000  
4,640  4,488  

6,267  
6,673  

6,091  
6,768  

6,373  

9,461  
合計 

8,069  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

１．市 債 発 行 額 の 推 移 

通常債 合併特例債 臨時財政対策債 

52,422  48,588  44,773  41,207  37,953  33,406  29,701  26,206  23,194  

705  
1,496  

4,323  7,436  
8,666  

9,892  
10,677  14,095  15,805  

11,199  12,945  14,283  15,352  17,197  21,042  24,021  27,027  29,934  

64,325  63,030  63,379  63,995  63,816  64,340  64,399  
67,328  

合計 

68,933  
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２．市 債 残 高 の 推 移 

通常債 合併特例債 臨時財政対策債 

※「平成２４年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成２５年度末現在高」は当初予算額をもとに算出していま 

  す。 
※千円未満は、端数を調整しています。 

 一般会計の市債 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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5,677  5,583  5,440  5,300  5,079  4,664  4,518  4,454  4,159  

81  171  467  
770  904  1,067  

1,211  

46  201  429  586  724  810  891  1,012  1,093  
5,722  5,784  5,950  6,058  6,270  6,244  6,313  6,533  

合計 

6,464  

0

1,000
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3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

３．元 金 償 還 額 の 推 移 

通常債 合併特例債 臨時財政対策債 

1,278  
1,139  

1,011  
891  

784  
684  591  509  433  

9  

18  
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116  
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149  
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219  
233  

286  
306  

322  

1,397  
1,296  
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1,138  1,090  

1,015  984  
921  

合計 
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４．利 子 償 還 額 の 推 移 

通常債 合併特例債 臨時財政対策債 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

※各表の各年度の合計額と内訳額で一致しない部分があります。 

市債の推移について 
 平成１７年の市町村合併以降、市債の発行額は増加傾向にあり、平成２５年度の市債発行額は教育施設の整備 
や消防本部庁舎の建設等により８０億円を超え、平成２６年度以降も教育施設の整備等の大型事業が控えている 
ため、８０億円前後の発行額が見込まれます。また、市債発行の増加に伴い元金償還額や市債残高も増加傾向に 
あります。 
 
◆臨時財政対策債は、地方交付税として交付すべき財源が不足し、交付額が減額される場合に、減額分を地方公 
 共団体が発行する地方債で、地方交付税の措置として元利償還金に相当する額が後年度に基準財政需要額に算 
 入されます。平成２１年度までは約２０億円前後を推移していましたが、平成２２年度以降大幅に伸び、平成 
 ２５年度以降も同様に推移するものと見込まれます。 
 
◆合併特例債は、地方交付税の措置として元利償還金の７０％に相当する額が後年度において基準財政需要額に 
 算入される地方債で、庁舎の改修事業、鉄道連続立体交差事業、教育施設の整備、消防本部庁舎の建設等の大 
 型事業に関わる市債の発行により増加傾向にあります。 
 
◆通常債は、主に合併前の継続事業に対する発行で、新規事業の大半を合併特例債に振り替えて発行しているこ 
 とから、発行額が抑えられています。 
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（単位：千円）

NO 目的 平成２５年度事業債名 発行額

1 総務債 赤堀芸術文化プラザ空調設備整備事業債 42,700

2 総務債 境総合文化センター空調設備整備事業債 52,200

3 商工債 宮郷工業団地周辺整備事業債 191,000

4 土木債 市道１１２号線整備事業債 8,500

5 土木債 外環状道路整備事業債 40,100

6 土木債 橋りょう耐震対策事業債 35,400

7 土木債 波志江沼環境ふれあい公園整備事業債 9,000

8 土木債 鉄道連続立体交差事業債 427,500

9 土木債 市道２級２４号線整備事業債 38,000

10 土木債 都市公園防災事業債 14,200

11 土木債 宮郷工業団地周辺整備事業債 222,300

12 土木債 都計道３・４・８号整備事業債（中央町・東本町工区） 115,400

13 消防債 消防本部庁舎建設事業債 283,800

14 消防債 消防車両等購入事業債 35,100

15 消防債 消防団車両等購入事業債 45,500

16 消防債 消防救急無線デジタル化整備事業債 118,700

17 教育債 赤堀中学校整備事業債 642,900

18 教育債 市民体育館改修事業債 168,700

19 教育債 赤堀体育館改修事業債 4,900

20 教育債 殖蓮第二小学校体育館耐震補強事業債 55,600

21 教育債 広瀬小学校体育館耐震補強事業債 55,600

22 教育債 境采女小学校校舎耐震補強事業債 105,500

23 教育債 境小学校校舎耐震補強事業債 90,600

24 教育債 第三中学校体育館耐震補強事業債 84,000

25 教育債 学校教育施設トイレ改修事業債 21,800

26 教育債 境公民館整備事業債 12,300

        合併特例事業債　発行額合計 2,921,300

 合併特例事業債の概要

合併特例事業債の概要 
 合併特例事業債は、合併特例法（旧法）下で合併した市町村が、市町村建設計画に基づいて行う事業のために 
発行できる地方債で、地方交付税の措置として元利償還金の７０％に相当する額が後年度において基準財政需要 
額に算入されます。これまで、合併後１０年間の発行が可能でしたが、現在では５年延長され、１５年間の発行 
が可能となりました。当市では、当初平成２６年度までの発行期間を平成３１年度まで延長する予定です。 
 
 合併特例事業債を発行して行う主な事業は、宮郷工業団地に関連する市道や排水路等の周辺整備、新伊勢崎駅 
周辺整備、東武鉄道の連続立体交差化事業、消防本部庁舎の建設とそれに併せて行う消防救急無線のデジタル化 
整備、市民体育館の耐震化・バリアフリー化などの施設改修、赤堀中学校の移転・建て替え、小中学校の校舎や 
体育館の耐震補強事業、小中学校のトイレ洋式化などのトイレ改修事業、境公民館の建て替えなどです。 
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《一般会計》
（単位：千円）

平成２５年度末
現在高

平成２４年度末
現在高

増減額

4,810,027 7,306,027 △ 2,496,000

1,023,720 1,082,238 △ 58,518

4,368,375 6,132,519 △ 1,764,144

 都市環境整備基金 591,366 1,590,982 △ 999,616

 福祉事業基金 526,074 530,305 △ 4,231

 都市計画事業基金 437,504 437,372 132

 交通遺児入学卒業祝金支給基金 22,691 22,874 △ 183

 奨学資金基金 90,771 90,470 301

 市民のもり等建設基金 275,135 285,449 △ 10,314

 図書館図書資料整備基金 10,000 10,000 0

 華蔵寺公園遊園地施設整備基金 28,714 27,706 1,008

 観光振興基金 18,428 18,338 90

 職員退職手当基金 1,567,958 2,299,528 △ 731,570

 公共施設整備基金 683,056 702,623 △ 19,567

 学校教育振興基金 16,677 16,872 △ 195

 グローバル人材育成奨励基金 100,001 100,000 1

2,433,778 2,433,778 0

 土地開発基金 2,200,000 2,200,000 0

 美術品等取得基金 233,778 233,778 0

12,635,900 16,954,562 △ 4,318,662

《特別会計》

平成２５年度末
現在高

平成２４年度末
現在高

増減額

1,004,099 1,003,900 199

231,538 714,629 △ 483,091

356,881 579,790 △ 222,909

1,592,518 2,298,319 △ 705,801

 介護給付費準備基金

 その他特定目的基金

 基 金 の 概 要

基　　　　金　　　　名

合　　　　計

基　　　　金　　　　名

合　　　　計

 財政調整基金

 減債基金

 定額運用基金

 小型自動車競走事業運営基金

 国民健康保険基金

※千円未満の数値は、端数を調整しています。 
※「平成２４年度末現在高」は３月補正後見込額、「平成２５年度末現在高」は当初予算額により算出していま 
 す。 

◆グローバル人材育成奨励基金は、平成２４年度からの新規基金です。 

◆財政調整基金は、財源の調整のために不足分を取り崩します。 

◆都市環境整備基金は、駅周辺整備事業の進捗により土地開発公社が先行取得した土地の買い戻しの実施などに 

 充てるため取り崩します。 
◆職員退職手当基金は、退職者増加への対応のために取り崩します。 
◆国民健康保険基金は、財源の調整のために不足分を取り崩します。 
◆介護給付費準備基金は、財源の調整のために不足分を取り崩します。 
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１．福祉・地域医療の充実

 重 点 政 策

  
  
 ★ （仮称）高齢者活動センターの整備 36,000千円 〔高齢福祉課〕 

    健康で、働く意欲のある高齢者の豊かな経験と能力を活かせる場所を絣の郷敷地内に整備 

    します。 

       

 ★ 高齢者タクシー利用料金の助成 6,240千円 〔高齢福祉課〕 

    ６５歳以上のひとり暮らしの人などを対象に、外出支援、社会参加を促進するためタクシー 

    利用料金の一部を助成します。 

  

 ☆ 民間保育所の施設整備 225,054千円 〔保育課〕 

    民間保育所の定員増への対応や老朽化による園舎の改築等への施設整備への補助を実施し、 

    保育環境の充実を図ります。  

 

 ☆ 不妊治療費の助成 15,000千円 〔健康づくり課〕 

    不妊に悩む夫婦の経済的、精神的不安の軽減のため、一般不妊治療の助成に加え、新たに 

    特定不妊治療の助成を実施します。 

  

 ★ 難聴児補聴器購入支援事業費補助金 586千円 〔障害福祉課〕 

    軽・中度の難聴の程度である児童を対象に、補聴器購入費用の一部を助成します。 

 

 ★ 特別支援学校幼児生徒就学援助費 2,160千円 〔障害福祉課〕 

    市外の特別支援学校に就学する幼児生徒の保護者を対象に、経済的負担の軽減を図るため 

    の援助を実施します。 

 

 ☆ 予防接種の実施 421,200千円 〔健康づくり課〕 

    ４種混合ワクチン、不活化ポリオワクチンの予防接種を新たに加え、感染の予防・発症の 

    防止を図ります。 

 

 ☆ がん検診の実施 220,000千円 〔健康づくり課〕 

    乳がん検診の無料クーポン対象年齢を拡大して、早期発見の促進と検診受診率の向上を図 

    ります。 

 

 ★ 集団特定健診の自己負担金を無料化 〔国民健康保険課〕 

    ４０歳から６４歳までの国民健康保険加入者が受診することのできる集団特定健診（ひま 

    わり健診）の自己負担金１，０００円を無料にします。 

 
 ★ 腎センターの整備 407,500千円 〔市民病院〕 

    市民病院本館４階に腎センターを移設するとともに、透析水生成システム及び透析機器を 

    更新し、最新の医療技術の提供と患者の負担軽減を図ります。 

 

★・・・新規事業 
☆・・・継続・拡充 
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２．地域経済の活性化

  
  
 ★ 地域コミュニティ活動事業補助金 51,000千円 〔行政課〕 

    地域住民の連帯感の醸成を促進し、住民相互の絆を深めることを目的に１７０行政区に交 

    付します。 

 
 ☆ 住宅リフォーム助成金 100,000千円 〔商工労働課〕 

    地元企業の活性化を図る緊急経済対策の一環として、平成２４年度に引き続き実施します。 

 
 ☆ プレミアム付商品券発行事業補助金 26,000千円 〔商工労働課〕 

    地域経済と商店街の活性化を図るため、平成２４年度に引き続き実施します。 

  
 ☆ （仮称）宮郷工業団地周辺整備関連 545,060千円 〔企業誘致課・土木課ほか〕 

    工業団地に関連する市道や、排水路などの周辺整備を着実に推進します。 

  
 ☆ 羽黒住宅Ｉ棟の建設 118,020千円 〔建築課〕 

    老朽化した平屋建て長屋住宅の建て替えを実施し、住環境の整備を図ります。 

 
 ★「花と緑のぐんまづくり２０１３ in 伊勢崎」の開催 〔公園緑地課〕 

    波志江沼環境ふれあい公園をメイン会場として開催し、サテライト会場を華蔵寺公園と 

    中心市街地で実施します。 

 
 ☆ 「いせさき花火大会」の開催 25,000千円 〔文化観光課・事業課〕 

    いせさき花火大会の開催をはじめとして、各地区の夏まつりなどの各種イベントを継続実 

    施し、観光の振興を図ります。 

  
 ☆ 新伊勢崎駅周辺の整備 272,000千円 〔都市計画課〕 

    東武伊勢崎線の鉄道連続立体交差事業と新伊勢崎駅の駅舎整備に併せ、新たな玄関口とし 

    て新駅舎西口広場と都市計画道３・４・８号線の整備を推進し、駅東西の市街地の一体化 

    と交通の円滑化を図ります。 

 
 ☆ 伊勢崎駅周辺整備 2,294,020千円 〔都市開発課・市街地整備課〕 

    民間開発事業の積極的な誘導も含め、着実に推進し、本市の玄関口に相応しい駅南北の市 

    街地の一体化と利便性を兼ね備えた都市機能の向上を図ります。 

 

 ☆ 鉄道連続立体交差事業 615,115千円 〔都市開発課〕    
    東武伊勢崎線が、平成２５年の秋に高架化完成の予定です。 
  

 ☆ 中小企業活性化資金融資預託金の拡大 973,734千円 〔商工労働課〕 

    融資利率の引き下げに併せて預託枠を拡大し、事業資金や経営の安定化に必要な資金融資 

    を促進して、中小企業者の事業活動の振興と活性化を図ります。 

 
 ★ 「ご当地ナンバー」の導入 〔市民税課〕 

    市のＰＲ活動の一環として、原動機付自転車などに市独自のナンバープレートを導入し、 

    市の知名度の上昇、地域の連帯感、地元への愛着などの醸成を図ります。 
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３．安心、安全なまちづくり

  
  
 ★ 消防本部庁舎の整備 317,545千円 〔警防課〕 

    消防本部庁舎の建設工事を実施し、本市の災害応急対策の中枢としての機能整備を図りま 

    す。 

  
 ★ 消防救急無線のデジタル化 125,069千円 〔通信指令課〕 

    消防本部庁舎建設事業と連携し、機器及び消防指令センターの整備を実施し、効率的かつ 

    円滑にアナログ方式からデジタル方式へ移行を推進します。 

 

 ☆ 木造住宅耐震改修補助金 4,000千円 〔建築指導課〕 

    補助限度額の拡大を実施し、市内に存する木造住宅の地震に対する更なる安全性の確保・ 

    向上を図ります。 

 

 ★ 緊急輸送道路沿道建築物調査を委託実施 11,000千円 〔建築指導課〕 

    大規模な震災直後に発生する避難・救助・物資の供給などの緊急輸送の円滑化を図ります。 

 
 ★ 境ストックヤードの建設工事及びあずまダストセンターの解体工事の実施 
                         310,500千円 〔環境政策課〕 

    循環型社会に向けての廃棄物のリサイクルを推進するために、ストックヤードの建設、 

    ダストセンターの解体工事を実施します。 

 

 ★ 聖苑の整備 30,800千円 〔市民課〕 

    聖苑を利用される人の利便性と環境整備を図るため、さかい聖苑の式場エントランスの改 

    修工事及びいせさき聖苑式場用椅子の更新などを実施します。 

 

 ☆ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 40,000千円 〔環境保全課〕 

    地球温暖化対策の推進及び新エネルギーの普及促進を図るため、平成２４年度に引き続き 

    実施します。 

 
 ★ ＪＲ・東武鉄道高架下駐輪場の整備 83,500千円 〔交通政策課〕 

    JＲ・東武伊勢崎駅を利用される市民の利便性の向上と駅周辺の環境美化や防犯対策等の 

    観点から駐輪場を整備します。 

 
 ☆ 「ゾーン３０対策」などの交通安全対策の実施 62,000千円 〔交通政策課〕 

    登下校の生徒・児童及び一般歩行者の事故防止安全対策のための工事・修繕を実施します。 

  
  



13

４．教育・スポーツ・文化の振興

５．行財政改革の推進

  
  
 ☆ 世界文化遺産登録の推進 21,156千円 〔企画調整課・公園緑地課・文化財保護課〕 

    国史跡指定を受け、富岡製糸場と絹産業遺産群の４資産の１つである田島弥平旧宅の世界 

    文化遺産登録を推進するため、国、県と連携を図りながら、保存活用及び周辺環境整備を 

    実施します。 

 
 ★ 市内２４小学校に「英語科」を設置 〔学校教育課〕 

    文部科学省の「教育課程特例校」制度を活用し、全学年に英語科を設置し、グローバル 

    社会に対応した人材の育成に全小学校で取り組みます。 

 
 ★ 小・中学校のトイレ洋式化の推進 23,000千円 〔教育施設課〕 

    平成２５年度では、小学校のトイレ洋式化への改修に向けた設計を実施します。 

 

 ☆ 小・中学校・幼稚園の耐震化 575,600千円 〔教育施設課〕 

    小・中学校・幼稚園の校舎、園舎、体育館の耐震設計業務委託や耐震改修工事を実施し、 

    計画的に耐震化の促進を図ります。 

 

 ☆ 赤堀中学校の整備 773,600千円 〔教育施設課〕 

    平成２７年４月の開校を目指し、平成２５年度では、校舎、体育館などの建設工事の設計 

    及び２ヵ年に渡る工事を実施します。 

 

 ☆ 体育館の整備 421,729千円 〔スポーツ振興課〕 
    市民体育館の改修工事を引き続き実施し、耐震化の促進と高齢者や障害者に利用しやすい 
    スポーツ環境の整備を図るとともに赤堀体育館のトイレなどの改修工事を実施し、利便性 
    の向上を図ります。 

 
 ★ 生涯学習施設の整備 111,714千円 〔生涯学習課〕 

    境公民館の建て替えや茂呂公民館の増築及び今井町集会所を移転・新築し、地域の生涯学 

    習の推進拠点としての整備を図ります。 
 

  
 
 ★ 指導監査課の新設 
    権限移譲により、住民の利便性の向上（より身近に）、事務処理の迅速化（よりスピーディー 
    に）、自らの判断による総合的なまちづくり（より効果的に）が可能となり、平成２５年度で 
    は、以下の事務が移譲されます。 
    ・社会福祉法人の適正運営と円滑な事業の経営の確保を目的に、定款の認可や指導検査等を実 
     施します。 
   
 ★ 土地開発公社の経営健全化 
    土地開発公社が先行取得をした土地のうち、伊勢崎駅周辺第一・第二土地区画整理事業の事業 
    進捗に合わせ、７億２，０００万円を買い戻し、長期保有土地の解消と公社の借入金による金 
    利負担を抑制します。 
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（１）地域行政対策事業　246,315千円 〔行政課〕

　・行政事務委託料（１７０行政区）

　・町内会議所建設費補助金　3,650千円

　★地域コミュニティ活動事業補助金　51,000千円

　　　東日本大震災を契機に、地域の連帯感や人と人との絆が求められるようにな
　　　ってきていることから、地域コミュニティの活動環境を整備し、地域の連帯
　　　感や住民相互の絆を強め、地域コミュニティ活動をより活発化させるために
　　　全行政区（１７０行政区）への備品購入などの補助を実施

（２）災害対策事業　653千円 〔職員課〕

　・被災地への職員派遣

（３）防犯対策事業　132,582千円 〔安心安全課〕

　・防犯ステーションを拠点とした防犯対策（自主防犯活動の拠点）

　・防犯カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯の設置（５０基）

　　　不審者情報・犯罪のあった場所、人目の届かない場所、危険箇所として要望
　　　のあった場所などに設置

　・防犯灯のＬＥＤ化（新設３５０基・転換８００ヶ所）

　・防犯委員、防犯地域パトロール協力員、安心安全まちづくり市民協議会、
　　老人クラブ（通学路見守り活動）、ＰＴＡ等による防犯活動

（４）地域防災事業　37,020千円

　・防災倉庫（２基）、防災倉庫備蓄品等の購入

　・地区防災訓練実施委託（５地区分）

（５）総合防災訓練事業　14,421千円

　★群馬県と伊勢崎市が共同で総合防災訓練を実施
　　（会場：八斗島ちびっこ広場）

（１）企画事業　2,265千円 〔企画調整課〕

　★市民病院経営検討審議会の開催

　　　病院事業の経営改善推進のため、市民病院経営健全化計画（平成２１年度か
　　　ら平成２５年度までの５ヵ年計画）に基づき、経営形態の見直しについて最
　　　終的な考え方を諮問するため開催

 主 要 事 業

 総 務 部　事 業 概 要

 企 画 部　事 業 概 要

★・・・新規事業 
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（２）地域振興事業　4,571千円 〔企画調整課〕

　・島村渡船フェスタ(５月開催予定)

（３）世界遺産登録推進事業　7,393千円

　★田島弥平旧宅の周辺環境の整備

　　　富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産の一つである田島弥平旧宅の世界文化
　　　遺産登録を推進するため総合案内板などの設置及び周辺環境を整備

（１）市民税賦課事業　42,861千円 〔市民税課〕

　★ご当地ナンバーの導入

　　　市のＰＲ活動の一環として、原動機付自転車などに市独自のナンバープレー
　　　トを導入し、市の知名度の上昇、地域の連帯感、地元への愛着などの醸成を
　　　促進

（１）旅券事務事業　4,758千円 〔市民課〕

　・本庁でのパスポートの申請受付・交付

（２）市民サービスセンター事業　20,798千円

　・市民サービスセンター宮子（いせさきガーデンズ内）
　・市民サービスセンターあずま(スマーク伊勢崎内)

（３）いせさき聖苑維持管理事業　106,781千円

　★備品購入費　7,300千円　（式場用椅子３００脚ほか）

（４）さかい聖苑維持管理事業　78,256千円

　★式場入口改修工事　23,000千円

　★備品購入費　500千円　（椅子６０脚ほか)

（５）絣の郷管理運営事業　32,594千円 〔市民活動課〕

　★東日本大震災の被害を受けて、使用を中止していた絣の郷のリニューアル
　　オープン
　　（４月２０日（土）にオープニングイベントとして、コンサートライブ・
　　　バレーボール講習会などを予定）

 財 政 部　事 業 概 要

 市 民 部　事 業 概 要
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（６）市民活動推進事業　2,399千円 〔市民活動課〕

　・市民ボランティアフェスティバルの開催

　・市民提案型協働まちづくり事業

　・ＩＣＴによる協働まちづくり事業
　　　インターネット上における情報交流の場を提供

（７）都市地方連携推進事業　2,924千円

　・絣の郷交流まつりの開催（芸能発表会・物産展ほか）

　・青少年スポーツ交流大会の開催、寺泊港まつりへの参加ほか

　※農政課に同事業あり

（８）絣の郷改修事業　16,800千円

　★部室解体工事、駐車場整備工事、植栽などの工事

（９）青少年対策事業　11,491千円

　・青少年対策推進事業委託料　2,896千円
　　　青少年育成推進員活動費ほか

　・青少年団体活動推進事業委託料　1,799千円
　　　ふれあい体験教室、クリーンフェスティバル、青少年団体リーダー養成事
　　　業ほか

（10）成人式開催事業　5,382千円

　・中学校区ごとの分散開催

（11）男女共同参画推進事業　1,991千円 〔人権課〕

　★男女共同参画計画の策定に向けた市民意識調査を実施

　・男女共同参画セミナーの開催ほか

（12）人権啓発事業　20,406千円

  ★人権教育啓発基本計画の策定に向けた市民意識調査を実施

　・人権法律行政相談を本庁・各支所で実施

　・人権啓発フェスティバルinいせさきの開催

（13）国際交流事業　2,891千円 〔国際課〕

　・伊勢崎市国際交流協会補助金　2,300千円
　　　姉妹都市（スプリングフィールド市）使節団・友好都市（馬鞍山市）学生訪
　　　問団の受け入れ、国際交流のつどい開催ほか

（14）国際化事業　1,773千円

　★外国人向け防災マップ印刷代　600千円

　・外国人共生会議、国際化推進ボランティア会議の開催

（15）外国人相談窓口事業　5,533千円

　・外国人相談を本庁で実施

　・外国人通訳派遣（納税相談、健康相談）

　・外国人相談員（常勤１人）の配置
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（１）清掃企画総務費　72,047千円 〔環境政策課〕

　・環境指導員会事業委託料　1,700千円（１７０行政区）

　・環境事務委託料　69,534千円
　　　環境行政に関する事務協力及び環境保全活動の推進に対し、各町内に事務委
　　　託

（２）清掃企画管理事業　73,756千円

　★伊勢崎駅公衆トイレ整備事業負担金　50,000千円
　　　東武鉄道が設計、建設する伊勢崎駅公衆トイレ整備事業への負担金

（３）廃棄物処理推進事業　105,214千円

　・町内資源回収奨励金　34,400千円、集団回収奨励金　20,800千円

　・生ごみ処理器購入費助成金　3,000千円、枝葉破砕機購入費助成金　500千円

（４）ごみ収集事業　445,988千円

　・ペットボトル収集運搬処理業務委託料　13,900千円
　　（ペットボトルのリサイクル）
　・一般廃棄物収集運搬業務委託料　430,000千円
　　（可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチックごみなど）

（５）清掃リサイクルセンター21維持管理事業　1,023,331千円

　★第Ⅱ期最終処分場ガス濃度等調査委託料　9,500千円
　　　第Ⅱ期最終処分場グラウンド整備における事故防止のため、モニタリング調
　　　査を実施
　・工事費　19,000千円
　　　第Ⅱ期最終処分場グラウンド整備に伴うガス抜き管施設工事ほか

（６）廃焼却炉解体及び廃棄物処理施設整備事業　338,500千円

　★あずまダストセンターの解体、境ストックヤードの建設

　★ごみ処理施設長寿命化計画策定

　　　清掃リサイクルセンター２１の長寿命化に向けて、基幹的設備改良事業に伴
　　　う発注仕様書などの作成業務及び長寿命化計画策定支援事業を実施

（７）環境対策事業　68,510千円 〔環境保全課〕

　・住宅用太陽光発電システム設置費補助金　40,000千円
　　　１Kw当たり２．５万円を補助（上限５万円）

（８）交通対策事業　46,691千円 〔交通政策課〕

　★交通安全啓発チラシ印刷代 1,100千円
　★カーブミラー管理マップシステム開発委託料 1,800千円
　　　現在の紙媒体から電子化することにより、住民からの電話問い合わせなどに
　　　迅速に対応

（９）交通安全施設整備事業　62,000千円

　・交通安全対策工事（ゾーン３０含む）

　　　ゾーン３０…生活道路が密集する学校教育施設周辺などの地域での最高速度
　　　を原則３０キロに制限する規制

　・区画線、道路反射鏡、視線誘導標などの整備

 環 境 部　事 業 概 要
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（10）コミュニティバス運行事業　120,378千円 〔交通政策課〕

　・コミュニティバスの運行（１０路線）バリアフリーバス「あおぞら」

（11）放置自転車等及び放置自動車対策事業　93,697千円

　★ＪＲ・東武鉄道高架下駐輪場整備工事設計監理委託料　3,500千円
　★ＪＲ・東武鉄道高架下駐輪場整備工事費　80,000千円
　　　鉄道高架化に伴い、伊勢崎駅高架下に１，４００台収容予定の駐輪場を設営

（１）福祉医療費　1,983,193千円 〔年金医療課〕

　・福祉医療費助成金　1,942,040千円

　  　子どもの医療費助成（中学３年生まで医療費無料）

　　　高齢重度・重度心身・母子父子家庭の医療費助成

（２）後期高齢者医療事業　1,478,603千円

  ・療養給付費負担金

（３）後期高齢者健診事業　137,173千円

　・後期高齢者健診委託料　123,875千円

　・人間ドック検診費補助金　9,886千円

（４）介護保険対策事業　32,435千円 〔介護保険課〕

  ★プリティータウンの丘磯沼荘改修工事　25,000千円

　・在宅緩和ケア助成金　4,500千円

　　　末期がん患者が在宅で生活を送る場合、その家族に対し介護支援金３万円を
　　　支給

（５）保健衛生事業　10,671千円 〔健康づくり課〕

　・携帯型自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出事業

　・看護師養成機関補助、公衆衛生活動費補助ほか

（６）市民病院事業費繰出金　700,000千円

（７）病院・休日夜間診療事業費　103,077千円

　・救急医療体制・小児救急医療体制の充実

 健 康 推 進 部　事 業 概 要
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（８）感染症予防事業　430,483千円 〔健康づくり課〕

　・予防接種委託料　420,000千円

　・管外接種者補給金　1,200千円

　　　★四種混合ワクチン予防接種の実施　66,000千円
　　　　（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオの四種混合）

　　　★不活化ポリオワクチン（予防接種）の実施　23,520千円

　　　　子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌予防接種の実施　190,750千円

　　　　高齢者肺炎球菌予防接種の実施　2,100千円

　　　　定期予防接種の実施（インフルエンザ・麻しん・風しんほか）

（９）結核予防事業　25,763千円

　・胸部レントゲン撮影ほか

（10）精神保健事業　3,010千円

　・自殺予防講演会の開催ほか

（11）疾病予防対策事業（健康）　328,742千円

　・がん検診委託料　220,000千円

　　　各種がん検診の実施（胃がん・大腸がん・子宮頸がん・前立腺がんほか）

　　　　★乳がん検診：無料クーポン対象年齢を拡大
　　　　　４１歳・４６歳・５１歳・５６歳・６１歳に加え、４８歳から６０歳ま
　　　　　での偶数年齢を追加（拡大分は市単独事業として実施）

　・健康づくり検査等委託料　60,000千円

（12）健康づくり推進事業　12,732千円

　★熱中症予防啓発チラシ・ウォーキングマップ印刷代　500千円

（13）母子保健事業　242,654千円

　・妊婦健康診査委託料（１４回分）　167,256千円

　・妊婦健康診査県外受診者補給金　7,322千円
　　　平成２４年度まで第６回～第１４回分は補助事業で実施していたものを市単
　　　独事業として実施

　・不妊治療費助成金　15,000千円

　　　不妊治療を受けている人に対し、その治療に要する費用の一部を助成
　　　★一般不妊治療に加え、特定不妊治療の費用も対象（体外受精・顕微授精）

　★【移譲事務】
　　　養育医療費　23,039千円
　　　入院加療を必要とする未熟児の医療費の自己負担分を助成

（14）保健体育運営事業　42,477千円 〔スポーツ振興課〕

　・各種スポーツ大会の実施

（15）体育施設管理運営事業　298,558千円

　【指定管理者への委託】
　　市民プール、あずまウォーターランド、境プール
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（16）市民体育館改修事業　410,000千円【合併特例事業】 〔スポーツ振興課〕

　・市民体育館改修工事　平成２４年度から平成２５年度までの２ヵ年工事

（17）赤堀体育館改修事業　11,729千円【合併特例事業】

　★トイレなどの改修工事

（１）福祉管理運営事業　27,495千円 〔社会福祉課〕

　★地域福祉計画策定業務委託料　3,070千円
　　　計画策定のための市民アンケートや福祉関連団体へのアンケートを行い、そ
　　　の集計分析を実施

（２）生活保護費　1,994,424千円

　・生活保護費の支給

（３）児童福祉対策事業　58,386千円 〔児童家庭課〕

　・児童福祉手当給付費　58,032千円
　　（障害児、交通遺児、母子・父子家庭、養育者）

（４）児童扶養手当給付事業　844,066千円

　・児童扶養手当給付費　841,961千円
　　　母子・父子家庭の生活の安定、自立の促進

（５）児童厚生施設管理運営事業　196,925千円

　【指定管理者への委託】
　　児童センター、境児童センター、赤堀児童館、赤堀南児童館、赤堀あさひ児童
　　館、さざんか児童館、きく児童館、あやめ児童館、ちびっこセンター

　★庁用・機械器具費　540千円
　　「赤ちゃんの駅」として赤堀児童館、赤堀南児童館、赤堀あさひ児童館におむ
　　つ交換台を設置

　・修繕料　2,500千円
　　　境児童館どんぐりトイレ修繕ほか

（６）放課後児童健全育成事業　219,738千円

　・公設民営放課後児童クラブ管理運営委託料　39,279千円
　　　宮郷第二小学校放課後児童クラブ、南小学校放課後児童クラブ、
　　　殖蓮小学校放課後児童クラブ

　・放課後児童健全育成事業委託料　161,926千円
　　　民設児童クラブ全３１クラブへの委託

　・放課後児童健全育成事業費補助金　17,826千円

（７）児童手当等給付事業　3,992,684千円

　・児童手当給付費　3,986,400千円

　　　３歳未満及び第３子以降の小学生以下の子ども
　　　　　　　　　　　　　　　　　１人あたり月額１５，０００円を支給
　　　３歳以上中学校修了前の子ども１人あたり月額１０，０００円を支給
　　　　　※所得制限超過者へは子ども１人あたり月額５，０００円を支給

 福 祉 部　事 業 概 要
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（８）病児・病後児保育事業　1,588千円 〔保育課〕

　★病後児保育事業委託料 1,502千円
　　　白ばら、ゆたか、しいの実、三郷、太陽、青空、すみれの各保育園へ病後回
　　　復期の子どもの受け入れを委託

（９）公立保育所管理運営事業　213,225千円

　・公立保育所　５施設　定員４２０人

（10）民間保育所対策事業　4,336,441千円

　・私立保育園　全４０保育園　定員４，８８０人

　・私立保育園会補助金　400千円

　★民間保育所運営費補助金　44,040千円
　　　保育運営費の保育単価については、地域手当の３／１００地域（前橋、
　　　高崎、太田）と、その他地域（伊勢崎市）で異なることから、その格
　　　差軽減を図るための補助を実施

（11）特別保育事業　458,554千円

　・地域子育て支援拠点事業委託料　39,580千円（６施設）

　・保育充実促進費補助金　132,318千円

　・保育対策等促進事業費補助金　240,162千円（３８施設）

　・障害児保育充実費補助金　8,634千円（８施設）

　・一時預かり事業補助金 18,180千円（２４施設）

　・保育所乳児受入支援事業補助金　19,680千円

（12）民間保育所施設整備事業　225,054千円

　・保育所等緊急整備事業費補助金　225,054千円
　　（あかいし保育園増改築事業　定員１５０人から１７０人へ）

（13）生きがい対策事業　104,010千円 〔高齢福祉課〕

　★（仮称）高齢者活動センター整備工事　36,000千円

（14）生きがい支援事業　26,289千円

　・敬老祝金　21,390千円

　・ひとり暮らし高齢者保養事業助成金　1,440千円

（15）特別養護老人ホーム等建設費補助事業　24,490千円

　・特別養護老人ホーム等建設費補助金　14,026千円

（16）在宅サービス事業　142,682千円

　・緊急通報装置設置委託料　24,174千円

　・在宅寝たきり等高齢者紙おむつ等支給事業委託料　21,960千円

　・高齢者こまりごと支援事業補助金　1,000千円

　★高齢者タクシー利用料金助成金　6,240千円

　　　６５歳以上のひとり暮らしの方などを対象に外出支援、社会参加を促進する
　　　ため、タクシー料金の利用券を年間４００円×２４枚を助成
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（17）高齢者福祉施設管理運営事業　261,946千円 〔高齢福祉課〕

　・ふくしプラザ運営事業　118,419千円

　・ふれあいセンター運営事業　58,210千円

　・老人いこいの家運営事業　9,984千円

　・みやまセンター運営事業　33,606千円

　・高齢者生きがいセンター運営事業　4,420千円

　・境地域福祉センター運営事業　17,177千円

　・境社会福祉センター運営事業　20,130千円

（18）障害者福祉管理事業　9,433千円 〔障害福祉課〕

　★障害者計画策定委託料　2,900千円
　　　アンケート集計分析及び計画書の印刷

（19）障害者虐待防止対策支援事業　1,133千円

　★障害者虐待防止センター休日夜間相談委託料　720千円
　　　障害者への虐待に関して、２４時間、３６５日、電話による通報や相談に
　　　対応

（20）地域ふくし館うえはす管理運営事業　36,324千円

　【指定管理者への委託】地域ふくし館うえはす
　　障害者就労支援業務委託
　　（就労継続支援Ｂ型事業：定員１４人・生活訓練事業：定員６人）
　　施設管理委託
　　（貸館業務の管理委託）

（21）福祉作業所管理運営事業　84,145千円

　【指定管理者への委託】伊勢崎福祉作業所、うえはす福祉作業所、
　　　　　　　　　　　　桑の実福祉作業所、あずま福祉作業所

（22）こども発達支援センター管理運営事業　68,000千円

　【指定管理者への委託】こども発達支援センター
　　発達相談支援事業（専門家による相談・助言）
　　親子通園事業（発達の遅れが心配される親子の関係構築・障害への支援）
　　発達支援事業（対象児童の通所訓練等）

（23）自立支援給付事業　2,330,237千円

　・介護給付事業　1,318,140千円

　・訓練等給付事業　372,608千円

　・自立支援医療給付事業　100,118千円

　・地域生活支援事業　419,454千円

　・自立支援管理事業　101,369千円

　・地域相談支援給付事業　1,797千円

　・計画相談支援給付事業　16,751千円

（24）身体障害者（児）福祉事業　87,637千円

　★難聴児補聴器購入支援事業費補助金　586千円
　　　障害者自立支援法の補聴器（補装具）支給の対象外である「軽・中度の難聴
　　　児童」に対し、購入費用の一部を助成
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（25）知的障害者（児）福祉事業　6,708千円 〔障害福祉課〕

　★特別支援学校幼児生徒就学援助費　2,160千円
　　　市外の特別支援学校に就学する幼児生徒の保護者に対し、月３，０００円を
　　　支給し、経済的負担の軽減を実施

（26）障害児福祉事業　230,144千円

　・障害児通所給付事業　225,272千円

　・障害児相談支援給付事業　4,872千円

（１）緊急雇用創出事業  90,131千円 〔商工労働課〕

　・５事業　新規雇用者９２人

（２）勤労者融資事業　53,574千円

　・勤労者住宅資金融資預託金　19,129千円

　・勤労者生活資金融資預託金　34,445千円

（３）雇用対策事業　55,713千円

　・中小企業緊急雇用安定助成金　15,000千円

（４）市民プラザ管理運営事業　74,614千円

　【指定管理者への委託】伊勢崎市民プラザ

（５）消費生活センター事業　12,268千円

　・消費生活に関する啓発や苦情・相談の窓口業務、消費生活展の開催ほか

（６）商業振興対策事業　61,313千円

　★自転車タクシー運行業務委託料　1,500千円

  ・まちなか夕市の開催（買物弱者対策)
  ・商工会運営費補助金　18,000千円
  ・商工振興事業費補助金　12,000千円
  ・中心商店街にぎわい再生事業費補助金　1,300千円
  ・プレミアム付商品券発行事業補助金　26,000千円
　　　発行総額２億円、１０％のプレミアム付きで、低迷する個人消費を拡大し地
　　　域経済の活性化を図るため、 商工会議所などが発行する商品券に対して補助

（７）中小企業振興対策事業　118,579千円

　・住宅リフォーム助成金　100,000千円
　　　緊急経済対策の一環として、平成２４年度に引き続き実施

（８）金融対策事業　2,169,925千円

　・中小企業活性化資金融資預託金　973,734千円
　　　利用者負担の軽減を図るための貸付利率の引き下げ

 経 済 部　事 業 概 要
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（９）（仮称）宮郷工業団地周辺整備事業　236,060千円【合併特例事業】 〔企業誘致課〕

　・（仮称）伊勢崎宮郷工業団地流末排水整備事業負担金　201,060千円

　・（仮称）伊勢崎宮郷工業団地配水管布設工事費負担金　35,000千円

　※土木課・道路維持課・土地改良課・文化財保護課に同事業あり

（10）都市地方連携推進事業　675千円 〔農政課〕

　★ミニトマト・じゃがいも・えだまめ収穫体験の実施

　※市民活動課に同事業あり

（11）水田農業推進対策事業　20,265千円

　・農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金　3,800千円
　★経営体育成支援事業費補助金　12,160千円
　　　人・農地プランを策定した地域の中心経営体等に対し、農業用機械などの導
　　　入を支援

（12）地域農業担い手育成対策事業　14,315千円

　・地域特産物の育成対策、認定農業者の規模拡大支援、農用地利用集積促進ほか

（13）園芸振興対策事業　47,161千円

　・園芸施設、野菜生産施設の整備ほか

　★経営体育成支援事業費補助金　12,376千円
　　　人・農地プランを策定した地域の中心経営体等に対し、農業用機械などの導
　　　入を支援

（14）★戸別所得補償経営安定推進事業　22,904千円

　・後継者不足の問題を解決するため、新規就農者の増加と農地集積を促進

　・青年就農交付金　21,000千円

　・経営転換協力交付金　500千円

（15）畜産振興対策事業　12,980千円

　・家畜の導入・改良、環境衛生の改善対策ほか

（16）農村総合整備事業　128,660千円 〔土地改良課〕

　・農道、用排水路の改修ほか

　★（仮称）宮郷工業団地周辺農業用水路付替事業　35,000千円

　・境下武士地区調査業務委託料　8,000千円
　　　幹線道路網及び排水路の整備により、耕作放棄地の解消と営農労力の削減及
　　　び地域の活性化を図ることを目的に、平成２７年度の事業開始に向け、基本
　　　設計、経済効果算定などの調査を実施

（17）県営小此木地区土地改良事業　20,355千円

　・境小此木地区（第１期）

（18）文化会館管理運営事業　452,834千円【合併特例事業】 〔文化観光課〕

　【指定管理者への委託】
　　伊勢崎市文化会館、赤堀芸術文化プラザ、境総合文化センター
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（19）観光事業　103,895千円 〔文化観光課〕

　・（まつり）いせさき初市、いせさき七夕まつり、いせさきまつり

　　　　　　　赤堀夏まつり、あずま夏まつり、境ふるさとまつり

　・（花まつり）華蔵寺公園、赤堀花しょうぶ園、あかぼり蓮園、

　　　　　　　　あかぼり小菊の里、あずま水生植物公園

　・（花火大会）いせさき花火大会
　　　　　　　※打上会場：ラブリバー親水公園うぬき
　　　　　　　　観覧会場：西部公園・（仮称）スポーツ広場ほか

  ・（産業祭）いせさき産業祭
  ・（その他）いせさきイルミネーション、いせさき燈華会ほか

　・ガイドブック（まっぷる伊勢崎）の発行、チラシ、宣伝広告料ほか

（20）華蔵寺公園遊園地管理運営事業　42,619千円

　・遊具の整備、小型遊具の導入

（21）文化振興事業　28,615千円

　・伊勢崎市文化会館、境総合文化センター文化事業　20,000千円

（１）生活道路整備事業　255,000千円【合併特例事業】 〔土木課〕

　・各地域の生活道路整備

　・（仮称）宮郷工業団地周辺整備事業（市道２－２２号線、東上之宮町地内）

（２）市道１１２号線（西久保町地内）　23,500千円【合併特例事業】

　全事業計画延長３，７００ｍ
　平成２５年度：工事延長１００ｍ、物件移転補償

（３）★市道１１３号線（市場町二丁目地内）　27,600千円

　全事業計画延長１，１００ｍ
　平成２５年度：用地買収、物件移転補償

（４）外環状道路整備事業（境上渕名地内）　95,000千円【合併特例事業】

　全事業計画延長７，６００ｍ（あずま地区５，０００ｍ、境地区２，６００ｍ）
　平成２５年度：工事延長５６０ｍ

（５）市道２－５５８号線（本関町地内）　20,000千円

　全事業計画延長１７０ｍ
　平成２５年度：工事延長１３５．９ｍ

（６）市道２級２４号線（境伊与久地内）　40,000千円【合併特例事業】

　全事業計画延長６９０ｍ
　平成２５年度：工事延長１３５ｍ、踏切改良事業負担金

（７）道路管理事業　161,360千円 〔道路維持課〕

　・市道の補修、清掃、側溝清掃ほか

 建 設 部　事 業 概 要
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（８）道路維持事業　321,932千円 〔道路維持課〕

　・道路施設修繕、舗装新設改修工事ほか

（９）橋りょう維持事業　101,217千円【合併特例事業】

　・橋りょうの耐震補強

　・設計等業務委託料　13,000千円（４橋）
　★橋りょう調査委託料　17,000千円（３４橋）
　・橋りょう補修工事　71,000千円（５橋）

（10）治水対策事業　163,070千円【合併特例事業】

　・水路改修、防護柵改修ほか

　・（仮称）宮郷工業団地排水路築造工事

（11）建築指導運営事業　37,872千円 〔建築指導課〕

　・木造住宅耐震診断業務委託　1,800千円

　　　昭和５６年５月以前に建築された２階建て以下の木造建物について、耐震基
　　　準の適合を診断

　★木造住宅耐震改修補助金　4,000千円
　　　耐震改修としてかかった費用の２分の１、８０万円を限度に補助

　★緊急輸送道路沿道建築物調査等業務委託料　11,000千円
　　　伊勢崎市耐震改修促進計画に位置付けられた「地震発生時に通行を確保すべ
　　　き道路」の沿道の建築物調査を実施

（12）公営住宅ストック改善事業　174,240千円 〔住宅課ほか〕

　・障害者対応等、目的別住居への改修ほか（山王住宅ほか）

（13）茂呂住宅建設事業（新栄町地内）　39,099千円 〔建築課〕

　・茂呂住宅Ｅ・Ｆ棟設計委託（２棟８戸）

（14）羽黒住宅建設事業（I工区）（羽黒町地内）　118,020千円

　・羽黒住宅Ｉ棟（４階建て４０戸）
　　　平成２５年度から平成２６年度までの２ヶ年工事

（１）景観形成事業　5,751千円 〔都市計画課〕

　・景観まちづくりイベントの開催、景観サポーター活動の推進

　・屋外広告物の規制、違反広告物の除去活動

（２）都市計画道路３・４・８号道路改良事業（中央町・東本町工区）（中央町ほか）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272,000千円【合併特例事業】

　全事業計画延長４７０ｍ　新伊勢崎駅前広場整備４，１００㎡
　平成２５年度：道路延長１７０ｍ、用地買収、物件移転補償ほか

（３）公園維持管理事業　417,827千円 〔公園緑地課〕

　・安心・安全、快適な利用を提供するための公園の維持管理、施設改修
　★島村蚕のふるさと公園　駐車場、トイレ設計委託　2,800千円

 都 市 計 画 部　事 業 概 要
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（４）公園整備事業　64,119千円【合併特例事業】 〔公園緑地課〕

　★公園施設長寿命化計画策定委託　11,000千円
　★（仮称）伊与久南部街区公園整備工事　20,000千円
　・都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業工事　31,000千円

（５）波志江沼環境ふれあい公園整備事業　29,000千円【合併特例事業】

　・波志江沼（上沼）の護岸などの整備工事

（６）緑化推進事業　25,154千円

　★花と緑のぐんまづくり２０１３ｉｎ伊勢崎
　　　　～ふるさとキラキラフェスティバル～の開催（４月、５月に予定）
　・グリーンフェスタ（５月）、市民緑花フェア（１０月）開催予定

（７）土地区画整理事業　563,376千円 〔区画整理課〕

（市施行分）

　・西部土地区画整理事業（連取町地内ほか）　40,082千円

　・茂呂第一土地区画整理事業（南千木町地内ほか）　299,000千円

　・東部第二土地区画整理事業（下植木町地内ほか）　62,802千円

（組合施行分）

　・三郷第三土地区画整理事業（安堀町地内ほか）　53,492千円

　・茂呂第二土地区画整理事業（南千木町地内ほか）　108,000千円

（８）浄化槽設置整備事業　73,841千円 〔下水道管理課〕

　・合併処理浄化槽設置補助（３３７基）

　・単独処理浄化槽、汲取槽入替補助（５０基）

（１）市街地再開発事業　406,420千円 〔都市開発課〕

　★伊勢崎駅南　再開発用地取得　393,926千円

（２）密集住宅市街地整備促進事業（大手町地内）　135,235千円

　・老朽建築物などの買収・除却による居住環境の整備

（３）鉄道連続立体交差事業　615,115千円【合併特例事業】

　・東武伊勢崎線関連（平成２５年の秋に高架予定）

（４）駅周辺第一土地区画整理事業　1,086,320千円 〔市街地整備課〕

　・大手町地内ほか

（５）駅周辺第二土地区画整理事業　666,045千円

　・喜多町ほか

 中 心 市 街 地 整 備 部　事 業 概 要
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（１）伊勢崎市消防団運営事業　175,437千円 〔総務課（消防）〕

　・伊勢崎市消防団（定数７３５人　４５分団）
　・伊勢崎市女性防火クラブ（定数３７５人）

（２）非常備消防施設整備事業　74,172千円【合併特例事業】

　・消防団消防ポンプ自動車購入（２台）

（３）消防施設整備事業　12,000千円 〔警防課〕

  ・南分署、東消防署の改修工事

（４）消防車輌等整備事業　44,817千円【合併特例事業】

　・資機材運搬車購入、高規格救急車（各１台）

（５）救急医療機器整備事業　4,945千円

　・分娩用訓練人形購入ほか

（６）消防水利整備事業　9,120千円

　・耐震性貯水槽の設置

（７）消防本部庁舎建設事業　317,545千円【合併特例事業】

　★消防本部庁舎改築工事　304,489千円
　　（躯体工事　200,970千円、電気設備　41,346千円、空調設備　34,155千円、
　　　給排水設備　18,018千円、造成工事　10,000千円）

（８）消防機器整備事業　21,046千円 〔通信指令課〕

　・消防緊急通信指令施設リース料ほか

（９）消防救急無線デジタル化整備事業　125,069千円【合併特例事業】

　★消防救急デジタル無線及び高機能消防指令センター整備工事　125,000千円

 消 防 本 部　事 業 概 要
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（１）教育委員会管理運営事業　106,726千円 〔総務課（教育）〕

　・学校教育振興基金事業褒賞記念品代　200千円

　　　学校教育振興基金（寄附金積立）を利用して、教育活動等（部活、学校行
　　　事、自己啓発、地域貢献など）に功績のあった児童生徒等を褒賞

（２）小学校耐震補強事業　47,500千円 〔教育施設課〕

　★広瀬小学校校舎耐震設計業務委託

　★境東小学校校舎耐震設計業務委託

　★殖蓮第二小学校校舎耐震設計業務委託

　★豊受小学校校舎耐震設計業務委託

　★殖蓮小学校校舎耐震設計業務委託

（３）広瀬小学校体育館耐震補強事業　70,000千円【合併特例事業】

　★広瀬小学校体育館耐震補強工事

（４）殖蓮第二小学校体育館耐震補強事業　70,000千円【合併特例事業】

　★殖蓮第二小学校体育館耐震補強工事

（５）境采女小学校校舎耐震補強事業　134,000千円【合併特例事業】

　★境采女小学校校舎耐震補強工事

（６）境小学校校舎耐震補強事業　120,000千円【合併特例事業】

　★境小学校校舎耐震補強工事

（７）小学校トイレ改修事業　23,000千円【合併特例事業】

　★小学校トイレ改修設計業務委託

（８）中学校耐震補強事業　18,000千円

　★宮郷中学校体育館耐震設計業務委託

　★第三中学校校舎耐震設計業務委託

（９）第三中学校体育館耐震補強事業　108,000千円【合併特例事業】

　★第三中学校体育館耐震補強工事

（10）赤堀中学校整備事業　773,600千円【合併特例事業】

　現在の赤堀中学校では、周辺地域の開発・宅地化により住民人口が増え、生徒数
　が増加してきているため、それに対応した教室や体育館・校庭の面積の確保が困
　難な状況にあり、これらの状況を解消するため、現在地より移転・新築し、適切
　な教育環境の整備を実施

　★校舎及び体育館等建設工事設計業務委託

　★校舎及び体育館建設工事

 教 育 部　事 業 概 要
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（11）幼稚園耐震補強事業　8,100千円 〔教育施設課〕

　★南幼稚園園舎耐震設計業務委託

　★あかぼり幼稚園園舎耐震設計業務委託

　★あずま幼稚園園舎耐震設計業務委託

（12）公立学校運営事業　1,612千円 〔学校教育課〕

　・語学研修
　　（スプリングフィールド市ミズーリ州立大学附属語学学校）

（13）教育指導事業　217,446千円

　★文部科学省の「教育課程特例校」制度を活用し、全２４小学校の全学年で
　　「英語科」を設置

　・英語活動支援助手の配置

　・中学校英語支援助手の配置

　・少人数指導支援講師の配置

　・臨時介助員の配置（旅行引率宿泊介助含む）

（14）外国語指導助手配置事業　82,658千円

　・小学校、中学校、中等教育学校、高等学校における英語教育及び国際理解教育
　　の充実のため英語を母国語とするＡＬＴ（外国語指導助手）を配置

（15）幼稚園運営事業　151,848千円

　・私立幼稚園就園奨励費補助金

　・私立幼稚園第３子以降保育料軽減事業補助金

　・私立幼稚園振興助成金の拡充

（16）中等教育学校管理運営事業（前期課程）　8,983千円 〔四ツ葉学園〕

　・語学研修
　　（スプリングフィールド市ミズーリ州立大学附属語学学校）

（17）集会所管理運営事業　70,762千円 〔生涯学習課〕

　★今井町集会所の移転・新築

（18）公民館管理運営事業　132,772千円

　・セカンドライフセミナー、女性学級、家庭教育学級、市民講座、
　　子どもクラブ、健康促進講座、ＩＴ講習などの開催

　★茂呂公民館の増築工事

（19）境公民館整備事業　21,500千円【合併特例事業】

　★境公民館の建て替え
　　平成２５年度：設計業務委託
　　平成２６年度：建替工事

（20）図書館管理運営事業　178,979千円 〔図書館課〕

　★境図書館空調機入替工事



31

（21）文化財保存事業　22,070千円 〔文化財保護課〕

　・指定文化財の調査・保存や連取のマツ（県指定天然記念物）の保護養生を実施

（22）文化財発掘調査事業　59,253千円

　★（仮称）宮郷工業団地造成に伴う発掘調査委託料

（23）田島弥平旧宅整備活用事業　9,973千円

　★平成２４年９月に国史跡に指定された田島弥平旧宅の世界文化遺産登録推進に
　　向け、国・県と連携して史跡の整備活用を図る

（１）アウトソーシング（民間委託・民営化）の推進 〔事務管理課ほか〕

　・指定管理者制度（公共施設の管理運営委託）

　　　平成２５年度伊勢崎市文化会館など４２施設

（２）収納率向上対策 〔納税課ほか〕

　・休日市税納付窓口の開設（相談業務も実施）

　・休日徴収、市外訪問徴収、預金等差押えの実施

　・差押え物件について、インターネットなどで公売を実施

（３）歳入の確保対策 〔総務課ほか〕

　・ホームページ、庁用封筒及び広報紙への広告掲載

　・本庁・各支所の動画広告、自動販売機の入札による設置など

 そ の 他　事 業 概 要
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（１）オートレース事業 〔事業課〕

【本場開催８５日（ナイター開催４１日）・場外開催２３４日】

（１）特定健康診査等事業　172,253千円 〔国民健康保険課〕

　★４０歳から６４歳までの集団特定健診自己負担金１，０００円を無料化

（１）汚水施設事業　563,961千円 〔下水道整備課〕

　・伊勢崎浄化センターを処理場とする旧伊勢崎市を主とした汚水管整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228,961千円
　・平塚水質浄化センターを処理場とする下水道区域の汚水管整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　335,000千円

　★下水道総合地震対策事業業務委託　14,000千円
　　　管渠・処理場・ポンプ場について、下水道総合地震対策計画を策定

（２）浸水対策事業　30,000千円

　・雨水施設の整備による浸水被害の防止低減

（３）終末処理場事業　201,120千円

　・伊勢崎浄化センターの施設更新事業

　★汚泥処理施設統合モデル調査委託料　6,000千円
　　　隣接している茂呂クリーンセンターを統合し、全体の維持管理費を抑制する
　　　ための調査

（１）農業集落排水維持管理事業　170,747千円 〔下水道管理課〕

　★処理施設、管路のストックマネジメントの実施

 下水道事業費特別会計

 農業集落排水事業費特別会計

 特 別 会 計　事 業 概 要

 小型自動車競走事業費特別会計

 国民健康保険特別会計
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（１）配水管整備事業　296,230千円 〔水道局工務課〕

　・市内各所配水管の新設・改良

（２）上水道施設整備事業　194,178千円

　★境下武士浄水場非常用発電機設備更新工事ほか

（３）老朽管更新事業　449,789千円

　・老朽した石綿セメント管の更新

（１）腎センター移設事業　407,500千円 〔市民病院〕

  ★病院本館４階を改修し、腎センターを南棟１階から移設、透析機器などの
　　更新

（２）医療機械器具整備事業　540,000千円

　★高速マルチスライスＣＴ装置　340,000千円

　　（中央放射線対応医療器械）

 企 業 会 計　事 業 概 要

 水道事業会計

 病院事業会計
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