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 予 算 編 成 の 方 針

伊勢崎市長

内閣府の平成２６年１月の月例経済報告では、「輸出が持ち直しに向か
い、各種政策の効果が下支えするなかで、家計所得や投資が増加し、景気の
回復基調が続く事が期待される。」との見通しを示しております。

このような先行きの経済情勢を踏まえ、本市における平成２６年度予算に
あっては、国、県の予算編成状況等を的確に把握するとともに、安定した財
源確保と総合計画に基づき、市民生活に直結する多くの事業を継続的に展開
することを目指しての編成としました。

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。

また、平成２６年度は合併して１０年の節目を迎えることから、「新たな

ステージへのはばたき予算」と銘打ち、積極型の予算といたしました。

今後の市政運営にあたりましては、不断の行財政改革を進め、さらなる事
業の見直しやコスト縮減の徹底、実施時期の延期等の調整を行うとともに、
一層の事業の選択と集中により、伊勢崎市の成長や活力創出のために必要な
投資を行い、市民生活の安心安全と経済の活性化とを両立させてまいりま
す。

将来にわたり、すべての市民が夢と希望を持って、安心して安全に暮らせ

る元気なまちを目指し、その実現に向け、邁進する所存でございますので、

引き続き御理解と御支援をよろしくお願い申し上げます。
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《会計区分別予算》
（単位：千円）

平成２６年度
当初予算額

平成２５年度
当初予算額

増減額 増減率

75,900,000 70,500,000 5,400,000 7.7%

60,236,782 58,158,867 2,077,915 3.6%

 小型自動車競走事業費 15,846,001 15,638,458 207,543 1.3%

 学校給食センター事業費 1,829,234 1,777,739 51,495 2.9%

 国民健康保険 22,138,458 21,467,197 671,261 3.1%

 後期高齢者医療 1,884,623 1,765,471 119,152 6.7%

 介護保険 14,530,188 13,585,115 945,073 7.0%

 下水道事業費 3,380,108 3,305,379 74,729 2.3%

 農業集落排水事業費 606,955 601,253 5,702 0.9%

 特定地域生活排水処理事業費 21,215 18,255 2,960 16.2%

22,953,283 21,866,235 1,087,048 5.0%

 水道事業 5,899,773 5,616,689 283,084 5.0%

 病院事業 16,686,263 15,908,876 777,387 4.9%

 介護老人保健施設事業 292,123 273,910 18,213 6.6%

 訪問看護事業 75,124 66,760 8,364 12.5%

159,090,065 150,525,102 8,564,963 5.7%

　企　業　会　計

 当 初 予 算 規 模

合　　　　計

会　計　区　分

　一　般　会　計

　特　別　会　計 

618.7 620.2 660.8 662.3 625.9 657.5 677.0 698.0 705.0

一般会計

759.0 

868.3 888.2 903.7 807.7 786.0 773.8 793.3 817.7 800.3

特別会計等

831.9 

1,487.0 1,508.4 1,564.5 1,470.0 1,411.9 1,431.3 1,470.3 1,515.7 1,505.3 

合計

1,590.9 
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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 ７５９億円 （対前年度当初予算額比 ＋７．７％）
◆特別会計当初予算額 ６０２億３６７８万円 （対前年度当初予算額比 ＋３．６％）
◆企業会計当初予算額 ２２９億５３２８万円 （対前年度当初予算額比 ＋５．０％）

※水道事業、病院事業、介護老人保健施設事業および訪問看護事業の予算額は、収益的支出額と資本的支出額の
合計額です。

当 初 予 算 規 模
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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 27,430,513 36.1% 27,047,236 38.4% 383,277 1.4%

2  地方譲与税 690,000 0.9% 720,000 1.0% △ 30,000 △4.2%

3  利子割交付金 52,000 0.1% 50,000 0.1% 2,000 4.0%

4  配当割交付金 35,000 0.0% 30,000 0.0% 5,000 16.7%

5  株式等譲渡所得割交付金 12,000 0.0% 10,000 0.0% 2,000 20.0%

6  地方消費税交付金 2,400,000 3.2% 1,900,000 2.7% 500,000 26.3%

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

8  自動車取得税交付金 190,000 0.2% 220,000 0.3% △ 30,000 △13.6%

9  地方特例交付金 140,000 0.2% 160,000 0.2% △ 20,000 △12.5%

10  地方交付税 7,800,000 10.3% 7,950,000 11.3% △ 150,000 △1.9%

11  交通安全対策特別交付金 47,000 0.1% 47,000 0.1% - -

12  分担金及び負担金 1,700,191 2.2% 1,667,249 2.4% 32,942 2.0%

13  使用料及び手数料 1,036,350 1.4% 1,031,934 1.5% 4,416 0.4%

14  国庫支出金 10,969,049 14.5% 8,897,344 12.6% 2,071,705 23.3%

15  県支出金 5,176,493 6.8% 4,903,069 6.9% 273,424 5.6%

16  財産収入 71,255 0.1% 74,397 0.1% △ 3,142 △4.2%

17  寄附金 25 0.0% 25 0.0% - -

18  繰入金 4,594,130 6.1% 4,431,001 6.3% 163,129 3.7%

19  繰越金 400,000 0.5% 400,000 0.6% - -

20  諸収入 2,979,694 3.9% 2,889,945 4.1% 89,749 3.1%

21  市債 10,174,300 13.4% 8,068,800 11.4% 2,105,500 26.1%

75,900,000 100% 70,500,000 100% 5,400,000 7.7%

（単位：千円）

歳 入 科 目
平成２６年度 平成２５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

50.3%

依存財源

49.7%

市税

36.1%

繰入金

6.1%国庫支出金

14.5%

市債

13.4%

地方交付税

10.3%

県支出金

6.8%

その他

4.7%

〔 歳入の状況 〕

歳入

◆市税、利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金は、
景気回復による所得等の増加を見込み増額となる一方、地方交付税は、
税収の増加により地方の財源不足が縮小することが見込まれるため、
減額となります。

◆地方消費税交付金は、消費税率の引き上げに伴い増額となります。

◆国庫支出金は、国の政策により新たに臨時福祉給付金補助金や子育て
世帯臨時特例給付金給付事業費補助金が創設されたことや、赤堀中学
校整備事業などの大型の国庫補助事業が実施されるため、増額となり
ます。

◆市債は、消防本部庁舎建設事業や赤堀中学校整備事業などの大型事業
が実施されるため、増額となります。

◆自主財源の割合は５０．３％となり、対前年度比で３．０ポイント減
少します。

諸収入

3.9%その他

4.2%

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

382.1億円376.9億円

一般会計当初予算の概要
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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 488,973 0.6% 516,226 0.7% △ 27,253 △5.3%

2  総務費 7,055,049 9.3% 7,236,635 10.3% △ 181,586 △2.5%

3  民生費 27,534,750 36.3% 25,268,448 35.8% 2,266,302 9.0%

4  衛生費 5,675,073 7.5% 5,564,701 7.9% 110,372 2.0%

5  労働費 261,155 0.3% 352,760 0.5% △ 91,605 △26.0%

6  農林水産業費 1,290,267 1.7% 1,292,740 1.8% △ 2,473 △0.2%

7  商工費 2,743,256 3.6% 2,932,588 4.2% △ 189,332 △6.5%

8  土木費 8,234,031 10.9% 8,774,857 12.5% △ 540,826 △6.2%

9  消防費 4,116,118 5.4% 2,780,496 3.9% 1,335,622 48.0%

10  教育費 10,802,314 14.2% 8,169,891 11.6% 2,632,423 32.2%

11  災害復旧費 200 0.0% 200 0.0% - -

12  公債費 7,548,814 10.0% 7,460,458 10.6% 88,356 1.2%

13  予備費 150,000 0.2% 150,000 0.2% - -

75,900,000 100% 70,500,000 100% 5,400,000 7.7%合 計

（単位：千円）

増減額 増減率目 的 別 区 分
平成２６年度 平成２５年度

民生費

36.3%

275.3億円

教育費

14.2%

108.0億円

土木費

10.9%

82.3億円

公債費

10.0%

75.5億円

総務費

9.3%

70.6億円

衛生費

7.5%

56.8億円

その他

11.8%

90.5億円

議会費、労働費、農林水産業費、
商工費、消防費ほか

◆民生費は、国民健康保険特別会計への繰出金や民間保育所対策事業、国の政策により創設された臨時福祉給付金
給付事業や子育て世帯臨時特例給付金給付事業などが増額となります。

◆衛生費は、あずまストックヤードの建設工事、清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事などが増額とな
ります。

◆労働費は、緊急雇用創出事業の終了により減額となります。

◆商工費は、伊勢崎宮郷工業団地流末排水整備事業負担金などが減額となります。

◆土木費は、羽黒住宅Ｉ棟の建設工事などが増額となる一方で、駅周辺の区画整理事業、鉄道連続立体交差事業な
どが減額となります。

◆消防費は、消防本部庁舎の建設、消防救急無線のデジタル化整備などが増額となります。

◆教育費は、赤堀中学校の整備、小学校トイレの改修、教育施設の耐震改修などが増額となります。
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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 12,950,802 17.1% 12,774,935 18.1% 175,867 1.4%

扶助費 17,264,641 22.7% 16,714,273 23.7% 550,368 3.3%

公債費 7,548,814 10.0% 7,460,458 10.6% 88,356 1.2%

小　計 37,764,257 49.8% 36,949,666 52.4% 814,591 2.2%

物件費 10,381,123 13.7% 10,284,336 14.6% 96,787 0.9%

維持補修費 545,407 0.7% 673,325 1.0% △ 127,918 △ 19.0%

補助費等 3,702,920 4.9% 2,695,679 3.8% 1,007,241 37.4%

小　計 14,629,450 19.3% 13,653,340 19.4% 976,110 7.1%

普通建設事業費 12,602,060 16.6% 9,561,167 13.6% 3,040,893 31.8%

災害復旧事業費 200 0.0% 200 0.0% - -

小　計 12,602,260 16.6% 9,561,367 13.6% 3,040,893 31.8%

貸付金 2,175,855 2.8% 2,145,244 3.0% 30,611 1.4%

繰出金 8,557,622 11.3% 7,928,047 11.2% 629,575 7.9%

予備費・その他 170,556 0.2% 262,336 0.4% △ 91,780 △ 35.0%

75,900,000 100% 70,500,000 100% 5,400,000 7.7%

平成２６年度 平成２５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

22.7%

172.6億円

人件費

17.1%

129.5億円

公債費

10.0%

75.5億円

消費的経費

19.3%

146.3億円

投資的経費

16.6%

126.0億円

その他

14.3%

109.1億円

貸付金、繰出金、
予備費ほか

＜義務的経費＞
◆人件費は、退職者数の増加に伴う退職手当が増額となります。
◆扶助費は、民間保育所対策事業、自立支援給付事業などが増額となります。
◆公債費は、定期償還の開始などにより増額となります。

＜消費的経費＞
◆物件費は、緊急雇用創出事業の終了などによる減額の一方で、市議会議員選挙の実施、臨時福祉給付金給付事業や
子育て世帯臨時特例給付金給付事業の実施などにより増額となります。

◆維持補修費は、清掃リサイクルセンター２１や華蔵寺公園遊園地の修繕料などが減額となります。
◆補助費等は、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金などが増額となります。

＜投資的経費＞
◆普通建設事業費は、羽黒住宅Ｉ棟の建設、消防本部庁舎の建設や消防救急無線のデジタル化整備、赤堀中学校の整
備、小学校トイレの改修、教育施設の耐震改修などが増額となります。

＜その他経費＞
◆積立金は、職員退職手当基金積立金などが減額となります。
◆繰出金は、国民健康保険特別会計への繰出金などが増額となります。

義務的経費
49.8%

377.6億円
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（単位：千円）

平成２６年度末
現在高

平成２５年度末
現在高

増減額

70,927,215 67,386,765 3,540,450

22,355,344 23,114,954 △ 759,610

 下水道事業費 18,301,129 18,773,852 △ 472,723

 農業集落排水事業費 4,017,776 4,308,502 △ 290,726

 特定地域生活排水処理事業費 36,439 32,600 3,839

25,303,223 26,550,968 △ 1,247,745

 水道事業 13,379,761 13,529,943 △ 150,182

 病院事業 11,923,462 13,021,025 △ 1,097,563

118,585,782 117,052,687 1,533,095

 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  300  981  911 

705  791 
2,908  3,284 

1,697 

1,996 
1,690 

3,735  2,633 

5,463 2,118  1,948 

1,767  1,655 
2,569  4,656  3,870 

4,018  4,320 

3,800 

4,640  4,488 

6,267  6,673  6,091  6,768  6,373 

8,053  7,933 

合計
10,174 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

１．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  25,546  22,368  19,666 

705 
1,496  4,323  7,436  8,666 

9,892 
10,677 

13,346  14,767  18,661 

11,199  12,945  14,283  15,352  17,197  21,042  24,021  27,026  30,252  32,601 

64,325  63,030  63,379  63,995  63,816  64,340  64,399 
65,918  67,387 

合計
70,927 

0
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30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

千

２．現 在 高 の 推 移

通常債 合併特例債 臨時財政対策債

※「平成２５年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成２６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。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

市 債 の 概 要

一般会計の市債
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783 
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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

5,677  5,583  5,440  5,300  5,079  4,664  4,518  4,455  4,159 
3,613 

81  171  467 
770  904  1,067  1,211 

1,569 

46  201  429  586  724  810  891  1,013  1,093  1,451 
5,722  5,784 

5,950  6,058  6,270  6,244  6,313  6,535  6,464 

合計
6,634 
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３．元 金 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、市債発行額は増加傾向にあり、平成２６年度では教育施設の整備や消防本部庁舎の
建設等により１００億円を超え、平成２７年度以降も教育施設の整備等が控えているため、８０億円前後の発行額が
見込まれます。また、市債発行額の増加に伴い、元金償還額や現在高も増加傾向にあります。

◆臨時財政対策債は、地方交付税の財源が不足する場合、その不足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２６年度以降も同様に推移するものと見込まれ
ます。

◆合併特例事業債は、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して発行する地方債で、新規事業の大半を合併特例事業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２６年度事業債名 発行額

1 商工債 宮郷工業団地周辺整備事業債（企業） 11,400

2 土木債 外環状道路整備事業債 31,600

3 土木債 宮郷工業団地周辺整備事業債（土木） 251,700

4 土木債 橋りょう耐震対策事業債 35,600

5 土木債 都計道３・４・８号整備事業債（中央町・東本町工区） 116,200

6 土木債 鉄道連続立体交差事業債 280,600

7 土木債 都市公園防災事業債 14,200

8 消防債 消防本部庁舎建設事業債 1,047,900

9 消防債 消防団車両等購入事業債 38,000

10 消防債 消防救急無線デジタル化整備事業債 548,100

11 消防債 非常備消防無線デジタル化整備事業債 61,800

12 教育債 殖蓮第二小学校校舎耐震補強事業債 144,700

13 教育債 広瀬小学校校舎耐震補強事業債 144,700

14 教育債 境采女小学校校舎耐震補強事業債 98,300

15 教育債 境東小学校校舎耐震補強事業債 105,800

16 教育債 学校教育施設トイレ改修事業債 286,900

17 教育債 第三中学校校舎耐震補強事業債 149,200

18 教育債 宮郷中学校体育館耐震補強事業債 126,700

19 教育債 赤堀中学校整備事業債 1,931,600

20 教育債 南幼稚園園舎耐震補強事業債 38,100

        合併特例事業債　発行額合計 5,463,100

 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。本市では、新市建設計画を変更し、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、赤堀中
学校の整備、教育施設の耐震改修、小学校のトイレ改修などです。

合併特例事業債の概要
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《一般会計》
（単位：千円）

平成２６年度末
現在高

平成２５年度末
現在高

増減額

3,839,414 6,734,114 △ 2,894,700

1,026,368 1,023,719 2,649

3,079,430 4,760,950 △ 1,681,520

 都市環境整備基金 699,081 991,366 △ 292,285

 福祉事業基金 527,062 526,160 902

 都市計画事業基金 438,731 437,504 1,227

 交通遺児入学・卒業祝金支給基金 22,700 22,845 △ 145

 奨学資金基金 91,071 90,770 301

 市民のもり等建設基金 276,069 275,134 935

 図書館図書資料整備基金 10,000 10,000 -

 華蔵寺公園遊園地施設整備基金 29,789 28,713 1,076

 観光振興基金 19,095 18,867 228

 職員退職手当基金 484,033 1,567,958 △ 1,083,925

 公共施設整備基金 384,198 683,056 △ 298,858

 学校教育振興基金 17,491 17,686 △ 195

 グローバル人材育成奨励基金 80,110 90,891 △ 10,781

2,433,778 2,433,778 -

 土地開発基金 2,200,000 2,200,000 -

 美術品等取得基金 233,778 233,778 -

10,378,990 14,952,561 △ 4,573,571

《特別会計》
（単位：千円）

平成２６年度末
現在高

平成２５年度末
現在高

増減額

1,006,269 1,004,100 2,169

32,189 231,539 △ 199,350

52,467 355,008 △ 302,541

1,090,925 1,590,647 △ 499,722

 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

 介護保険介護給付費準備基金

 その他特定目的基金

※千円未満の数値は、端数を調整しています。
※「平成２５年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成２６年度末現在高」は当初予算額により算出しています。

＜一般会計＞
◆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、鉄道連続立体交差事業や中心市街地の整備促進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。
◆公共施設整備基金は、羽黒住宅Ｉ棟や境公民館の整備に充てるため取り崩します。
◆グローバル人材育成奨励基金は、中学生の海外語学研修などに充てるため取り崩します。
◆定額運用基金である土地開発基金や美術品等取得基金は、用地や美術品等の取得のために設けられた基金で、資金と
不動産等の財産を合わせて、定額で運用しています。

＜特別会計＞
◆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。
◆介護保険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。

基 金 の 概 要
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１．福祉・地域医療の充実

 重 点 政 策

★ 養護老人ホーム等の建設費補助 150,669千円 〔高齢福祉課〕

平成２７年度から民設民営の運営形態となる養護老人ホーム及び地域密着型小規模特別養

護老人ホームの建設費用と施設の備品購入などに対し補助金を交付します。

★ 妊婦歯科健康診査の実施 6,479千円 〔健康づくり課〕

妊娠中のむし歯や歯周病を予防し、安心して出産を迎えられるよう、新たに妊婦歯科健康

診査を実施します。

☆ ３歳児健康診査に屈折検査機器を活用 〔健康づくり課〕

３歳児健康診査では、視能訓練士による屈折検査機器を用いた眼科健診を行います。

☆ 民間保育所の施設整備 166,232千円 〔保育課〕

民間保育所の増改築等の施設整備に対する補助を実施し、保育環境の充実を図ります。

★ 桑の実福祉作業所の浴室改修工事 4,000千円 〔障害福祉課〕

障害者が独立自活に必要な作業訓練及び生活指導等を受けている、桑の実福祉作業所のデ

イサービス浴室を改修します。

☆ 予防接種の実施 431,200千円 〔健康づくり課〕

「大人の風しん」予防接種費用の一部助成を追加し、感染の予防・発症の防止を図ります。

☆ がん検診の実施 230,000千円 〔健康づくり課〕

各種がん検診に加え、子宮頸がん、乳がん検診の無料クーポン事業を市の単独事業として

継続実施し、受診率の向上と早期発見の促進を図ります。

★ 手術支援ロボットの導入 397,639千円 〔市民病院〕

国内でもすでに導入実績のある、手術支援ロボットを導入し、３次元に見える内視鏡など

技術革新を盛り込んだ 新鋭の手術機器による先進医療の提供を行います。

★ 消費税対策としての臨時給付金の支給 915,000千円 〔社会福祉課・児童家庭課〕

国の政策による臨時的給付措置として、市民税均等割が非課税の方に対する適切な配慮を

図るための臨時福祉給付金と、子育て世帯の消費の下支えを図るための子育て世帯臨時特

例給付金を支給します。

★・・・新規事業
☆・・・継続・拡充

重 点 政 策
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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

対する補助金を継続します。

☆ 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２５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２５年度に引き続き実施します。

☆ 宮郷工業団地周辺整備 347,810千円 〔企業誘致課・土木課ほか〕

工業団地造成に関連する市道などの周辺整備を着実に推進します。

☆ 農地整備等の実施 40,500千円 〔土地改良課〕

事業者である群馬県が推進している「小此木地区土地改良事業」、鯉沼の「ため池整備事

業」に対し、負担金を支出します。

☆ 「いせさき花火大会」の開催 28,000千円 〔文化観光課・事業課〕

いせさき花火大会の開催をはじめ、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。

★ 華蔵寺公園遊園地に鉄道車両を常設 〔文化観光課〕

親子連れや鉄道ファンの誘客につなげる「ランチトレイン」として、特別急行「とき」と

して活躍した１８３系車両を常設します。

☆ 伊勢崎駅周辺の整備 1,547,105千円 〔都市開発課・市街地整備課〕

伊勢崎駅南口駅前広場の整備に併せ、民間開発による駅前商業施設内に公共スペースを開

設し、本市の交通結節点としての利便性を活かした市街地の活性化と都市機能の向上を図

ります。

☆ 新伊勢崎駅周辺の整備 272,040千円 〔都市計画課〕

都市計画道３・４・８号線の整備と新たな玄関口となる新伊勢崎駅西口駅前広場の整備に

より、駅東西の市街地の一体化と交通の円滑化を図ります。

☆ 小口資金融資保証料補助金の拡充 46,226千円 〔商工労働課〕

融資利率の引き下げを実施し、事業資金や経営の安定化に必要な資金融資を促進すること

により、中小企業者の事業活動の振興と活性化を図ります。

☆ 勤労者住宅資金融資預託金の拡大 25,541千円 〔商工労働課〕

融資限度額の拡大に加え、融資利率の引き下げを実施し、住宅の敷地購入や新築・増改築

等に必要となる資金の融資を促進することにより、勤労者の生活向上を図ります。

★ 地域ブランド創出の研究会を発足 1,000千円 〔企業誘致課〕

「Made in いせさき事業」の拡がりを契機に地元の地域資源を活かしたブランド創出に向

けた研究会を発足します。

11



３．安心、安全なまちづくり

☆ 消防本部庁舎の整備 1,154,000千円 〔警防課〕

市民の生命・財産を守る災害対策拠点としての機能を図るため、 新システムを備えた車

庫一体型４階建ての消防本部庁舎が完成します。

☆ 消防救急無線のデジタル化 647,059千円 〔総務課（消防）・通信指令課〕

消防救急無線のアナログ方式からデジタル方式への移行に伴い、消防本部庁舎などの基地

局設備と消防指令センターの整備、消防団へのデジタル受令機の配備を実施します。

★ 南部第三工業団地の道路冠水対策詳細設計委託の実施

20,000千円 〔道路維持課〕

南部第三工業団地付近の道路冠水解消に向け、集中する雨水を韮川へ分散放流するための

排水路の詳細設計を委託します。

☆ 防犯灯のＬＥＤ化 54,185千円 〔安心安全課〕

電気料の効果的削減を図るＥＳＣＯ事業による、市内全域の防犯灯１０，８４０基のＬＥ

Ｄ化とともに、防犯カメラ付ＬＥＤ防犯灯を含む４９０基を新設し、防犯対策の強化と環

境改善を図ります。

☆ 羽黒住宅Ⅰ(ｱｲ)棟の建設 464,851千円 〔建築課〕

羽黒住宅としては 後となるⅠ(ｱｲ)棟の建設工事を平成２５年度に引き続き実施します。

☆ 木造住宅の耐震診断委託と耐震改修補助金 5,800千円 〔建築指導課〕

木造住宅の耐震診断委託と耐震改修補助を引き続き実施し、地震に対する建築物の更なる

安全性の確保・向上を図ります。

★ 清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事の実施
480,000千円 〔環境政策課〕

清掃リサイクルセンター２１の長寿命化に向けて、平成２６年度から平成２８年度までの

３ヵ年事業として、焼却炉等の基幹的設備改良工事を実施します。

☆ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 30,000千円 〔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観点から、住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金を継続します。

☆ 「ゾーン３０対策」などの交通安全対策の実施 60,000千円 〔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。

★ 新伊勢崎駅などの駐輪場の整備 10,800千円 〔交通政策課〕

新伊勢崎駅高架事業の完了に伴い、高架下に駐輪場を整備し、剛志駅の自転車利用者の増

加に伴う放置自転車対策として、駐輪場の拡幅工事を実施します。

★ 下水道の総合地震対策管渠調査の実施 15,000千円 〔下水道整備課〕

大規模地震の発生後も安定した都市活動を継続するため、管渠の老朽度合いを調査する総

合地震対策管渠調査委託を実施します。

★ 境下武士浄水場配水池の第２期増設工事の実施 249,480千円 〔水道局〕

安定的な水の供給を図るため、十分な自己水源確保の観点から、境下武士浄水場配水池の

第２期増設工事を実施します。
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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 64,217千円 〔企画調整課・文化観光課・文化財保護課〕

富岡製糸場と絹産業遺産群の歴史的な資産として、平成２４年９月に国史跡指定を受けた、

築１５０年の田島弥平旧宅の保存活用と、本年６月の世界文化遺産登録に向け、文化庁、

群馬県と連携を図りながら、周辺環境整備を実施します。また、世界遺産登録に先立ち、

東武伊勢崎線境町駅と島村蚕のふるさと公園を結ぶシャトルバスを運行します。

★ グローバル人材育成奨励金の交付 10,800千円 〔教育総務課〕

グローバル人材育成奨励基金を活用し、中学生海外語学研修、ミズーリ州立大学等への留

学に対し「グローバル人材育成奨励金」を交付し、国際社会で活躍できる人材の育成に取

り組みます。

★ コミュニティスクール導入等の研究 〔学校教育課〕

学校運営協議会制度の「コミュニティスクール」を、導入に関する研究と、充実・改善に

関する研究に区分し、各学校の実践研究として取り組みます。

☆ 小学校のトイレ改修の実施 423,000千円 〔教育施設課〕

小学校のトイレ洋式化等の改修に向けた設計及び工事を実施します。

☆ 小・中学校・幼稚園の耐震化 1,073,400千円 〔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 2,588,393千円 〔教育施設課〕

平成２７年４月の開校を目指し、校舎と体育館の建設工事を平成２５年度に引き続き実施

し、併せてプールや柔剣道場などの施設整備を実施します。

☆ 協働まちづくり事業補助金 900千円 〔市民活動課〕
「市民が主役のまちづくり」を推進するため、これまでの市民提案型に加え、新たに行政
提案型による補助金を追加します。

★ スポーツ施設の整備 167,580千円 〔スポーツ振興課・公園緑地課〕
あずまスタジアムのスタンド等の改修、埋め立てが完了した西小保方沼でのグラウンドゴ
ルフ場の整備を実施し、スポーツ環境の充実を図ります。

☆ 生涯学習施設の整備 230,300千円 〔生涯学習課〕

境公民館の建て替えや境采女公民館の耐震設計委託を実施し、地域の生涯学習の活動拠点

を整備します。

★ 第２次伊勢崎市総合計画の策定 〔企画調整課〕

総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画として、平成２７年度から平成３６年度

までの第２次総合計画を策定します。

☆ 指定管理者制度の継続 〔事務管理課〕
現在指定管理者制度を導入している４２施設のうち、２１施設で平成２６年度に指定管理
期間が終了するため、公の施設の指定管理者選定審議会を経て、再選定の手続きを実施し
ます。

★ オートレース事業から一般会計への繰出し 〔事業課〕
経営改善が進んだオートレース事業から、１５年ぶりに一般会計へ１億円を繰り出します。
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（１）地域行政対策事業　249,472千円 〔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 6,550千円

　☆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）への備品購入等の補助を昨年度に続き実施

（２）災害対策事業　477千円 〔職員課〕

　・被災地への職員派遣

（３）防犯対策事業　128,786千円 〔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（４０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
　　　あった場所等に設置

　☆防犯灯のＬＥＤ化（新設４５０基）

　★防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業リース料　29,769千円

　　　市内全域の防犯灯１０，８４０基をＬＥＤ化し、電気料の効果的な削減を図る
　　　ＥＳＣＯ事業を実施

　・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　34,018千円 〔安心安全課〕

　・防災倉庫、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）

（１）企画事業　18,167千円 〔企画調整課〕

　★第２次伊勢崎市総合計画策定事業

　　　総合的かつ計画的な行政の運営を図るための中長期の計画として、平成２７年
　　　度から平成３６年度までの総合計画を策定

　★ＮＨＫ事業（市誕生１０周年事業）

　　　市誕生１０周年事業として、ＮＨＫの公開番組を招聘し、全国に伊勢崎市の
　　　ＰＲを図る

　★国定駅公衆トイレ整備事業負担金 6,000千円

（２）地域振興事業　4,563千円 〔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　42,845千円 〔企画調整課〕

　・田島弥平旧宅の周辺環境整備

　　　田島弥平旧宅の世界文化遺産登録を一層推進するため総合案内板等の設置、
　　　仮設トイレの借り上げ、警備業務の充実

 主 要 事 業

★…新規　☆…継続・拡充

 総 務 部　事 業 概 要

 企 画 部　事 業 概 要

主 要 事 業
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（１）旅券事務事業　4,772千円 〔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　22,074千円 〔市民課〕

　・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　102,990千円 〔市民課〕

　・修繕料　20,000千円（火葬炉修繕ほか）

（４）さかい聖苑維持管理事業　59,232千円 〔市民課〕

　・修繕料　15,000千円（火葬炉修繕ほか）

（５）市民活動推進事業　3,027千円 〔市民活動課〕

　☆協働まちづくり事業補助金　900千円
　　　行政が設置したテーマに対して市民のアイデアを求める事業を実施

　・市民ボランティアフェスティバル開催委託料　400千円

　・ＩＣＴによる協働まちづくり事業委託料　669千円
　　　インターネット上における情報交流の場を提供

（６）都市地方連携推進事業　3,128千円 〔市民活動課〕

　・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

（７）絣の郷改修事業　8,000千円 〔市民活動課〕

　・駐車場整備、植栽などの工事

（８）青少年対策事業　13,076千円 〔市民活動課〕

　・青少年対策推進事業委託料　2,896千円

　・青少年団体活動推進事業委託料　1,799千円
　　　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

（９）成人式開催事業　5,214千円 〔市民活動課〕

　・中学校区ごとの分散開催

（10）男女共同参画推進事業　2,228千円 〔人権課〕

　★男女共同参画計画を策定

　・男女共同参画セミナーの開催ほか

（11）人権啓発事業　20,586千円 〔人権課〕

  ★人権教育啓発の推進に関する基本計画を策定

　・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

（12）国際交流事業　4,299千円 〔国際課〕

　・伊勢崎市国際交流協会補助金　3,688千円
　　　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）
　　　学生訪問団の受入、国際交流のつどい開催ほか

（13）国際化事業　1,621千円 〔国際課〕

　・外国人向け防災マップを印刷

　・外国人共生会議、国際化推進ボランティア会議を開催

（14）外国人相談窓口事業　5,347千円 〔国際課〕

　・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

 市 民 部　事 業 概 要
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（１）清掃企画総務費　72,502千円 〔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　69,942千円
　　　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　80,400千円 〔環境政策課〕

　★桐生市清掃センター基幹的設備改良事業負担金　35,080千円
　　　平成２６年度から平成２８年度までの３ヵ年事業
　　　総事業費 3,109,536千円
　　　（伊勢崎市負担分３ヵ年合計208,425千円）

（３）廃棄物処理推進事業　116,975千円 〔環境政策課〕

　・町内資源回収、集団回収奨励金　50,400千円

　・生ごみ処理器、枝葉破砕機購入費助成金　2,900千円

（４）ごみ収集事業　445,318千円 〔環境政策課〕

　・ペットボトル収集運搬処理業務委託料　13,230千円
　　（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、プラスチックごみ等）

（５）清掃リサイクルセンター２１維持管理事業　925,523千円 〔環境政策課〕

　★境ストックヤード等管理業務委託料　497千円

　・工事費　22,000千円
　　　第Ⅱ期 終処分場グラウンド整備工事ほか

（６）廃焼却炉解体及び廃棄物処理施設整備事業　530,000千円 〔環境政策課〕

　★あずまストックヤードの建設

　★清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事

　　　清掃リサイクルセンター２１の長寿命化に向けて、基幹的設備改良を実施
　　　平成２６年度から平成２８年度の３ヵ年事業

（７）環境対策事業　64,160千円 〔環境保全課〕

　☆住宅用太陽光発電システム設置費補助金 30,000千円
　　　１Kw当たり２万５千円を補助（上限５万円）６００件分

（８）☆交通安全施設整備事業　60,000千円 〔交通政策課〕

　・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 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

（９）コミュニティバス運行事業　127,429千円 〔交通政策課〕

　・コミュニティバスの運行、バリアフリーバス「あおぞら」

（10）放置自転車等及び放置自動車対策事業　23,586千円 〔交通政策課〕

　★新伊勢崎駅高架下駐輪場整備工事費　10,000千円
　　　新伊勢崎駅高架事業の完了に伴い、自転車２８５台、原付バイク２４台収容
　　　予定の駐輪場を整備

 環 境 部　事 業 概 要
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（１）福祉医療費　1,969,732千円 〔年金医療課〕

　・福祉医療費助成金　1,933,800千円

　  　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　1,539,777千円 〔年金医療課〕

  ・療養給付費負担金

（３）後期高齢者健診事業　144,879千円 〔年金医療課〕

　・後期高齢者健診委託料　128,634千円

　・人間ドック検診費補助金　12,452千円

（４）介護保険対策事業　7,361千円 〔介護保険課〕

　・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、家族に介護支援金３万円を支給

（５）保健衛生事業　10,625千円 〔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 〔健康づくり課〕

　・一般会計から病院事業会計への繰出し

（７）病院・休日夜間診療事業費　89,102千円 〔健康づくり課〕

　・救急医療体制・小児救急医療体制の充実

（８）感染症予防事業　440,665千円 〔健康づくり課〕

　☆予防接種委託料　430,000千円

　☆管外接種者補給金　1,200千円

　　★大人の風しん予防接種の実施　13,500千円
　　　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　24,880千円 〔健康づくり課〕

　・胸部レントゲン撮影ほか

（10）精神保健事業　2,562千円 〔健康づくり課〕

　・自殺予防講演会の開催ほか

（11）疾病予防対策事業（健康）　347,317千円 〔健康づくり課〕

　☆がん検診委託料　230,000千円

　　　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）

　　　大腸がん検診の無料クーポン事業の実施

　　　子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン事業は、市の単独事業で継続実施

　・健康づくり検査等委託料　62,000千円

（12）健康づくり推進事業　14,558千円 〔健康づくり課〕

　★健康増進計画を策定

（13）母子保健事業　240,270千円 〔健康づくり課〕

　・妊婦健康診査委託料（１４回分）　160,000千円

　・妊婦健康診査県外受診者補給金　7,000千円

　★妊婦歯科健康診査委託料　6,479千円

　　　妊婦を対象とした歯科健康診査を産前に１回実施

 健 康 推 進 部　事 業 概 要
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　・不妊治療費助成金　16,000千円

　　　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）

　・４か月児、１歳６か月児、２歳３か月児（歯科）、３歳児の健康診査

　　☆３歳児眼科健診に平成２５年度に導入した屈折検査機器を活用

　・養育医療費　20,592千円
　　　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）保健センター維持管理事業　39,642千円 〔健康づくり課〕

　★健康管理センタートイレ改修工事　15,000千円

（15）保健体育運営事業　42,688千円 〔スポーツ振興課〕

　・各種スポーツ大会の実施

（16）体育施設管理運営事業　312,299千円 〔スポーツ振興課〕

　【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

（17）体育施設整備事業　107,280千円 〔スポーツ振興課〕

　★あずまスタジアムスタンド改修工事ほか

（１）福祉管理運営事業　17,727千円 〔社会福祉課〕

　・地域福祉計画策定業務委託料　2,335千円
　　　平成２５年度で実施したアンケートをもとに、地域における福祉サービスの
　　　適切な利用の促進に関する事項等を策定

（２）★臨時福祉給付金給付事業　658,694千円 〔社会福祉課〕

　・臨時福祉給付金 625,000千円

　　　消費税率の引き上げに際し、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫
　　　定的・臨時的な措置として、１人１０，０００円（老齢基礎年金受給者等
　　　には５，０００円を加算）を支給

（３）生活保護費　2,022,162千円 〔社会福祉課〕

　・生活保護費の支給

（４）児童福祉対策事業　58,506千円 〔児童家庭課〕

　・児童福祉手当給付費　58,152千円
　　（障害児、交通遺児、母子・父子家庭、養育者）

（５）児童扶養手当給付事業　874,835千円 〔児童家庭課〕

　・児童扶養手当給付費　872,729千円
　　　母子・父子家庭の生活の安定、自立の促進

（６）児童手当等給付事業　3,980,638千円 〔児童家庭課〕

　・児童手当給付費　3,975,885千円

　　　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歳以上中学校終了前の子ども１人あたり月額１０，０００円を支給
　　　　　※所得制限超過者は子ども１人あたり月額５，０００円を支給

（７）★子育て世帯臨時特例給付金給付事業　322,127千円 〔児童家庭課〕

　・子育て世帯臨時特例給付金　290,000千円

　　　消費税の引き上げに際し、子育て世帯の消費の下支えを図るため、
　　　臨時的な給付措置として対象児童１人につき１０，０００円を支給

 福 祉 部　事 業 概 要
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（８）児童厚生施設管理運営事業　218,519千円 〔児童家庭課〕

　☆【指定管理者への委託】赤堀、東地区の児童館の４年生以上を受け入れ開始
　　　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

　★児童センター広場遊具撤去新設工事　1,600千円

　・修繕料　3,000千円（赤堀児童館トイレ修繕ほか）

（９）放課後児童健全育成事業　288,037千円 〔児童家庭課〕

　・公設民営放課後児童クラブ管理運営委託料　39,372千円
　　　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　183,017千円
　　　民設民営児童クラブ全３３クラブへの委託

　・放課後児童健全育成事業費補助金　18,169千円

（10）子ども・子育て支援事業　23,989千円 〔児童家庭課〕

　★子ども・子育て支援新制度電算システム構築委託料 18,700千円

　★子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 4.000千円

　　　子ども・子育て家庭の実態に応じた事業を計画的に推進するため、５年を
　　　１期として策定

（11）公立保育所管理運営事業　222,162千円 〔保育課〕

　・公立保育所　５施設　定員４２０人

（12）民間保育所対策事業　4,540,925千円 〔保育課〕

　・私立保育園　４０施設　定員４，８８０人

　・民間保育所保育運営委託料 4,422,589千円

　・民間保育所運営費補助金　44,436千円

（13）特別保育事業　552,360千円 〔保育課〕

　・地域子育て支援拠点事業委託料　39,680千円　（６施設）

　・保育充実促進費補助金　129,145千円

　・保育対策等促進事業費補助金　247,002千円　（３８施設）

　・障害児保育充実費補助金　9,992千円　（１１施設）

　・一時預かり事業補助金 17,870千円　（２５施設）

　・保育所乳児受入支援事業補助金　11,916千円

　★乳児担当保育士加配事業費補助金　2,640千円

　　　新たに乳児担当保育士を雇用し、年度途中で乳児の受け入れを行った
　　　保育所へ補助を実施

　★保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 94,115千円

　　　保育士の人材確保対策を推進するため、保育士の処遇改善に取り組む
　　　保育所へ補助を実施

（14）☆民間保育所施設整備事業　166,232千円 〔保育課〕

　・保育所等緊急整備事業費補助金　163,982千円
　　（間野谷保育園増改築事業　定員９０人から１１０人へ）

　★子育て環境づくり推進補助金　2,250千円

　　（ひまわり保育園修繕事業）
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（15）生きがい対策事業　69,070千円 〔高齢福祉課〕

　・敬老行事委託料 43,200千円（1,200円×36,000人）

（16）特別養護老人ホーム等建設費補助事業　14,390千円 〔高齢福祉課〕

　・特別養護老人ホーム等建設費補助金　4,007千円

（17）在宅サービス事業　142,599千円 〔高齢福祉課〕

　・緊急通報装置設置委託料　23,674千円

　・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

　・家族介護慰労金　31,400千円

（18）★養護老人ホーム等建設費補助事業　150,669千円 〔高齢福祉課〕

　・養護老人ホーム建設費補助金　10,019千円
　　　養護老人ホームの建設に対して、国・県補助金の1/16の額を補助

　・地域密着型小規模特別養護老人ホーム建設費補助金　123,250千円
　　　特別養護老人ホームの建設に対する補助

　・老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金　17,400千円
　　　特別養護老人ホーム建設の際の備品購入などに対して補助を行うもの

（19）高齢者福祉施設管理運営事業　293,422千円 〔高齢福祉課〕

　・ふくしプラザ運営事業　119,600千円

　・ふれあいセンター運営事業　61,447千円

　・老人いこいの家運営事業　12,156千円

  　★耐震診断委託料　2,000千円

　・みやまセンター運営事業　52,203千円

　　　空調設備改修工事　29,000千円

　・高齢者生きがいセンター運営事業　4,386千円

　・境地域福祉センター運営事業　20,086千円

　・境社会福祉センター運営事業　21,563千円

（20）障害者福祉管理事業　7,439千円 〔障害福祉課〕

　★障害者福祉計画策定委託料　1,728千円
　　　障害福祉サービスなどの提供体制の確保に関する計画（第４期）を策定

（21）地域ふくし館うえはす管理運営事業　44,351千円 〔障害福祉課〕

　【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２４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）

（22）福祉作業所管理運営事業　92,698千円 〔障害福祉課〕

　・福祉作業所等運営委託料　88,698千円
　　【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

　★桑の実福祉作業所（デイサービス）浴室改修工事　4,000千円

（23）こども発達支援センター管理運営事業　69,280千円 〔障害福祉課〕

　　【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）
　　　発達支援事業（対象児童の通所訓練など）
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（24）自立支援給付事業　2,467,078千円 〔障害福祉課〕

　・介護給付事業　1,347,051千円

　・訓練等給付事業　467,559千円

　・自立支援医療給付事業　120,125千円

　・地域生活支援事業　417,103千円

　・自立支援管理事業　93,436千円

　・地域相談支援給付事業　1,804千円

　・計画相談支援給付事業　20,000千円

（25）障害児福祉事業　298,860千円 〔障害福祉課〕

　・障害児通所給付事業　290,860千円

　　　児童発達支援費　116,000千円

　　　放課後等デイサービス費　174,000千円

　・障害児相談支援給付事業　8,000千円

（１）勤労者融資事業　89,161千円 〔商工労働課〕

　☆勤労者住宅資金融資預託金　25,541千円

　　　融資利率を年利２．７％から２．０%に引き下げ、融資限度額を1,000万円から
　　　2,000万円に拡大

　・勤労者生活資金融資預託金　63,620千円

（２）雇用対策事業　50,807千円 〔商工労働課〕

　・雇用調整助成金　10,000千円

（３）市民プラザ管理運営事業　73,855千円 〔商工労働課〕

　【指定管理者への委託】伊勢崎市民プラザ

（４）消費生活センター事業　11,787千円 〔商工労働課〕

　・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

（５）商業振興対策事業　60,807千円 〔商工労働課〕

　・自転車タクシー運行業務委託料　1,500千円

  ☆街なか活性化夕市運営業務委託料　700千円（買物弱者対策)

  ☆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、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

  ・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

（６）中小企業振興対策事業　116,865千円 〔商工労働課〕

　☆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年度から３年目の実施

（７）金融対策事業　2,165,999千円 〔商工労働課〕

　・中小企業活性化資金融資預託金　969,174千円

　・中小企業季節資金融資預託金　1,100,000千円

　☆小口資金融資保証料補助金　46,226千円
　　　融資利率を年利２．４％から２．１％に引き下げ

 経 済 部　事 業 概 要
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（８）企業誘致事業　89,098千円 〔企業誘致課〕

　★Made in いせさきブランド創出事業　1,000千円

　　　地域資源を活かしたブランド創出に向けた研究会を発足

　★産業団地事業計画策定業務委託料　1,000千円

　☆伊勢崎宮郷工業団地周辺整備事業　72,810千円【合併特例事業】

　　　伊勢崎宮郷工業団地流末排水整備事業負担金　12,070千円

　　　伊勢崎宮郷工業団地配水管布設工事費負担金　60,740千円

　　　※土木課・文化財保護課に同事業あり

（９）都市地方連携推進事業　585千円 〔農政課〕

　・寺泊との交流（ミニトマト・トウモロコシなどの収穫体験実施）

　　※市民活動課に同事業あり

（10）水田農業推進対策事業　6,994千円 〔農政課〕

　★直接支払推進事業費補助金　2,700千円
　　　農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金より移行

（11）地域農業担い手育成対策事業　15,567千円 〔農政課〕

　・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

（12）園芸振興対策事業　60,918千円 〔農政課〕

　・園芸施設、野菜生産施設の整備ほか

　★生物農薬導入費助成金　2,003千円
　　　作物被害を避けるため、病害虫の密度を抑制する管理手法

（13）★人・農地総合対策事業　22,900千円 〔農政課〕

　戸別所得補償経営安定推進事業の後継制度

　・後継者不足など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

（14）畜産振興対策事業　12,938千円 〔農政課〕

　・家畜の導入・改良、環境衛生の改善対策ほか

（15）農村総合整備事業　127,528千円 〔土地改良課〕

　・農道、用排水路の改修ほか

　★水利施設整備事業 大正用水２期地区負担金　9,806千円

　★農業基盤整備促進事業 大正用水２期地区負担金　6,129千円

　・境下武士地区　土地改良事業認可申請書作成業務委託料　3,500千円
　　　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、定款など
　　　改良区の設立認可に係る申請書を作成

　☆農村地域防災減災事業（ため池整備事業）負担金　16,000千円

（16）☆県営小此木地区土地改良事業　24,500千円 〔土地改良課〕

　・境小此木地区（第１期・２期）

（17）文化会館管理運営事業　356,544千円 〔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

　★文化会館：トイレ改修工事　20,000千円

　　　１階西側市民ギャラリーに設置

　★赤堀芸術文化プラザ：駐車場整備工事　9,710千円

　　　駐車場東側の高木を抜根して駐車場不足を解消
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（18）観光事業　117,252千円 〔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

　★観光シャトルバス運行業務委託料　4,212千円
　　　田島弥平旧宅の世界遺産登録に先だち、東武伊勢崎線境町駅と島村蚕のふるさと
　　　公園を結ぶシャトルバスを運行

　★イベント会場仮設電力設備設置・撤去委託料　5,984千円

　★伊勢崎市観光物産協会補助金　8,500千円
　　　伊勢崎市観光協会が伊勢崎市物産協会と合併

　・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

（19）華蔵寺公園遊園地管理運営事業　13,059千円 〔文化観光課〕

　・公園遊具の整備、小型遊具の導入

（20）文化振興事業　28,434千円 〔文化観光課〕

　・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　352,000千円【合併特例事業】 〔土木課〕

　・各地域の生活道路整備

　☆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（赤）１１２号線道路整備事業（西久保町地内）　3,000千円 〔土木課〕

　全事業計画延長１，２００ｍ
　★平成２６年度：第３期事業区間概略設計

（３）市道（赤）１１３号線道路整備事業（市場町二丁目地内）　72,000千円 〔土木課〕

　全事業計画延長１，１００ｍ
　平成２６年度：道路改良工事２５８ｍ、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）　75,300千円【合併特例事業】 〔土木課〕

　全事業計画延長７，６００ｍ（あずま地区５，０００ｍ、境地区２，６００ｍ）
　平成２６年度：道路改良工事１９０ｍ、早川人道橋下部工工事

（５）道路維持事業　483,925千円 〔道路維持課〕

　・市道の補修、清掃、道路施設修繕、舗装新設改修工事ほか

（６）橋りょう維持事業　102,631千円【合併特例事業】 〔道路維持課〕

　・橋りょう耐震補強の設計、工事

（７）治水対策事業　67,116千円 〔道路維持課〕

　★南部第三工業団地道路冠水対策詳細設計業務委託料 20,000千円

　・水路改修、防護柵改修ほか

 建 設 部　事 業 概 要
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（８）建築指導運営事業　29,117千円 〔建築指導課〕

　☆木造住宅耐震診断業務委託料　1,800千円

　　　昭和５６年５月３１日以前に建築された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
　　　耐震改修費用の２分の１、８０万円を限度に補助

（９）公営住宅管理事業　86,228千円 〔住宅課〕

　・市営住宅の管理、修繕

（10）公営住宅ストック改善事業　274,323千円 〔建築課〕

　・長寿命化計画に基づく住戸や外壁、給水施設等の改修
　　　山王住宅、今泉住宅、豊城西住宅ほか

（11）茂呂住宅建設事業（新栄町地内）　6,156千円 〔建築課〕

　・茂呂住宅解体整地工事

（12）☆羽黒住宅建設事業（I工区）（羽黒町地内）　464,851千円 〔建築課〕

　・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ヵ年工事

（１）景観形成事業　3,428千円 〔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） 〔都市計画課〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272,040千円【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２６年度：駅前広場築造、道路築造３４０ｍ、用地買収ほか

（３）公園維持管理事業　435,818千円 〔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

（４）公園整備事業　94,260千円【合併特例事業】 〔公園緑地課〕

　★（仮称）西小保方沼公園整備（西小保方町地内）　60,300千円

　・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）緑化推進事業　25,023千円 〔公園緑地課〕

　・グリーンフェスタ（５月）、市民緑花フェア（１０月）開催予定

　★本町通り緑化推進委託
　　　平成２５年度開催「ふるさとキラキラフェスティバル」の後継事業

（６）土地区画整理事業　486,976千円 〔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）　20,057千円

　　　　　　　・茂呂第一土地区画整理事業（南千木町地内ほか）　246,269千円

　　　　　　　・東部第二土地区画整理事業（下植木町地内ほか）　62,650千円

（組合施行分）・三郷第三土地区画整理事業（安堀町地内ほか）　50,000千円

　　　　　　　・茂呂第二土地区画整理事業（南千木町地内ほか）　108,000千円

（７）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）

 都 市 計 画 部　事 業 概 要

24



（１）☆市街地再開発事業　22,461千円 〔都市開発課〕

　★伊勢崎駅南口公共公益施設整備
　　　伊勢崎駅南口に出店する商業施設内に公共スペースを整備

（２）☆密集住宅市街地整備促進事業（大手町地内）　214,844千円 〔都市開発課〕

　・老朽建築物等の買収・除却による居住環境の整備

（３）☆鉄道連続立体交差事業　507,179千円【合併特例事業】 〔都市開発課〕

　・群馬県が施行する鉄道連続立体交差事業に関連した事業

（４）☆駅周辺第一土地区画整理事業（大手町地内ほか）　1,073,600千円 〔市街地整備課〕

　・伊勢崎駅南の都市基盤を区画整理事業で整備

（５）☆駅周辺第二土地区画整理事業（喜多町地内ほか）　236,200千円 〔市街地整備課〕

　・伊勢崎駅北の都市基盤を区画整理事業で整備

（１）伊勢崎市消防団運営事業　174,049千円 〔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　149,765千円【合併特例事業】 〔総務課（消防）〕

　★消防救急デジタル受令機整備 65,145千円
　　　消防救急無線のデジタル方式への移行に伴う整備

　・消防団消防ポンプ自動車購入（２台）

（３）救急医療機器整備事業　9,540　千円 〔警防課〕

　・公共施設に配備されているＡＥＤの更新（２５台）

（４）消防水利整備事業　9,140千円 〔警防課〕

　・耐震性貯水槽の設置、防火水槽の解体撤去

（５）☆消防本部庁舎建設事業　1,154,000千円【合併特例事業】 〔警防課〕

　・災害対策拠点としての機能整備を図るため、消防本部庁舎の建設工事を実施

（６）☆消防救急無線デジタル化整備事業　581,914千円【合併特例事業】 〔通信指令課〕

　・消防救急無線のデジタル方式への移行に伴う通信指令システムの構築

 消 防 本 部　事 業 概 要

 中 心 市 街 地 整 備 部　事 業 概 要
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（１）教育委員会管理運営事業　122,439千円 〔総務課（教育）〕

　★グローバル人材育成奨励金　10,800千円

　　　中学生海外語学研修７０人、ミズーリ州立大学等留学２人

（２）小学校耐震補強事業　29,500千円 〔教育施設課〕

　★境剛志小学校校舎耐震設計業務委託

　★宮郷小学校校舎耐震設計業務委託

　★赤堀小学校校舎耐震設計業務委託

（３）☆境采女小学校校舎耐震補強事業　124,900千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・境采女小学校校舎耐震補強工事　第２期

（４）★殖蓮第二小学校校舎耐震補強事業　189,200千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・殖蓮第二小学校校舎耐震補強工事

（５）★広瀬小学校校舎耐震補強事業　189,200千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・広瀬小学校校舎耐震補強工事

（６）★境東小学校校舎耐震補強事業　137,200千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・境東小学校校舎耐震補強工事　第１期

（７）☆小学校トイレ改修事業　423,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・小学校トイレ改修設計業務委託

　・小学校トイレ工事

（８）★第三中学校校舎耐震補強事業　200,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・第三中学校校舎耐震補強工事

（９）★宮郷中学校体育館耐震補強事業　152,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・宮郷中学校体育館耐震補強工事

（10）☆赤堀中学校整備事業　2,588,393千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　　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

　☆校舎及び体育館建設工事

　★屋外プール、柔剣道場建設工事

　★外構整備工事第１工区（グラウンド、部室、雨水貯留浸透槽）

　★外構整備工事第２工区（門扉、駐輪場、構内舗装）

　★夜間照明等設置、植栽、北側道路築造、歩道整備、消防水利敷設工事

（11）幼稚園耐震補強事業　5,400千円 〔教育施設課〕

　★名和幼稚園園舎耐震設計業務委託

　★豊受幼稚園園舎耐震設計業務委託

（12）★南幼稚園園舎耐震補強事業　46,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　・南幼稚園園舎耐震補強工事

（13）★あずま幼稚園園舎改築事業　8,500千円 〔教育施設課〕

　・あずま幼稚園保育棟改築設計業務委託

（14）公立学校運営事業　1,940千円 〔学校教育課〕

　・海外語学研修引率
　　（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）

 教 育 部　事 業 概 要
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（15）教育指導事業　217,067千円 〔学校教育課〕

　★コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

　・小学校英語支援助手の配置

　・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）

（16）外国語指導助手配置事業　81,358千円 〔学校教育課〕

　・小学校、中学校、中等教育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

（17）幼稚園運営事業　182,107千円 〔学校教育課〕

　・私立幼稚園就園奨励費補助金

　・私立幼稚園振興助成金

　・私立幼稚園第３子以降保育料軽減事業補助金

（18）中等教育学校管理運営事業（前期課程）　9,377千円 〔四ツ葉学園〕

　・海外語学研修
　　（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）

（19）公民館管理運営事業　110,166千円 〔生涯学習課〕

　・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講習等の開催

　★境采女公民館耐震補強外設計業務委託

（20）☆境公民館整備事業　225,800千円【公共施設整備基金事業】 〔生涯学習課〕

　・境公民館の建替え
　　　平成２５年度：設計業務委託
　　　平成２６年度：建替工事（鉄骨平屋建　800㎡）

（21）図書館管理運営事業　205,908千円 〔図書館課〕

　★伊勢崎市図書館空調機入替工事

（22）文化財保存事業　21,864千円 〔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

（23）文化財発掘調査事業　29,376千円 〔文化財保護課〕

　☆宮郷工業団地造成に伴う発掘調査委託料

（24）☆田島弥平旧宅整備活用事業　17,160千円 〔文化財保護課〕

　　平成２４年９月に国史跡に指定された田島弥平旧宅
　　６月に世界遺産登録の可否が決定予定

（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２６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

 複数課・その他　事 業 概 要
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　小型自動車競走事業費特別会計

（１）オートレース事業 〔事業課〕

【本場開催８６日（ナイター開催４３日）ほか】

  ★一般会計への繰出金　100,000千円

　国民健康保険特別会計

（１）特定健康診査等事業　180,183千円 〔国民健康保険課〕

　★平成２６年度より、４０歳～６４歳の特定健診を、集団健診だけでなく、
　　希望により個別健診の受診も選択可能

　介護保険特別会計

（１）一般管理費　32,218千円 〔介護保険課〕

　★第６期高齢者保健福祉計画を策定

（２）一次予防事業　19,353千円 〔介護保険課〕

　★介護支援ボランティア業務委託料　910千円

　下水道事業費特別会計

（１）汚水施設事業　738,336千円 〔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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265,766千円
　　・設計等業務委託料 5,000千円
　　★総合地震対策管渠調査委託料 15,000千円
　　　　管渠について老朽度合を調査
　　・工事費 217,500千円

　・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　472,570千円
　　・設計等業務委託料 15,000千円
　　★農業集落排水施設統合設計委託料　23,000千円
　　　　赤堀今井地区、あずま東部地区を流域下水道へ接続するための実施設計
　　・工事費 423,000千円

（２）浸水対策事業　30,000千円 〔下水道整備課〕

　・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　318,455千円 〔下水道整備課〕

　・伊勢崎浄化センターの施設更新事業

　★長寿命化設計委託
　　　消化タンク汚泥消化設備、ボイラー室受変電設備、汚泥処理棟中央監視装置
　　　の更新

　★総合地震対策施設調査委託
　　　伊勢崎浄化センターの管理棟及び滅菌棟の耐震調査

　農業集落排水事業費特別会計

（１）農業集落排水維持管理事業　174,948千円 〔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

 特 別 会 計　事 業 概 要
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　水道事業会計

（１）配水管整備事業　287,935千円 〔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　299,700千円 〔水道局工務課〕

　★境下武士浄水場配水池増設工事（第二期）ほか

（３）老朽管更新事業　449,999千円 〔水道局工務課〕

　・老朽した石綿セメント管の更新

　病院事業会計

（１）市民病院機械器具整備事業　685,966千円 〔市民病院〕

　★手術支援ロボットの導入　397,639千円

 企 業 会 計　事 業 概 要
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