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は じ め に 

伊勢崎市長 

 国においては、経済・財政一体改革を着実に推進し、人口減少や少子高 

齢化などの構造的課題に対処するため、一億総活躍社会の実現と地方創生 

の推進として、人々が安心して生活を営み、子供を生み育てられる社会環 

境を作り出す取り組みを進めています。 

 

 本市においても、その取り組みを着実に進めるため、「伊勢崎市まち・ 

ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、そこに位置づけられた事業を展開 

することで、活力あふれた元気あるまちの実現を目指しております。 

 「しごと」があり、「ひと」が集まり、「まち」ができるという考えの 

もと、雇用創出に向けた施策を進め、子育て支援や教育環境の充実など、 

様々な取り組みを実施することで、人口が減ることのない元気なまち「い 

せさき」を創っていきたいと考えております。 

 

 今回、３期目の任期スタートとなる平成２９年度当初予算でありますが、 

将来にわたり、すべての市民が夢と希望を持って、安心、安全に暮らせる 

まちの実現に向け、より一層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。  

 

 

 
 
 
 
  
 



《会計区分別予算》
（単位：千円）

平成２９年度
当初予算額

平成２８年度
当初予算額

増減額 増減率

72,000,000 73,900,000 △ 1,900,000 △2.6%

66,453,051 64,723,859 1,729,192 2.7%

 小型自動車競走事業費 15,352,556 15,687,973 △ 335,417 △2.1%

 学校給食センター事業費 3,175,029 1,796,999 1,378,030 76.7%

 国民健康保険 25,311,693 25,374,366 △ 62,673 △0.2%

 後期高齢者医療 2,007,899 1,934,393 73,506 3.8%

 介護保険 16,276,575 15,712,168 564,407 3.6%

 下水道事業費 3,720,663 3,616,678 103,985 2.9%

 農業集落排水事業費 585,449 577,637 7,812 1.4%

 特定地域生活排水処理事業費 23,187 23,645 △ 458 △1.9%

23,520,894 24,559,000 △ 1,038,106 △4.2%

 水道事業 5,923,008 6,018,905 △ 95,897 △1.6%

 病院事業 17,245,656 18,184,925 △ 939,269 △5.2%

 介護老人保健施設事業 286,130 288,710 △ 2,580 △0.9%

 訪問看護事業 66,100 66,460 △ 360 △0.5%

161,973,945 163,182,859 △ 1,208,914 △0.7%合　　　　計

会　計　区　分

　一　般　会　計

　特　別　会　計 

　企　業　会　計

662.3  625.9  657.5  677.0  698.0  705.0  759.0  735.0  739.0  
一般会計      

720.0  

807.7  786.0  773.8  
793.3  

817.7  800.3  831.9  861.0  892.8  
特別会計等 

899.7  

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

1,515.7  1,505.3  
1,590.9  

1,596.0  1,631.8  
合計 

1,619.7  
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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 ７２０億円      （対前年度比 △２．６％） 
 

  ※大型施設建設事業として予定している学校給食調理場整備費１４億円及び平成２８年度から 

   の繰越事業である中学校トイレ改修事業費１０億円を合わせますと、平成２８年度一般会計 

   当初予算規模と同水準となります。 

※水道事業、病院事業、介護老人保健施設事業及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 29,740,197 41.3% 28,936,657 39.2% 803,540 2.8%

2  地方譲与税 720,000 1.0% 720,000 1.0% -           -     

3  利子割交付金 20,000 0.0% 40,000 0.0% △ 20,000 △50.0%

4  配当割交付金 100,000 0.1% 100,000 0.1% -           -     

5  株式等譲渡所得割交付金 130,000 0.2% 130,000 0.2% -           -     

6  地方消費税交付金 3,650,000 5.1% 3,850,000 5.2% △ 200,000 △5.2%

7  ゴルフ場利用税交付金 1,600 0.0% 1,600 0.0% -           -     

8  自動車取得税交付金 160,000 0.2% 140,000 0.2% 20,000 14.3%

9  地方特例交付金 154,000 0.2% 140,000 0.2% 14,000 10.0%

10  地方交付税 6,400,000 8.9% 7,000,000 9.5% △ 600,000 △8.6%

11  交通安全対策特別交付金 39,000 0.1% 36,000 0.0% 3,000 8.3%

12  分担金及び負担金 935,807 1.3% 1,077,617 1.5% △ 141,810 △13.2%

13  使用料及び手数料 1,041,383 1.4% 1,041,289 1.4% 94 0.0%

14  国庫支出金 10,400,294 14.5% 10,735,144 14.5% △ 334,850 △3.1%

15  県支出金 5,107,384 7.1% 5,748,258 7.8% △ 640,874 △11.1%

16  財産収入 57,338 0.1% 63,656 0.1% △ 6,318 △9.9%

17  寄附金 1,015 0.0% 25 0.0% 990 3960.0%

18  繰入金 3,603,367 5.0% 3,962,369 5.4% △ 359,002 △9.1%

19  繰越金 400,000 0.6% 400,000 0.5% -           -     

20  諸収入 3,698,015 5.1% 3,728,185 5.0% △ 30,170 △0.8%

21  市債 5,640,600 7.8% 6,049,200 8.2% △ 408,600 △6.8%

72,000,000 100% 73,900,000 100% △ 1,900,000 △2.6%

 一般会計当初予算の概要

（単位：千円）

歳 入 科 目
平成２９年度 平成２８年度

増減額 増減率

歳　入　合　計

自主財源 

54.8% 

依存財源 

45.2% 

市税 

41.3% 

諸収入 

5.1% 繰入金 

5.0% 

その他 

3.4% 

国庫支出金 

14.5% 

地方交付税 

8.9% 

市債 

7.8% 

県支出金 

7.1% 

その他 

6.9% 

〔 歳入の状況 〕 

歳入 

◆市税のうち、個人市民税は雇用・所得環境の改善による所得の増、法 
 人市民税は企業業績の堅調な推移による収益の増を見込み、固定資産 
 税では新築家屋の増を見込み、増額となります。 
 
◆地方交付税は、合併算定替の特例措置の段階的な削減を見込み、減額 
 となります。 
 
◆国庫支出金は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金、学校施設環境 
 改善交付金などが減となるため、減額となります。 
 
◆県支出金は、強い農業づくり交付金、畜産競争力強化対策整備事業費 
 補助金などが減となるため、減額となります。 
 
◆繰入金は、境いよく保育所整備などに充てた福祉事業基金が減となる 
 ため、減額となります。 
 
◆市債は、消防本部訓練塔整備事業や宮郷工業団地周辺整備事業が終了 
 となるため、減額となります。 
 
◆自主財源の割合は５４．８％となり、対前年度比で１．７ポイント改 
 善します。 

 

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 

394.8億円 325.2億円 

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 466,912 0.6% 457,887 0.6% 9,025 2.0%

2  総務費 6,820,178 9.5% 6,940,572 9.4% △ 120,394 △1.7%

3  民生費 28,851,860 40.1% 28,362,537 38.4% 489,323 1.7%

4  衛生費 6,084,865 8.5% 6,752,267 9.1% △ 667,402 △9.9%

5  労働費 252,785 0.3% 260,949 0.4% △ 8,164 △3.1%

6  農林水産業費 1,321,117 1.8% 2,245,894 3.0% △ 924,777 △41.2%

7  商工費 3,214,042 4.5% 3,170,196 4.3% 43,846 1.4%

8  土木費 6,975,856 9.7% 7,436,336 10.1% △ 460,480 △6.2%

9  消防費 2,528,414 3.5% 2,763,025 3.7% △ 234,611 △8.5%

10  教育費 8,181,685 11.4% 8,239,175 11.2% △ 57,490 △0.7%

11  災害復旧費 200 0.0% 200 0.0% -           -       

12  公債費 7,152,086 9.9% 7,120,962 9.6% 31,124 0.4%

13  予備費 150,000 0.2% 150,000 0.2% -           -       

72,000,000 100% 73,900,000 100% △ 1,900,000 △2.6%合 計

（単位：千円）

目 的 別 区 分
平成２９年度 平成２８年度

増減額 増減率

民生費 
288.5億円 

40.1% 

教育費 
81.8億円 

11.4% 

公債費 
71.5億円 

9.9% 

土木費 
69.8億円 

9.7% 

総務費 
68.2億円 

9.5% 

衛生費 
60.9億円 

8.5% 

その他 
79.3億円 

10.9% 

    議会費、労働費、農林水産業費、    
    商工費、消防費ほか 

◆総務費は、財産管理事業などが増額となりますが、行政情報化推進事業などが減額となります。 
 
◆民生費は、民間保育施設対策事業、生活保護費、障害児福祉事業、国民健康保険特別会計繰出金などが 
 増額となります。 
 
◆衛生費は、最終処分場整備事業などが増額となりますが、ごみ処理施設整備事業などが減額となります。 
 
◆農林水産業費は、園芸振興対策事業、畜産振興対策事業などが減額となります。 
 
◆商工費は、プレミアム付商品券発行事業の拡充により増額となります。 
 
◆土木費は、道路維持事業、公園整備事業などが増額となりますが、茂呂住宅建設事業などが減額となり 
 ます。 
 
◆消防費は、消防本部訓練塔整備事業の終了により減額となります。 
 
◆教育費は、体育施設整備事業や宮郷公民館整備事業などが増額となりますが、三郷小学校プール改築事 
 業や赤堀中学校整備事業などが終了により減額となります。  
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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 12,326,753 17.1% 12,685,316 17.2% △ 358,563 △ 2.8%

扶助費 18,323,923 25.5% 17,707,897 24.0% 616,026 3.5%

公債費 7,152,086 9.9% 7,120,962 9.6% 31,124 0.4%

小　計 37,802,762 52.5% 37,514,175 50.8% 288,587 0.8%

物件費 10,724,554 14.9% 11,031,509 14.9% △ 306,955 △ 2.8%

維持補修費 652,401 0.9% 560,128 0.8% 92,273 16.5%

補助費等 2,988,978 4.2% 2,899,890 3.9% 89,088 3.1%

小　計 14,365,933 20.0% 14,491,527 19.6% △ 125,594 △ 0.9%

普通建設事業費 7,312,149 10.1% 9,998,976 13.5% △ 2,686,827 △ 26.9%

災害復旧事業費 200 0.0% 200 0.0% -          -        

小　計 7,312,349 10.1% 9,999,176 13.5% △ 2,686,827 △ 26.9%

貸付金 2,252,062 3.1% 2,259,668 3.1% △ 7,606 △ 0.3%

繰出金 9,287,139 12.9% 9,066,711 12.3% 220,428 2.4%

予備費・その他 979,755 1.4% 568,743 0.7% 411,012 72.3%

72,000,000 100% 73,900,000 100% △ 1,900,000 △ 2.6%

（単位：千円）

性 質 別 区 分
平成２９年度 平成２８年度

増減額 増減率

義務的経費

消費的経費

投資的経費

その他

合 計

扶助費 
183.2億円 

25.5% 

人件費 
123.3億円 

17.1% 

公債費 
71.5億円 

9.9% 

消費的経費 
143.7億円 

20.0% 

投資的経費 
73.1億円 

10.1% 

その他 
125.2億円 

17.4% 

    貸付金、繰出金、 
    予備費ほか 

＜義務的経費＞ 
◆人件費は、退職者の減少により退職手当が減額となります。 
◆扶助費は、民間保育施設対策事業、生活保護費、障害児福祉事業などが増額となります。 
◆公債費は、平成２５年度臨時財政対策債の償還開始により増額となります。 
 
＜消費的経費＞ 
◆物件費は、行政情報化推進事業やごみ処理施設維持管理事業の委託料などが減額となります。 
◆維持補修費は、道路維持補修費などが増額となります。 
◆補助費等は、プレミアム付商品券発行事業の拡充により増額となります。 
 
＜投資的経費＞ 
◆普通建設事業費は、ごみ処理施設整備事業や消防本部訓練塔整備事業などが終了により減額とな 
 りますが、最終処分場整備事業や体育施設整備事業などが増額となります。 
 
＜その他経費＞ 
◆繰出金は、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計への繰出金などが増額となりますが、下水 
 道事業費特別会計繰出金などが減額になります。 
◆積立金は、公共施設整備基金積立金などが増額となります。 

義務的経費 
52.5% 

378.0億円 
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（単位：千円）

平成２９年度末
現在高

平成２８年度末
現在高

増減額

69,020,717 69,943,152 △ 922,435

22,213,816 21,230,842 982,974

 学校給食センター事業費 1,217,500 - 1,217,500

 下水道事業費 17,856,330 17,780,558 75,772

 農業集落排水事業費 3,109,386 3,420,321 △ 310,935

 特定地域生活排水処理事業費 30,600 29,963 637

21,017,698 22,095,684 △ 1,077,986

 水道事業 12,051,182 12,433,173 △ 381,991

 病院事業 8,966,516 9,662,511 △ 695,995

112,252,231 113,269,678 △ 1,017,447

 市 債 の 概 要

会　計　区　分

 一般会計

 特別会計

 企業会計

合　　　計

1,749  1,591  1,734  1,826  
116  813  300  572  510  764  917  1,391  

791  
2,908  3,284  

1,697  

1,996  1,690  3,735  
1,973  

4,745  
2,898  3,253  

1,150  

1,948  

1,767  1,655  
2,569  4,656  3,870  

4,018  
4,320  

3,602  

3,257  2,862 

3,100 
4,488  

6,267  
6,673  

6,091  
6,768  

6,373  

8,053  
6,864  

8,857  

6,919  7,031 合計 
5,641 

0
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１．発 行 額 の 推 移 

通常債 合併特例事業債 臨時財政対策債 

48,588  44,773  41,207  37,953  33,406  29,701  25,546  21,958  18,851  16,967  15,310  14,452  

1,496  4,323  7,436  8,666  
9,892  10,677  13,346  14,107  17,283  18,440  19,644  18,569  

12,945  14,283  15,352  17,197  21,042  24,021  27,026  30,249  32,391  33,952  34,989  36,000  

63,030  63,379  63,995  63,816  64,340  64,399  65,918  
66,314  68,525  69,359  69,943  

合計 
69,021  
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２．現 在 高 の 推 移 

通常債 合併特例事業債 臨時財政対策債 

※「平成２８年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成２９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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４．利 子 償 還 額 の 推 移 

通常債 合併特例事業債 臨時財政対策債 

5,583  5,440  5,300  5,079  4,664  4,518  4,455  4,160  3,617  
2,648  2,574  2,249  

  
81  171  467  770  904  1,067  1,211  

1,569  

1,741  2,048  2,225  

201  429  586  724  810  891  1,013  1,097  1,460  
1,695  1,825  2,089  

5,784  5,950  6,058  6,270  6,244  6,313  6,535  6,468  6,646  
6,084  

6,447  
合計 
6,563  
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３．元 金 償 還 額 の 推 移 

通常債 合併特例事業債 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ましたが、消防本部訓練塔整備事業や宮郷工業団地周 
 辺整備事業などが終了したことにより、平成２９年度は約５６億円の発行額となり、平成２６年度をピークに減少 
 傾向となっております。ただ、学校給食センター事業費特別会計において、（仮称）新学校給食調理場建設工事が 
 あり、約１２億円の発行額となり、一般会計と合わせますと約６８億円となり、平成２８年度１２月補正後予算の 
 発行額と同水準の規模となっています。 
 
◆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年度に大幅に伸び、それ以降減少傾向ではありますが、平成２９年度にお 
 いては、３１億円の発行を予定しています。 
 
◆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、平成２９年度は、一般会計において、陸上競技場改修工事、宮郷公民館整備工事、名和小学 
 校プール改築工事等に約１１億円、学校給食センター事業費特別会計において、（仮称）新学校給食調理場建設工 
 事に約１２億円の発行を予定しています。（７頁参照） 
 
◆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、平成２９年度は駅周辺第一・第二土地区画整理事業、 
 公営住宅ストック改善事業等に対し、約１４億円の発行を予定しています。 
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《一般会計》 （単位：千円）

NO 目的 平成２９年度事業債名 発行額

1 総務債 文化会館耐震補強事業債 81,000

2 総務債 境総合文化センター空調設備整備事業債 11,100

3 土木債 市道１１２号線整備事業債 49,100

4 土木債 外環状道路整備事業債 32,000

5 土木債 市道３－２０２号線整備事業債 17,100

6 土木債 市道１０８号線整備事業債 12,600

7 土木債 橋りょう耐震対策事業債 84,400

8 土木債 都計道３・４・７１号整備事業債（境保泉工区） 18,100

9 消防債 消防車両等購入事業債 36,800

10 消防債 消防団車両等購入事業債 41,800

11 教育債 陸上競技場改修事業債 212,700

12 教育債 臨海学校整備事業債 124,700

13 教育債 学校教育施設校庭整備事業債 35,500

14 教育債 名和小学校プール改築事業債 131,400

15 教育債 赤堀小学校整備事業債 30,000

16 教育債 教育研究所整備事業債 44,300

17 教育債 宮郷公民館整備事業債 187,100

        合併特例事業債　発行額合計 1,149,700

《学校給食センター事業費特別会計》 （単位：千円）

NO 目的 平成２９年度事業債名 発行額

1 教育債 学校給食調理場建設事業債 1,217,500

        合併特例事業債　発行額合計 1,217,500

 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 
 で延長しました。 
 
 合併特例事業債を発行して行う主な事業は、一般会計において、陸上競技場改修工事、宮郷公民館整備工事、 
 名和小学校プール改築工事などで、学校給食センター事業費特別会計において、（仮称）新学校給食調理場建 
 設工事です。 
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《一般会計》 （単位：千円）

平成２９年度末
現在高

平成２８年度末
現在高

増減額

2,173,460 5,168,980 △ 2,995,520

1,034,793 1,033,146 1,647

2,666,372 2,861,795 △ 195,423

 都市環境整備基金 726,694 765,554 △ 38,860

 福祉事業基金 62,096 62,076 20

 都市計画事業基金 350,102 437,446 △ 87,344

 交通遺児入学・卒業祝金支給基金 23,444 23,599 △ 155

 奨学資金基金 93,971 93,670 301

 市民のもり等建設基金 138,085 227,744 △ 89,659

 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事業基金 32,991 31,946 1,045

 観光振興基金 19,354 19,187 167

 職員退職手当基金 1 1 -

 公共施設整備基金 1,120,874 1,089,639 31,235

 学校教育振興基金 16,486 17,530 △ 1,044

 グローバル人材育成奨励基金 47,120 58,281 △ 11,161

 田島弥平旧宅活用基金 25,154 25,122 32

5,874,625 9,063,921 △ 3,189,296

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 -

8,308,403 11,497,699 △ 3,189,296

《特別会計》 （単位：千円）

平成２９年度末
現在高

平成２８年度末
現在高

増減額

650,756 804,335 △ 153,579

132,167 132,167 0

386,773 386,471 302

1,169,696 1,322,973 △ 153,277合　　　　計

 基 金 の 概 要

基　　　　金　　　　名

 財政調整基金

 減債基金

 その他特定目的基金

 定額運用基金

合　　　　計

基　　　　金　　　　名

 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

小　　　　計

※「平成２８年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成２９年度末現在高」は当初予算額により算出しています。 
※千円未満の数値は、端数を調整しています。 
 

基 金 の 概 要 

＜一般会計＞ 
◆財政調整基金は、財源の調整のため、不足分を取り崩します。 
◆都市環境整備基金は、浄化槽整備事業費補助金に充てるため、取り崩します。 
◆都市計画事業基金は、都市計画道路３・４・６９号上矢島米岡線の整備に充てるため、取り崩します。 
◆公共施設整備基金は、赤レンガ倉庫の整備及び市野球場スコアボードの改修に充てるため、取り崩します。 
◆市民のもり等建設基金は、宮郷地区近隣公園の整備に充てるため、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＞ 

◆小型自動車競走事業運営基金は、ＪＫＡ交付金の猶予分返済のため、取り崩します。 
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１．福祉・地域医療の充実

★・・・新規事業 
☆・・・継続・拡充 

重 点 政 策 

  
 ☆ 福祉医療費支給対象者の追加 14,000千円 〔年金医療課〕 

    療育手帳の判定がＢ１に該当する人及び１８歳未満でＢ２に該当する人を、新たに福祉医 

    療費の支給対象者とします。（平成２９年１０月から開始） 

 
 ★ 骨髄移植ドナー支援事業助成金 280千円 〔健康づくり課〕 

    骨髄バンクに登録し、骨髄等の提供に同意したドナーに対し、骨髄等の提供のための通院 

    や入院等に要した日数に応じ、７日間を上限として、１日２万円を助成します。 

 

 ★ ロタウイルス胃腸炎予防ワクチン費用の助成 16,500千円 〔健康づくり課〕 

    主に乳幼児期の子供に感染し、急性胃腸炎を引き起こすロタウイルスに対するワクチンの 

    接種費用を、１人当たり１万５，０００円を上限として助成します。 

 

 ★ 子宮頸がん予防ワクチン接種後医療費等の助成 508千円 〔健康づくり課〕 

    子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた持続的な痛みやしびれなどの症状を有する人に対 

    し、医療費等を引き続き助成します。（平成２８年度補正予算対応済） 

 

 ★ ５歳児健康診査の実施 4,614千円 〔健康づくり課〕 

    ３歳児健診では明らかになりにくい発達上の特徴を早期に把握し、子育て支援につなげる 

    ため、満５歳児に対する健康診査を、幼稚園や保育施設を巡回し、試験的に実施します。 

 

 ★ 小学校入学準備金の支給 4,500千円 〔子育て支援課〕 

    ひとり親家庭等の児童の健全な育成のため、小学校に入学する予定の児童に対する入学準 

    備金を支給します。（平成２９年度入学児から開始、平成２８年度補正予算対応済） 

 

 ★ 放課後児童クラブの増設 50,131千円 〔子育て支援課〕 

    三郷小学校の敷地内に、直営の放課後児童クラブを新設します。また、赤堀南小学校区に 

    ある市有施設を改修し、新たな放課後児童クラブとして平成３０年度開設を目指します。 

   

 ☆ 保育士等の処遇改善 269,327千円 〔こども保育課〕 

    民間保育施設における保育士等の安定的な雇用の確保及び保育サービスの充実に向け、全 

    ての職員に対する２％の処遇改善等の実施とキャリアアップの支援を充実します。 

 

 ☆ 保育士加配事業費補助金の拡充 33,120千円 〔こども保育課〕 

    保育士不足対策として、保育士の配置基準を上回る配置を行う民間保育施設に対して、補 

    助金を増額します。 

 

 ★ 障害者センターの開所 9,935千円  〔障害福祉課〕 

    障害者の様々な相談や福祉サービスの計画づくり等を行う拠点とし、障害者やその家族が 

    集まりやすく、気軽に利用できる会議室や多目的スペース等を備えた施設を開所します。 

 

 ☆ 日常生活用具給付等事業 2,040千円 〔高齢政策課〕 

    ６５歳以上の高齢者に対して、日常生活の利便を図るため、シルバーカーや入浴用具等の 

    日常生活用具を給付します。 

 

 ★ 高性能ＭＲＩ等医療器械器具の整備 424,000千円 〔市民病院〕 

    患者のより細かな症状に応じた適切な医療の提供を図るため、３テスラ磁気共鳴装置など 

    の医療器械器具を整備します。 

 

 ★ 中央手術室増改築整備 150,000千円 〔市民病院〕 

    地域の中核病院として質の高い医療を提供できるよう、手術室内にＸ線透視装置を設置し 

    カテーテルによる心臓などの血管内治療機能と手術室機能を統合したハイブリッド化を目 

    指す手術室増改築工事を行います。 
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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、住民相互の絆を強めることを目的とした、全行政区 

   （１７０行政区）への備品購入費等の補助を引き続き実施します。 

 

 ☆ いせさきプレミアム付商品券発行事業の拡充 300,000千円 〔商工労働課〕 

     地域経済と商店街の活性化を図るため、プレミアム付商品券を発行します。平成２９年度 

    は販売総額を２億円から３億円に増額し実施します。     

 

 ☆ 住宅リフォーム助成事業の拡充 150,000千円  〔商工労働課〕 

    地元中小企業の活性化と居住環境の整備を促進するため、住宅リフォーム助成金を交付し 

    ます。平成２９年度は５，０００万円増額し、１億５，０００万円で実施します。 

 

 ☆ 赤レンガ倉庫の整備 254,082千円 〔文化観光課〕 

    境町駅前の赤レンガ倉庫を地域の活性化やまちづくりの拠点として活用するため、施設整 

    備を行います。 

 

 ☆ Ｍａｄｅ ｉｎ いせさき進化事業 2,000千円 〔企業誘致課〕 

    ご当地製品を基盤として、市内で生産されている加工食品やブランド野菜などを、大型商 

    業施設店との協働により、非常設の臨時アンテナショップを運営し、「Ｍａｄｅ ｉｎ 

    いせさき」の知名度向上を図ります。 

 

 ☆ 野菜王国・ぐんま総合対策事業費補助金 32,697千円 〔農政課〕 

    担い手が育つ収益性の高い野菜経営と活力ある野菜産地を実現するため、認定農業者や農 

    業協同組合等が取り組む機械・施設の整備を県と協調して実施します。  

 

 ☆ 伊勢崎駅前の賑わい創出 3,600千円 〔都市開発課〕 

    伊勢崎駅前インフォメーションセンターを中心に、四季に合わせた各種イベントを引き続 

    き開催し、本市の玄関口での賑わいを創出し、地域の活性化を図ります。平成２９年度は 

    （仮称）大手町パティオの完成に伴い、オープニングイベントを実施します。 

 

 ☆ 伊勢崎駅周辺の整備 1,361,379千円 〔都市開発課・市街地整備課〕 

    駅周辺第一・第二土地区画整理事業及び密集住宅市街地整備促進事業の推進により、伊勢 

    崎駅南北の都市基盤を整備し、居住環境の向上や潤いあるまちづくりを進めます。 

 

 ★ 田中町居住環境創造地区の整備 20,000千円 〔都市計画課〕 

    宮郷工業団地の整備にあわせて市街化区域に編入された田中町の道路等の整備を実施しま 

    す。 

 

 ☆ 保泉茂呂線の整備 45,700千円 〔都市計画課〕 

    境保泉地内における東毛広域幹線道路への接続道路を整備し、交通の円滑化を図ります。 
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３．安心、安全なまちづくり

 
 ☆ 第４期最終処分場の整備 1,022,360千円 〔環境政策課〕 

    清掃リサイクルセンター２１に隣接する取得済用地に第４期最終処分場として、埋立地建 

    設工事及び浸出水処理施設建設工事を平成２９・３０年度で実施します。 

 

 ☆ 空家等対策事業 11,890千円 〔環境保全課〕 

    市民の安心・安全な住環境の確保を目指し、所有者等の自発的な空家の除却を推進するた 

    め、空家等除却費補助金を交付します。また、地域の活性化のため、空家の利活用推進に 

    対し、空家等改修費補助金を交付します。 

 

 ☆ ＬＥＤ防犯灯の整備 34,000千円 〔安心安全課〕 

    防犯カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯４０基を含む４９０基を新規設置するとともに、既設の防犯 

    灯の維持管理を適切に行うことにより、電気料金の削減及び防犯対策の強化、地域環境の 

    改善を図ります。 
 

 ★ 洪水ハザードマップの更新 9,000千円 〔安心安全課〕 

    近年発生している台風や集中豪雨等の状況を踏まえ、浸水想定区域等の見直しを行い、洪 

    水ハザードマップを更新します。 
 

 ★ 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車の更新 62,000千円 〔警防課〕 

    市民の安心、安全を継続させるべく、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車を更新します。 

 

 ★ 木造住宅部分耐震改修及び耐震シェルター設置の補助  
                          1,000千円 〔建築指導課〕 

    県と協調し、耐震基準を満たしていない木造住宅の一部の補強や、１階に耐震シェルター 

    を設置するために要する費用を補助します。 

 

 ☆ あずま南小学校周辺の浸水対策の実施 77,100千円 〔下水道整備課〕 

    あずま南小学校周辺の浸水対策として、集中豪雨等による浸水被害を防止・軽減するため 

        に、雨水幹線を引き続き整備します。 

 

 ☆ 伊勢崎南部第三工業団地の道路冠水対策の実施 100,000千円 〔道路維持課〕 

    伊勢崎南部第三工業団地付近の道路冠水対策の３ヵ年事業の最終年度として、集中する雨 

    水を韮川へ放流する排水路の築造工事を実施します。 

 

 ★ 有害鳥獣対策 2,137千円 〔農政課〕 

    県、警察、農業協同組合、猟友会等と連携し、イノシシやシカ等の有害鳥獣に対応するた 

    めの有害鳥獣対策協議会により、市民の安心、安全及び農作物の被害の防止に努めます。 

 

 ☆ 上水道の整備 1,049,044千円 〔水道局工務課〕 

    安全で良質な水道水を安定的に供給するため、配水管の新設や老朽化した鋳鉄管を更新す 

    るとともに、波志江配水場の電気計装設備更新工事等を行います。 

 

 ☆ マンホールトイレの整備 8,320千円 〔下水道整備課〕 

    下水道総合地震対策計画に基づく減災対策として、地震等発生の際、避難所の生活排水環 

    境を確保するため、第三中学校にマンホールトイレを整備します。 

  
 ★ 市道における路面下空洞調査の実施 5,000千円 〔道路維持課〕  

    市道の路面下空洞調査を試験的に実施し、陥没する可能性のある箇所や規模を把握するこ 

    とにより陥没事故等に対する事前予防を図ります。                                                  
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４．教育・スポーツ・文化の振興

  

 ☆ 世界文化遺産の整備活用 73,996千円 〔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」の構成資産として、平成２６年６月に世界文化遺産に登録 

    された田島弥平旧宅とその周辺地域の環境整備を行い、地域の振興と来訪者へのおもてな 

    し事業を継続して行います。 

 

 ★ イングリッシュマガジンの活用 869千円 〔総務課（教育）〕 

    中学校及び四ツ葉学園中等教育学校において、外国語指導助手が四半期ごとにその時節柄 

    のニュースなどを英文で冊子にまとめたものを教材として活用し、英語に対する学習意欲 

    の向上を図ります。 

     

 ☆ 子ども日本語教室未来塾の実施 1,300千円 〔総務課（教育）〕 

    小・中学校の外国籍等児童生徒を対象とした日本語学習を支援することにより、語学力及 

    び学力の向上を継続して行います。 

 

 ★ 校務支援員の配置 10,701千円 〔学校教育課〕 

    教員の事務的負担の軽減や多忙感の解消及び子供と向き合う時間を確保するため、教員の 

    事務の一部を担う校務支援員を配置します。 

 

 ☆ 四ツ葉学園中等教育学校の整備 80,000千円 〔四ツ葉学園〕 

    生徒の安全で快適な学習環境を確保するため、体育館の外壁等改修工事を実施します。ま 

    た、老朽化している北・南校舎について外壁の劣化調査及び診断を行います。 

 

 ☆ 赤堀小学校整備事業 200,999千円 〔教育施設課〕 

    旧赤堀中学校の解体が終了したことにより、赤堀小・中学校用地の財産整理を行います。 

    また、現況道路に変わる道路の築造工事を実施します。 

 

 ☆ 臨海学校の整備 150,000千円 〔教育施設課〕 

    施設利用者の安全の確保を図るため、建物の改修工事を実施します。 

        

 ☆ 教育研究所の整備 50,000千円 〔学校教育課〕  

    安心安全な教育施設を維持するため、多目的ルーム及び本館トイレの耐震補強工事を実施 

    します。 

 

 ★ 宮郷公民館の整備 200,000千円 〔生涯学習課〕 

    生涯学習活動の拠点として、地域住民や利用者の安全確保と利便性の向上を目的に、宮郷 

    公民館の新築工事に着手します。平成２９年度は、建設用地取得及び造成工事、新築建物 

    の設計等を行います。 

 

 ☆ スポーツ施設の整備 460,000千円 〔スポーツ振興課〕 

    陸上競技場管理棟改修工事、陸上競技場第二種公認に向けた整備工事、市野球場スコアボ 

    ード改修工事、あずまウォーターランド空調機更新工事等を実施し、スポーツ施設の充実 

    を図ります。 

 

 ★ 文化会館の整備 139,677千円 〔文化観光課〕 

    小ホール舞台吊物機構の改修工事及び建物設備総合診断に基づき耐震補強工事等の大規模 

    改修のための実施設計を行います。 

 

 ☆ 学校給食調理場の整備 1,427,537千円 〔健康教育課〕 

    老朽化した第１調理場、赤堀調理場、あずま調理場を再編し、西小保方沼公園グラウンド 

    ゴルフ場の隣に、新たな学校給食調理場を平成２９・３０年度で建設します。 

 

12



５．行財政改革の推進

６．その他

  

 ★ ペイジー及びクレジット収納サービスの開始  

          7,068千円 〔納税課・国民健康保険課・年金医療課・介護保険課〕 

    金融機関等の窓口に出向くことなく、パソコン、スマートフォン、ＡＴＭから市税等を納 

    付できるペイジー及びクレジット収納サービスの開始により、市県民税・固定資産税・軽 

    自動車税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の納付を可能とし、納 

    税者の利便性向上を図ります。 

 

 ★ 会議録検索システムの導入 2,998千円 〔議会事務局〕 

    市民の議会への関心を高めるとともに議員の議会活動のさらなる支援を目的として、イン 

    ターネット上での議会の会議録検索システムを導入します。 

 

 ☆ ＩＣＴによる協働まちづくり事業の拡充 1,000千円 〔市民活動課〕 

    伊勢崎市ＩＣＴ推進基本計画に基づく情報交換システムの運営を継続し、ＮＰＯやボラン 

    ティア等の各種団体の連携を図るとともに、情報発信を行います。平成２９年度は、まち 

    づくりプロジェクトホームページをスマートフォン対応にすることで、アクセス環境の向 

    上を図ります。 

 

 ☆ 下水道事業の公営企業会計への移行 22,583千円 〔下水道管理課〕 

    計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に資する公営企業会計の適用に向け 

    て、固定資産台帳の整備や各種運用システムの構築に取り組み、平成３２年度からの企業 

    会計適用を目指します。 

 

 ☆ 水道事業会計経営戦略等策定 20,700千円 〔水道局総務課〕 

    水道事業を将来にわたって安定的に継続するための経営基盤強化を目指し、将来見通しを 

    踏まえた中長期的な投資・財政計画等を平成３０年度末までに策定します。 
 

 

  

《平成２８年度繰越事業》 
    

 ☆ 中学校トイレ改修の実施 1,062,586千円 〔教育施設課〕 

    国の補正予算に対応し、中学校のトイレ整備として、１０校の校舎と６校の体育館のトイ 

    レ洋式化など大規模な改修工事を実施することにより、学習の場、生活の場として快適な 

    環境づくりを図ります。 

 

 ★ 経済対策としての臨時福祉給付金の支給  561,939千円 〔社会福祉課〕 

    国の政策による臨時的給付措置として、低所得者に対する適切な配慮を図るための臨時福  

    祉給付金を支給します。 
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（１）地域行政対策事業　259,220千円 〔行政課〕
　・行政事務委託料（１７０行政区）　177,370千円
　・町内会議所建設費補助金　6,500千円
　☆地域コミュニティ活動事業補助金　51,000千円

　　　地域住民の連帯感の醸成を促進し、住民相互の絆を強めることを目的とし
　　　た、全行政区（１７０行政区）への備品購入費等の補助を引き続き実施

（２）災害対策事業　179千円 〔職員課〕
　・被災地への職員派遣

（３）防犯対策事業　113,413千円 〔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　27,867千円

　　　市内全域の防犯灯１０，８４０基をＬＥＤ灯に更新し、光熱水費などの効
　　　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　51,278千円 〔安心安全課〕
　★ハザードマップ作成業務委託　9,000千円

　　　近年発生している台風や集中豪雨等の状況を踏まえ、浸水想定区域等の見
　　　直しを行い、洪水ハザードマップを更新

　・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:三郷、宮郷、赤堀、東、境地区）

（１）地域振興事業　5,000千円 〔境支所庶務課〕

　・島村渡船フェスタ（５月開催予定）
　　　渡船の乗船をはじめ、カヌーの体験乗船や郷土芸能発表、魚のつかみどり
　　　など、自然のなかで楽しめるイベントを開催

（１）企画事業　11,322千円 〔企画調整課〕
　☆地域活性化人材育成事業補助金　3,000千円

　　　地域経済の振興や発展に寄与する人材育成を目的としたビジネススクール
　　　事業への補助

　☆婚活支援事業補助金　500千円
　　　定住人口の増加を図るため、婚活事業を実施する団体への補助
　☆上武絹の道運営協議会負担金　3,000千円

　　　「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産を中心とした関連７市町が、絹
　　　をテーマに観光振興に繋がる広域連携事業を実施する目的で設置した協議
　　　会への負担

（２）世界遺産活用事業　8,406千円 〔企画調整課〕
　☆田島弥平旧宅の周辺整備活用

　　　「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産として、平成２６年６月２１日
　　　に世界遺産登録された田島弥平旧宅の活用に向けて、周知・啓発を図ると
　　　ともに、周辺環境を整備し来訪者へのおもてなし事業を実施

（３）行政情報化推進事業　71,954千円 〔情報政策課〕
　☆行政ネットワーク強靭化事業　37,531千円

　　　個人番号制度の開始に伴い、行政ネットワークを分割し、外部からの不正
　　　アクセス等の防止を図るため、情報セキュリティを強化

★…新規　☆…継続・拡充

 総 務 部　事 業 概 要

 支 所　事 業 概 要

 企 画 部　事 業 概 要

主 要 事 業 
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（１）収納率向上対策事業　224,039千円 〔納税課〕
　★ペイジー及びクレジット収納サービスに係る収納手数料　5,051千円

　　　金融機関等の窓口に出向くことなく、パソコン、スマートフォン、ＡＴＭ
　　　から、市税等を納付できるペイジー及びクレジット収納サービスを開始

（１）旅券事務事業　5,633千円 〔市民課〕
　・本庁でのパスポートの申請受付・交付

（２）戸籍住民基本台帳事業　81,060千円 〔市民課〕
（３）市民サービスセンター事業　24,233千円 〔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）

（４）いせさき聖苑維持管理事業　88,908千円 〔市民課〕
（５）さかい聖苑維持管理事業　47,154千円 〔市民課〕
（６）絣の郷管理運営事業　32,467千円 〔市民活動課〕

　・市民交流館、円形交流館、スポーツ交流館の管理運営
（７）市民活動推進事業　2,708千円 〔市民活動課〕

　☆ＩＣＴによる協働まちづくり事業委託料　1,000千円
　　　伊勢崎市ＩＣＴ推進基本計画に基づく情報交換システムの運営を継続し、
　　　ＮＰＯやボランティア等の各種団体の連携を図るとともに、情報を発信。
　　　平成２９年度は、まちづくりプロジェクトホームページをスマートフォン
　　　対応にすることで、アクセス環境を向上
　・市民ボランティアフェスティバル開催委託料　400千円
　・協働まちづくり事業補助金　300千円

（８）都市地方連携推進事業　3,449千円 〔市民活動課〕
　・市民交流まつりの開催（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

（９）青少年対策事業　11,533千円 〔市民活動課〕

　・青少年対策推進事業委託料　3,018千円
　　　青少年育成推進員活動費ほか

（10）成人式開催事業　5,118千円 〔市民活動課〕
　・市内１３中学校区ごとの分散開催

（11）男女共同参画推進事業　3,480千円 〔人権課〕
　・男女共同参画セミナーの開催ほか

（12）人権啓発事業　19,989千円 〔人権課〕

　・人権法律行政相談を本庁・各支所で実施
　　　平成２８年度から本庁の弁護士を２人から３人へ増員

　・人権啓発フェスティバルinいせさきの開催
　★いじめ問題対策委員報酬　38千円
　　　いじめ問題再調査委員会の設置（医師、教育相談関係者、弁護士、学識経
　　　験者より構成。調査の結果について再調査を実施）

（13）国際交流事業　4,790千円 〔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
　　　訪問団の受入、国際交流のつどい開催ほか

（14）国際化事業　888千円 〔国際課〕
　★多文化共生講演会・シンポジウムの開催

　　　日本人と定住化する外国人が共生できる地域社会の構築に必要な取組みや
　　　課題を共有し、課題解決に向けて考えるために開催

（15）外国人相談窓口事業　5,452千円 〔国際課〕
　・外国人相談を実施
　・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

 財 政 部　事 業 概 要

 市 民 部　事 業 概 要

15



（１）清掃企画総務費　74,951千円 〔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　72,798千円
　　  環境行政に関する事務協力及び環境保全活動の推進を図るため、各行政区
　　　に委託

（２）廃棄物処理推進事業　107,503千円 〔環境政策課〕
　・町内資源回収、集団回収奨励金　39,000千円
　☆リユース食器貸出事業　290千円
　　　ごみの削減とリユース意識の普及啓発を図るため、イベントを開催する団
　　　体にリユース食器を貸し出し
　★ごみステーション防犯カメラ設置　925千円
　　　各町内に設置してあるごみステーションにおけるマナー向上を図るため、
　　　試験的に防犯カメラを設置
　・生ごみ処理器、枝葉破砕機購入費助成金　1,400千円

（３）ごみ収集事業　481,000千円 〔環境政策課〕

　・ペットボトル収集運搬処理業務委託料　11,000千円
　　　（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　470,000千円
　　　（可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチックごみ等）

（４）ごみ処理施設維持管理事業　969,369千円 〔環境政策課〕

　★工事費　18,000千円
　　　第２期最終処分場跡地ソフトボール場防球ネット設置工事ほか

（５）茂呂クリーンセンター維持管理事業　239,055千円 〔環境政策課〕
　☆汚泥圧送管設置工事　27,000千円

（６）最終処分場整備事業　1,022,360千円 〔環境政策課〕

　☆清掃リサイクルセンター２１第４期最終処分場の埋立地建設及び浸出水処理
　　施設建設工事
　　平成３０年度までの２ヵ年事業（債務負担行為）

（７）環境対策事業　58,630千円 〔環境保全課〕

　☆住宅用太陽光発電システム設置費補助金　20,000千円
　　　１Kw当たり２万円を補助（上限４万円）５００件分
　☆ぐんま緑の県民基金事業補助金　743千円
　　  群馬県が導入した「ぐんま緑の県民税」を財源として、森林整備などに取
　　　り組むボランティア団体等に補助金を交付し、活動を支援

（８）空家等対策事業　11,890千円 〔環境保全課〕
　★空家等除却費補助金　7,500千円

　　　空家所有者の適正管理の促進を図るため、除却（解体）工事に係る費用の
　　　一部について補助（補助上限額５０万円）

　★空家等改修費補助金　2,500千円

　　　空家を地域の活性化に資する用途に活用するため、改修工事に係る費用の
　　　一部について補助（補助上限額２５０万円）

（９）交通対策事業　30,615千円 〔交通政策課〕
　☆スケアード・ストレイト方式による自転車交通安全教室　1,512千円

　　　交通ルールやマナーの向上を図るため、スタントマンによるスケアード・
　　　ストレイト方式の自転車交通安全教室を市内中学校で実施
　　　＜スケアード・ストレイト方式＞
　　　　恐怖を実感することで、それにつながる危険行為を未然に防ぐ教育方法

（10）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を含む）

　　　＜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
      　平成２９年度は坂東小学校周辺を予定

　・区画線、道路反射鏡、視線誘導標などの整備
（11）コミュニティバス運行事業　240,971千円 〔交通政策課〕

　・バリアフリーのコミュニティバス「あおぞら」の運行
（12）放置自転車等及び放置自動車対策事業　12,756千円 〔交通政策課〕

　・駅駐輪場の整理や放置自転車等の移動、保管等を実施
　★国定駅南口西駐輪場測量業務委託料　2,000千円
　　　駅利用者の利便性の向上と駅周辺の環境美化及び防犯対策の観点において
　　　駅南口の西側に駐輪場を整備

 環 境 部　事 業 概 要
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（１）福祉医療費　1,982,825千円 〔年金医療課〕
　・福祉医療費助成金　1,945,490千円
　  　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
　★療育手帳の判定がＢ１に該当する人及び１８歳未満でＢ２に該当する人を
　　新たに対象に追加　14,000千円

（２）後期高齢者医療事業　1,602,566千円 〔年金医療課〕
  ・療養給付費負担金

（３）後期高齢者健診事業　162,136千円 〔年金医療課〕
　・後期高齢者健診委託料　138,097千円
　・人間ドック検診費補助金　21,589千円

（４）保健衛生事業　10,369千円 〔健康づくり課〕

　・看護師養成機関補助、公衆衛生活動費補助ほか
　★骨髄移植ドナー支援事業助成金　280千円
　　　骨髄バンクに登録し、骨髄等の提供に同意したドナーに対し、骨髄等の提
　　　供のための通院や入院等に要した日数に応じ、７日間を上限として１日
　　　２０，０００円を助成

（５）病院・休日夜間診療事業費　87,970千円 〔健康づくり課〕

　・救急医療体制・小児救急医療体制の充実
（６）感染症予防事業　493,595千円 〔健康づくり課〕

　・予防接種委託料　480,000千円
　　　定期予防接種の実施（インフルエンザ・日本脳炎・麻しん・風しんほか）
　　　★ロタウイルス胃腸炎予防ワクチン費用の助成　16,500千円
　　　　　主に乳幼児期の子供に感染し、急性胃腸炎を引き起こすロタウイルス
　　　　　に対するワクチンの接種費用を、１人当たり１５，０００円を上限と
　　　　　して助成
　・予防接種スケジュール管理等システム委託料　1,271千円
　　　子供の予防接種の予定や子育て情報をメール配信
　　（ワクチン＆子育てナビ）

　★子宮頸がん予防ワクチン接種後医療費等助成金　508千円
　　　子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた持続的な痛みやしびれなどの症状
　　　を有する人に対し、医療費等を引き続き助成

（７）結核予防事業　29,764千円 〔健康づくり課〕

　・胸部レントゲン撮影ほか
（８）精神保健事業　2,427千円 〔健康づくり課〕

　・こころの健康づくり講演会の開催ほか
（９）疾病予防対策事業（健康）　361,176千円 〔健康づくり課〕

　・がん検診委託料　250,000千円
　　　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）
　・健康づくり検査等委託料　62,000千円

（10）健康づくり推進事業　11,459千円 〔健康づくり課〕

（11）母子保健事業　267,081千円 〔健康づくり課〕

　★５歳児健康診査の実施　4,614千円
　　　３歳児健診では明らかになりにくい発達上の特徴を早期に把握し、子育て
　　　支援につなげるため、満５歳児に対する健康診査を、幼稚園や保育施設を
　　　巡回し、試験的に実施
　・妊婦健康診査委託料（１４回分）　164,288千円
　　　超音波エコーの実施
　・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　4,217千円
　　　妊婦を対象とした歯科健康診査を産前に１回実施
　・新生児聴力検査委託料　4,200千円
　・新生児聴力検査市外受診者補給金　1,000千円

　　　聴力障害の早期発見、適切な治療と援助を開始することにつなげるため、
　　　新生児期に聴力検査を実施

　・発達相談委託料　672千円
　　　ことばの相談、遊びの教室の実施
　・不妊治療費助成金　28,000千円

　　　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）

 健 康 推 進 部　事 業 概 要
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　・不育症治療費助成金　1,000千円
　　　不育症と診断された夫婦に対して、検査及び治療費の一部助成を実施

　・養育医療費　16,992千円
　　　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

（12）保健センター維持管理事業　28,071千円 〔健康づくり課〕

（13）保健体育運営事業　46,115千円 〔スポーツ振興課〕

　・各種スポーツ大会の実施
（14）体育施設管理運営事業　339,722千円 〔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

　★マラソンコース公認更新検定業務委託料　1,944千円
　　（平成２９年６月３０日に公認期間満了）

（15）体育施設整備事業　475,860千円【合併特例事業】 〔スポーツ振興課〕

　★市野球場スコアボード改修工事実施設計業務委託料　4,860千円
　☆スポーツ施設の整備に関する工事費　460,000千円

（１）生活困窮者自立支援運営事業　28,635千円 〔社会福祉課〕
　・住居確保給付金　8,719千円
　　　離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の給付を実施
　☆就労準備支援事業等運営委託料　13,000千円

　　　生活困窮者のうち、就労が困難な人に対して、生活指導、基礎能力の習得、
　　　就労体験を通じ、一般就労に就くための支援を実施

（２）生活保護費　2,360,000千円 〔社会福祉課〕
　・生活保護費の支給

（３）児童福祉対策事業　62,282千円 〔子育て支援課〕

　・児童福祉手当給付費　57,312千円
　　　（障害児、交通遺児、母子・父子家庭、養育者）

　★小学校入学準備金　4,500千円

　　　ひとり親家庭等の児童の健全な育成のため、平成３０年度に小学校に入学
　　　する予定の児童に対する入学準備金を支給

（４）児童扶養手当給付事業　936,254千円 〔子育て支援課〕

　・児童扶養手当給付費　933,837千円
　　　母子・父子家庭の生活の安定、自立の促進
　　　第２子、第３子以降加算を拡充
　　　（第２子加算額最大１０，０００円、第３子加算額最大６，０００円）

（５）児童手当等給付事業　3,849,444千円 〔子育て支援課〕

　・児童手当給付費　3,844,545千円
　　　３歳未満及び第３子以降の小学生以下の子供
　　　　　　　　　　　　　　　　１人当たり月額１５，０００円を支給
　　　３歳以上中学校修了前の子供１人当たり月額１０，０００円を支給
　　　　　※所得制限超過者へは子供１人当たり月額５，０００円を支給

（６）児童厚生施設管理運営事業　301,970千円 〔子育て支援課〕

　【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

　★境児童センターエアコン設置工事ほか　19,000千円
　・修繕料　3,700千円（児童センター機械室両開きドア修繕ほか）

（７）放課後児童健全育成事業　470,430千円 〔子育て支援課〕

　★放課後児童クラブの増設　50,131千円
　　三郷小学校の敷地内に、直営の放課後児童クラブを新設、また、赤掘南小学
　　校区にある市有施設を改修し、新たな放課後児童クラブとして平成３０年度
　　に開設予定
　・公設民営放課後児童クラブ管理運営委託料　39,138千円
　　　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　275,102千円
　　　民設児童クラブ全４７クラブへの委託

　☆放課後児童健全育成事業費補助金　27,712千円

　・放課後児童クラブ利用者助成金　7,500千円
　　　民設利用者に対し直接補助
　　　非課税世帯　５，０００円/月
　　　均等割のみ課税世帯　２，５００円/月

 福 祉 こ ど も 部　事 業 概 要
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（８）☆こども発達支援センター管理運営事業　85,753千円 〔子育て支援課〕

　【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・障害への支援）
　　発達支援事業（対象児童の通所訓練など）

　　平成２９年度から土曜日も開所
（９）公立保育施設管理運営事業　239,288千円 〔こども保育課〕

　・公立保育所　５施設　定員４２０人
（10）民間保育施設対策事業　5,373,598千円 〔こども保育課〕

　・私立保育園　３２施設　定員３，９５５人
　・認定こども園　１１施設　定員１，２２３人
　・民間保育施設保育運営委託料　5,264,943千円
　☆保育士等の処遇改善　269,327千円
　　　民間保育施設における保育士等の安定的な雇用の確保及び保育サービスの
　　　充実を図るため、全ての職員に対して２％（月６，０００円程度）の処遇
　　　改善等を実施。また、キャリアアップの支援を充実
　☆保育士加配事業費補助金　33,120千円
      保育士不足対策として、保育士の配置基準を上回る配置を行う民間保育施
　　　設に対して、補助するもの
　　　補助基準額を月６０，０００円から月１２０，０００円に増額

（11）特別保育事業　309,454千円 〔こども保育課〕

　・地域子育て支援拠点事業委託料　41,979千円　（６施設）
　・保育充実促進費補助金　124,914千円
　・障害児保育充実費補助金　17,721千円　（２２施設）
　・一時預かり事業補助金　33,987千円　（２２施設）
　・保育所乳児受入支援事業補助金　12,960千円
　・延長保育事業補助金　47,723千円
　・病児保育事業補助金　30,170千円

（12）民間保育所施設整備事業　167,395千円 〔こども保育課〕

　・保育所等緊急整備事業費補助金　159,948千円
　　（あけぼの保育園改築事業、ひまわり保育園大規模修繕事業、
　　　すみれ保育園大規模修繕事業、かしま保育園大規模修繕事業）
　・子育て環境づくり推進補助金　7,447千円
　　（大林寺保育園小規模修繕事業、西園こども園小規模修繕事業）

（13）障害者福祉管理事業　5,527千円 〔障害福祉課〕
　★卓上型対話支援システム　250千円
　　　難聴者等への窓口対応のための支援機器の導入

（14）福祉作業所管理運営事業　95,608千円 〔障害福祉課〕
　★設計等業務委託料　4,700千円
　　　伊勢崎市デイサービスセンター建築設計業務委託料
　　　現在の施設が手狭なため、とねの家跡地に新たな建物を建設
　　　（平成２９年度～３１年度の３カ年事業）
　★工事費　1,728千円
　　　旧とねの家解体工事

（15）★障害者センター管理運営事業　9,935千円 〔障害福祉課〕
　障害者の様々な相談や福祉サービスの計画づくりなどを行う拠点とし、障害者
　やその家族が集まりやすく、気軽に利用できる会議室や多目的スペース等を備
　えた施設を開所

（16）自立支援給付事業　2,073,951千円 〔障害福祉課〕
　・介護給付費・訓練等給付費　1,950,000千円
　・補装具費　45,000千円
　・相談支援給付費　25,000千円

（17）自立支援医療給付事業　171,934千円 〔障害福祉課〕
（18）地域生活支援事業　433,875千円 〔障害福祉課〕
（19）障害児福祉事業　485,025千円 〔障害福祉課〕

　・障害児通所給付費　470,000千円
　・障害児相談支援給付費　14,301千円

（１）高齢者保護措置事業　110,046千円 〔高齢政策課〕
　・老人保護措置委託料 109,512千円（老人ホームに措置する委託料）

（２）生きがい対策事業　74,325千円 〔高齢政策課〕
　・敬老行事委託料 48,000千円（1,200円×40,000人）

 長 寿 社 会 部　事 業 概 要
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（３）特別養護老人ホーム等建設費補助事業　19,161千円 〔高齢政策課〕
　☆特別養護老人ホーム等建設費補助金　4,007千円
　・養護老人ホーム建設費借入金償還金補助金　5,000千円

（４）在宅サービス事業　122,248千円 〔高齢政策課〕
　・緊急通報装置設置委託料　22,836千円
　・在宅寝たきり等高齢者紙おむつ等支給事業委託料　20,000千円
　・家族介護慰労金　31,200千円
　☆日常生活用具給付等事業費　2,040千円
　　　６５歳以上の高齢者に対して日常生活の利便を図るため、シルバーカーや
　　　入浴用具等の日常生活用具を給付

（５）高齢者福祉施設管理運営事業　284,202千円 〔高齢政策課〕
　・ふくしプラザ運営事業　128,119千円
　・ふれあいセンター運営事業　64,555千円
　・老人いこいの家運営事業　10,902千円
　・みやまセンター運営事業　31,447千円
　・高齢者生きがいセンター運営事業　4,782千円
　・境地域福祉センター運営事業　20,789千円
　・境社会福祉センター運営事業　21,655千円

（６）介護保険対策事業　7,734千円 〔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、その家族に対し介護支援金
　　　３０，０００円を支給

（１）勤労者融資事業　83,252千円 〔商工労働課〕
　・勤労者住宅資金融資預託金　8,000千円
　・勤労者生活資金融資預託金　75,252千円

（２）雇用対策事業　44,441千円 〔商工労働課〕
　・雇用調整助成金　5,000千円

（３）市民プラザ管理運営事業　78,202千円 〔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　17,833千円 〔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　374,418千円 〔商工労働課〕

　☆いせさきプレミアム付商品券発行事業　342,378千円
　　販売総額 300,000千円
　（プレミアム率１０％：プレミアム分30,000千円）
　・境にぎわい市運営業務委託料　277千円（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　1,100千円

（６）中小企業振興対策事業　161,406千円 〔商工労働課〕
　☆住宅リフォーム助成事業　153,922千円
　　　緊急経済対策の一環として平成２４年度から６年目の実施
　・住宅リフォーム助成金　150,000千円

（７）金融対策事業　2,239,454千円 〔商工労働課〕
　・中小企業季節資金融資預託金　1,100,000千円
　・中小企業活性化資金融資預託金　1,053,390千円
　・小口資金融資保証料補助金　35,898千円

（８）企業誘致事業　62,229千円 〔企業誘致課〕
　☆企業立地促進奨励金　37,100千円
  ☆Made in いせさき進化事業　2,000千円
　　　「Made in いせさき･地域ブランド研究会」による、本市のブランド力を
　　　高めるための手法や製品の研究等を通して、ご当地製品を基盤として市内
　　　で生産されている加工食品やブランド野菜等、「Made in いせさき」の知
　　　名度向上を図る

（９）農業総務管理事業　8,682千円 〔農政課〕
　★有害鳥獣対策　2,137千円

　　　イノシシやシカ等の有害鳥獣に対応するため、県、警察、農業協同組合、
　　　猟友会等で構成された有害鳥獣対策協議会により、市民の安全や農作物の
　　　被害防止を図る

（10）都市地方連携推進事業　523千円 〔農政課〕
　・寺泊の子供達との交流事業（ミニトマト、とうもろこしなどの収穫体験）
　　　※市民活動課に同事業あり

 経 済 部　事 業 概 要
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（11）地域農業担い手育成対策事業　14,487千円 〔農政課〕

　・農用地利用集積化・規模拡大の促進や認定農業者の規模拡大支援、地域特産
　　物の育成支援、将来の地域農業担い手の確保・育成ほか

（12）園芸振興対策事業　39,047千円 〔農政課〕
　・園芸施設、野菜生産施設の整備支援ほか
　☆野菜王国・ぐんま総合対策事業費補助金（県単）　32,697千円

　　　収益性の高い野菜経営と活力ある野菜産地を実現するため、県と協調して
　　　認定農業者や農業協同組合等が取り組む機械や施設の整備を実施

　・生物農薬導入費助成金　2,000千円
　　　農作物の安定供給の推進として病害虫による農作物被害対策として生物農
　　　薬の導入費を助成

（13）人・農地総合対策事業　14,547千円 〔農政課〕
　・後継者不足等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　14,500千円

（14）農地集積・集約化対策事業　12,763千円 〔農政課〕
　・農地中間管理機構に指定を受けた公益財団法人群馬県農業公社に農地を貸し
　　付けた個人等を支援し、規模拡大を目的とした担い手への農地集積・集約の
　　加速化を支援
　・機構集積協力金　10,907千円

（15）畜産振興対策事業　11,816千円 〔農政課〕
　・家畜の導入・改良、環境衛生の改善、生産基盤の確保対策ほか

（16）林業振興対策事業　5,446千円 〔農政課〕

　・特用林産物生産活力アップ事業費補助金　5,446千円
　　　しいたけ等特用林産物の生産・出荷施設等の近代化を図るために必要な機
　　　械・設備等整備費への補助金

（17）農村総合整備事業　161,830千円 〔土地改良課〕
　・農道及び老朽化した用排水路の改修ほか
　・坂東大堰地区集落基盤整備事業負担金　13,582千円
　・水利施設整備事業大正用水２期地区負担金　15,077千円
　・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
　・多面的機能支払交付金　38,039千円
　　　農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動
　　　を支援

（18）県営小此木地区土地改良事業　22,700千円 〔土地改良課〕
　　道排水路工事及び付帯工事の実施（平成２８年度区画整理工事終了）

（19）境下武士地区土地改良事業　23,700千円 〔土地改良課〕
　　区画整理工事の実施（12.6ha）

（20）（仮称）県営境小此木東部地区土地改良事業　1,900千円 〔土地改良課〕
　　事業化に向けた土地基盤整備調査等の実施

（21）文化会館管理運営事業　507,849千円 〔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

　【伊勢崎市文化会館】
　　★文化会館耐震補強設計等業務委託料　99,684千円【合併特例事業】
　　　耐震工事等の大規模改修のための実施設計

　　☆小ホール舞台吊物機構改修工事 39,993千円（全５期中４・５期目）

　【赤堀芸術文化プラザ】
　　★公共下水道切替工事　15,153千円

　【境総合文化センター】
　　★大会議室、工作実習室空調設備改修工事　11,700千円【合併特例事業】

（22）観光事業　125,777千円 〔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　7,675千円
　　　世界遺産、田島弥平旧宅観光のための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　10,000千円
　・伊勢崎市観光物産協会補助金　8,827千円
　・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
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（23）華蔵寺公園遊園地管理運営事業　70,925千円 〔文化観光課〕
　・遊器具の整備

　☆華蔵寺公園遊園地遊器具リース料　31,558千円
　　　シューティングライド型遊具（平成３３年度までの債務負担）

（24）文化振興事業　292,172千円 〔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業務委託料　20,000千円

　☆赤レンガ倉庫施設整備事業　263,976千円
　　　境町駅前の赤レンガ倉庫を地域の活性化やまちづくりの拠点として活用す
　　　るための施設整備
　　　・赤レンガ倉庫改修工事・外構工事ほか　254,082千円

（１）生活道路整備事業　188,500千円 〔土木課〕
　・各地域の生活道路整備
　・流通団地西交差点整備（市道伊５-１８７号線外１路線）
　・今井交差点整備（市道赤１０６号線）

（２）市道（赤）１１２号線道路整備事業（市場町地内）　60,300千円【合併特例事業】 〔土木課〕

　全事業計画延長１，２００ｍ
　☆道路改良工事４８６ｍ、土地購入及び物件移転補償

（３）外環状道路整備事業（境上渕名地内）　75,200千円【合併特例事業】 〔土木課〕

　第一期事業計画延長９６０ｍ（あずま地区１２０ｍ、境地区８４０ｍ）
　☆橋梁設計業務委託料、道路改良工事、物件移転補償

（４）市道（赤）３-２０２号線道路整備事業（赤堀鹿島町地内）　40,300千円 〔土木課〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【合併特例事業】

　全事業計画延長３００ｍ
　☆工事、土地購入及び物件移転補償

（５）市道（赤）１０８号線道路整備事業（下触町地内）　29,800千円【合併特例事業】 〔土木課〕

　全事業計画延長２００ｍ
　☆設計等業務委託、土地購入、物件移転補償

（６）市道（境）１１５号線道路整備事業　20,000千円

　全事業計画延長 １，３００ｍ
　★測量等業務委託料

（７）道路維持事業　545,800千円 〔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
　★路面下空洞調査業務委託料 5,000千円

（８）橋りょう維持事業　238,233千円【合併特例事業】 〔道路維持課〕

　☆橋りょう長寿命化修繕計画変更業務委託料　12,500千円（１５ｍ以上）
　・橋りょう点検業務委託料　37,700千円
　・橋りょう補修設計業務委託料　36,900千円（華蔵寺橋外５橋）
　・橋りょう補修工事　148,500千円（競運橋外１橋）

（９）治水対策事業　128,608千円 〔道路維持課〕
　☆伊勢崎南部第三工業団地道路冠水対策排水路築造工事　100,000千円

（10）建築指導運営事業　28,784千円 〔建築指導課〕

　★木造住宅部分耐震改修費補助金  400千円
　　　居間、寝室などの住宅の一部を補強する工事費の２分の１、２０万円を限
　　　度に補助）

　★耐震シェルター設置費補助金  600千円
　　　木造住宅の１階に設置する工事費の３分の２、２０万円を限度に補助）

（11）公営住宅管理事業　138,916千円 〔住宅課〕
　・市営住宅の維持管理、修繕、工事ほか

（12）公営住宅ストック改善事業　199,742千円 〔建築課〕
　・長寿命化計画に基づく空住戸の改善や外壁、給排水施設等の改修

（13）茂呂住宅建設事業（新栄町地内）　17,248千円 〔建築課〕
　・茂呂住宅設計（Ｉ・Ｊ棟）及び解体整地工事

（１）★田中町居住環境創造地区整備事業　20,000千円 〔都市計画課〕

　　平成２５年度市街化区域に編入。伊勢崎宮郷工業団地の整備にあわせ宅地の
　　供給元として地区整備計画に基づいた道路等公共施設の整備を実施

 建 設 部　事 業 概 要

 都 市 計 画 部　事 業 概 要
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（２）都市計画管理事業　20,173千円 〔都市計画課〕

　☆立地適正化計画策定業務委託料　12,500千円
　　　住宅や都市機能のまとまりのある誘導を図り、持続可能なまちづくりを
　　　推進するための立地適正化計画を策定

（３）県営事業負担金　88,000千円 〔都市計画課〕
　☆都市計画道路３・４・６９号上矢島米岡線県営事業負担金　88,000千円
　　　県施行の都市計画道路整備事業における負担金

（４）☆都市計画道路３・４・７１号道路改良事業（境保泉工区） 〔都市計画課〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,700千円【合併特例事業】

　全事業計画延長２００ｍ
　用地買収・物件移転補償等

（５）★都市計画道路３・４・７号伊勢崎駅北口線用地等管理事業　22,000千円 〔都市計画課〕
　・事業用地の一部を先行取得し、舗装工事等の維持管理整備を実施

（６）公園維持管理事業　504,173千円 〔公園緑地課〕
　・安心・安全で快適な利用を提供するための公園の維持管理及び施設改修

（７）公園整備事業　92,350千円 〔公園緑地課〕

　★工事費　90,000千円
　　　宮郷工業団地内の近隣公園整備に係る工事

（８）土地区画整理事業　420,238千円 〔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） 8,664千円
　・茂呂第一土地区画整理事業（南千木町地内ほか） 246,874千円
　・東部第二土地区画整理事業（下植木町地内ほか） 64,700千円
（組合施行分）
　・茂呂第二土地区画整理事業（南千木町地内ほか） 100,000千円

（９）浄化槽設置整備事業　73,795千円 〔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　14,419千円 〔都市開発課〕
　☆伊勢崎駅前インフォメーションセンターイベント委託料　3,600千円
　　　【伊勢崎の四季・まちなか賑わい創出事業】
　　　　★（仮称）大手町パティオオープニングイベントの実施
　　　　駅前インフォメーションセンターを中心に、まちなか子ども絵画展、
　　　　まちなか高校生フェスタ、まちなかイルミネーション、まちなか華
　　　　（はな）フェスタを開催

（２）密集住宅市街地整備促進事業（大手町地内） 135,017千円 〔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）駅周辺第一土地区画整理事業（大手町地内ほか） 938,430千円 〔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
（４）駅周辺第二土地区画整理事業（喜多町地内ほか） 287,932千円 〔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　173,826千円 〔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　72,397千円【合併特例事業】 〔総務課（消防）〕

　☆消防救急デジタル無線受令機等整備　7,695千円
　・消防団消防ポンプ自動車購入（２台） 44,000千円

（３）消防車輌等整備事業　62,266千円【合併特例事業】 〔警防課〕
　★災害対応特殊化学消防ポンプ自動車 62,000千円

（４）消防水利整備事業　21,226千円 〔警防課〕
　・耐震性貯水槽の設置、防火水槽の解体撤去

（１）議会運営事業　46,039千円 〔議会事務局〕

　・議会インターネット中継配信業務委託料　2,074千円
　　　議場で行われる本会議の生中継及び録画映像をインターネットで配信

　★会議録検索システム業務委託料　2,998千円
　　　インターネット上での議会の会議録検索システムを導入

 中 心 市 街 地 整 備 事 務 所　事 業 概 要

 消 防 本 部　事 業 概 要

 議 会 事 務 局　事 業 概 要
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（１）教育委員会管理運営事業　159,148千円 〔総務課（教育）〕

　★イングリッシュマガジン印刷製本代　869千円

　　　外国語指導助手が時節柄のニュースを英文で作成し冊子としてまとめたも
　　　のを学習教材として活用

　☆子ども日本語教室未来塾業務委託料　1,300千円
　　　外国籍等児童生徒を対象に日本語学習を支援
　☆グローバル人材育成奨励金　11,250千円
　　　中学生海外語学研修７０人、ミズーリ州立大学等への留学５人

（２）臨海学校施設改修事業　150,213千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕
　☆臨海学校施設改修工事　150,000千円

（３）小学校施設管理事業　202,382千円 〔教育施設課〕
　★工事費　80,000千円
　　　坂東小学校受変電設備等改修工事ほか

（４）小学校空調設備整備事業　11,000千円 〔教育施設課〕
　★小学校管理諸室空調設備更新工事実施設計業務委託

（５）赤堀小学校整備事業　 200,999千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★旧赤堀中学校解体終了に伴う赤堀小・中学校用地の財産整理及び現況道路に
　　変わる道路の築造工事

（６）小学校教育施設振興事業　198,250千円 〔教育施設課〕
　☆北小学校外校務支援システムリース料（全２３校）　10,105千円

　　　学校間をネットワークで結び、職員相互の情報共有化及び児童生徒情報の
　　　セキュリティ等の適正管理を図るための校務支援システムのリース

（７）名和小学校プール改築事業　160,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕
　☆名和小学校プール改築工事　160,000千円

（８）あずま小学校プール改築事業　5,500千円 〔教育施設課〕
　★あずま小学校プール改築工事実施設計業務委託　5,500千円

（９）中学校施設管理事業　176,249千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕
　★工事費　110,000千円
 　　 境南中学校校庭整備工事ほか

（10）中学校空調設備整備事業　4,000千円 〔教育施設課〕
　★中学校管理諸室空調設備更新工事実施設計業務委託

（11）中学校教育施設振興事業　100,502千円 〔教育施設課〕
　☆第一中学校外校務支援システムリース料（全１１校）　4,832千円

（12）公立学校運営事業　2,504千円 〔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）

（13）教育指導事業　254,241千円 〔学校教育課〕

　★教員の事務的負担の軽減や多忙感の解消及び子どもと向き合う時間を確保す
　　るため、教員の事務の一部を担う校務支援員を配置

　★いじめ問題対策委員報酬　85千円
　　　いじめ問題対策連絡協議会（民生児童委員、子ども会育成会、市Ｐ連等の
　　　代表者により構成。いじめ問題について対策等を協議する機関）

　　　いじめ問題調査委員会（弁護士、医師、心理士、学識経験者等により構成。
　　　重大事態発生のとき調査を行う機関）

（14）外国語指導助手配置事業　83,186千円 〔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

（15）教育研究所管理運営事業　91,484千円【合併特例事業】 〔学校教育課〕
　☆多目的ルーム及び本館トイレ耐震補強工事　50,000千円

（16）小学校教育振興事業　82,516千円 〔学校教育課〕
　☆要保護及び準要保護児童援助費　54,282千円
　　　経済的理由により就学させることが困難な家庭を対象に、就学費用を援助

（17）中学校教育振興事業　77,786千円 〔学校教育課〕
　☆要保護及び準要保護生徒援助費　53,668千円

（18）幼稚園運営事業　211,977千円 〔学校教育課〕
　★市立幼稚園３年保育の実施
　　　低年齢児の就園ニーズを考慮し、第一・名和・あかぼりの３園で３年保育
　　　を先行的に実施
　☆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
　☆一時預かり事業（幼稚園型）補助金

 教 育 部　事 業 概 要
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（19）中等教育学校管理運営事業（前期課程）　9,347千円 〔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）

（20）中等教育学校管理運営事業（後期課程）　137,558千円 〔四ツ葉学園〕
　★市有施設劣化調査業務委託　3,500千円
　　　北・南校舎について、外壁タイル等の劣化調査及び診断
　☆体育館外壁等改修工事　76,500千円

（21）社会教育事業　12,006千円 〔生涯学習課〕
　☆放課後子ども教室関連事業費　3,249千円

（22）あずまホール管理運営事業　28,680千円 〔生涯学習課〕
　★工事費　20,000千円
　　　あずまホール調光装置更新工事ほか

（23）生涯学習推進事業　9,134千円 〔生涯学習課〕
　☆ものづくり・ビジネス体験事業委託　648千円

（24）★宮郷公民館整備事業　200,000千円【合併特例事業】 〔生涯学習課〕

　・設計等業務委託　18,318千円
　　　新築工事設計業務委託、造成工事設計業務委託
　・建設用地造成工事　96,549千円
　・建設用地取得費　77,787千円

（25）図書館管理運営事業　162,368千円 〔図書館課〕
　読書まつりやいせさき街角文庫などの実施により、読書の街いせさきを推進

（26）文化財保存事業　19,713千円 〔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
（27）史跡女堀保存整備活用事業　15,230千円 〔文化財保護課〕

　赤堀花しょうぶ園として遺構が活用されている国指定史跡女堀の調査及び追加
　指定地の公有化を実施

（28）田島弥平旧宅整備活用事業　57,915千円 〔文化財保護課〕

　平成２４年９月に国史跡に指定され、平成２６年６月に「富岡製糸場と絹産業
　遺産群」の構成資産として世界遺産登録された田島弥平旧宅の保存・整備・活
　用事業を実施

（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）
　　　伊勢崎市文化会館ほか４０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）
　・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

　★納税者の利便性向上を目的として、市税等の納付に際し、ペイジー及びクレ
　　ジット収納サービスを開始

（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

（４）証明書コンビニサービスの継続実施 〔情報政策課ほか〕

　☆市民の利便性向上を目的として、個人番号カードを利用した各種証明書のコ
　　ンビニ交付サービスの継続実施

（１）オートレース事業 〔事業課〕
【本場開催８８日（ナイター開催３２日）・場外開催２５７日】

（１）給食センター整備事業　1,427,537千円 〔健康教育課〕
　★（仮称）新学校給食調理場建設工事

　　　老朽化した第１調理場、赤堀調理場、あずま調理場を再編し、西小保方沼
　　　公園グラウンドゴルフ場の隣に、新たな学校給食調理場を建設

 複数課・その他　事 業 概 要

 特 別 会 計　事 業 概 要

小型自動車競走事業費特別会計

学校給食センター事業費特別会計
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（１）国保管理運営事業　100,333千円 〔国民健康保険課〕

　★電算システム改修委託料　10,824千円
　　平成３０年度からの都道府県化に伴うシステム改修

（２）特定健康診査等事業　187,193千円 〔国民健康保険課〕

　　　４０歳～６４歳の特定健診（集団又は個別健診）、６５歳以上の特定健診
　　　（個別健診）を継続実施

（１）総務費　344,940千円 〔介護保険課〕
　★介護保険事業計画策定業務委託料　1,000千円
　★印刷製本費　834千円
　　　第７期高齢者保健福祉計画策定に伴い、計画書と概要版を印刷
　★通信運搬費（障害者控除申請用紙送付用）　615千円
　　　障害者控除の申請を促進するため、対象者に対し申請書を送付

（２）訪問型サービス事業　118,324千円 〔高齢政策課〕
　★訪問型短期集中予防サービス業務委託料　1,988千円
　　　リハビリ専門職や歯科衛生士等による居宅での相談指導を実施

（３）通所型サービス事業　282,540千円 〔高齢政策課〕
　★通所型短期集中予防サービス業務委託料　4,407千円
　　　柔道整復士会等による通所での運動機能向上指導を実施

（４）一般管理費（包括的支援事業・任意事業費）　173,084千円 〔高齢政策課〕
　地域包括支援センター運営業務委託料　151,722千円
　　　市内９圏域中８圏域を委託

（５）認知症高齢者見守り事業　1,062千円 〔高齢政策課〕
　★事前登録者配布シール　（消耗品費　162千円）
　　　徘徊等があり市に情報登録した人に対して、アイロンプリントのシールを
　　　配布

（６）在宅医療・介護連携推進事業　7,873千円 〔高齢政策課〕
　☆在宅医療介護連携相談支援業務委託料　4,000千円

（７）生活支援体制整備事業　18,172千円 〔高齢政策課〕
　★生活支援コーディネーター業務委託料　3,118千円
　　地域でのサービスの担い手の養成、関係者間の情報共有等を行うもの

（１）公共下水道総務管理事業 123,470千円 〔下水道管理課〕

　☆公営企業会計移行業務委託料　22,583千円
（２）汚水施設事業　760,509千円 〔下水道整備課〕

　・伊勢崎浄化センターを処理場とする下水道事業認可区域の汚水管整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229,746千円

　　・設計等業務委託料　17,500千円（管渠詳細耐震診断ほか）
　　・工事費　182,500千円（汚水管築造、管渠耐震化ほか）
　　　　☆マンホールトイレ管渠築造　5,500千円
　　　　　　避難所におけるマンホールトイレの下部構造部分の整備
　　　　　（第三中学校）

　　・庁用・機械器具費  5,520千円
　　　　★マンホールトイレ用備品  2,820千円（便座３５台ほか）

　・平塚水質浄化センターを処理場とする下水道事業認可区域の汚水管整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　530,763千円
　　・設計等業務委託料　20,500千円（汚水施設設計委託料）
　　・工事費　491,100千円（汚水管築造）

（３）浸水対策事業　137,400千円 〔下水道整備課〕

　・雨水幹線の整備による集中豪雨等の浸水被害の防止・軽減
　　☆あずま南小学校周辺浸水対策関連事業
　　　実施設計・雨水幹線築造工事ほか　77,100千円

（４）終末処理場事業　471,484千円 〔下水道整備課〕

　・伊勢崎浄化センターの施設更新事業
　　☆汚泥消化設備更新工事（長寿命化）（２ヵ年工事の２年目）
　　★汚泥消化タンク防食塗装工事
　　★接続部耐震工事

（１）農業集落排水維持管理事業　158,441千円 〔下水道管理課〕

　・農業集落排水処理施設（９施設）及び管路の維持管理

下水道事業費特別会計

農業集落排水事業費特別会計

介護保険特別会計

国民健康保険特別会計
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（１）☆経営戦略等策定業務委託料　20,700千円 〔水道局総務課〕

　　水道事業の安定的な経営基盤強化を図るため、将来見通しを踏まえた中長期
　　的な投資・財政計画等を平成３０年度末までに策定

（２）配水管整備事業　430,723千円 〔水道局工務課〕

　・市内各所配水管の新設・改良
（３）上水道施設整備事業　93,561千円 〔水道局工務課〕

　・電気計装設備改修工事、取水設備更新工事ほか
（４）老朽管更新事業　524,760千円 〔水道局工務課〕

　・老朽化した鋳鉄管の更新工事ほか

（１）医療機械器具整備事業　424,000千円 〔市民病院〕
　★３テスラ磁気共鳴装置　324,000千円

　・通常医療器械整備事業　100,000千円

　　　患者のより細かな症状に応じた適切な医療の提供を図るため、
　　　３テスラ磁気共鳴装置などの医療器械器具を整備

（２）★中央手術室増改築整備事業　150,000千円 〔市民病院〕
　　質の高い医療を市民に提供できるよう、手術室内にⅩ線透視装置を設置し、
　　カテーテルによる心臓などの血管内治療機能と手術室機能を統合したハイ
　　ブリッド化を実施
    （平成２９年度は手術室の増改築、平成３０年度は機器の設置を予定）

（３）市民病院トイレ改修整備事業　10,206千円 〔市民病院〕

 企 業 会 計　事 業 概 要

水道事業会計

病院事業会計
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引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（歳入）
　 ・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,503,000       千円

（歳出）
・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 26,807,314     千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

 国県
支出金

地方債 その他

障害者福祉管理事業 143,693          76,100        -          38,108          29,485              3,000                 

福祉作業所管理運営事業 88,856           20,285        -          -                 68,571              8,000                 

障害者就労・自立支援施設管理運営事業 56,842           -               -          25,442          31,400              4,000                 

自立支援給付事業 2,671,728        1,869,244    -          20,131          782,353            92,000                

身体障害者（児）福祉事業 23,191           4,156         -          -                 19,035              2,000                 

障害児福祉事業 484,630          363,433      -          -                 121,197            14,000                

福祉医療費 1,945,490        910,970      -          -                 1,034,520          122,000              

高齢者保護措置事業 109,956          -               -          10,920          99,036              12,000                

高齢対策事業 211,168          18,441        -          -                 192,727            23,000                

高齢者福祉施設管理運営事業 266,347          -               -          2,662           263,685            31,000                

介護保険対策事業 7,086             381            -          -                 6,705               1,000                 

出産祝金支給事業 30,000           -               -          -                 30,000              4,000                 

児童福祉対策事業 61,812           -               -          -                 61,812              7,000                 

児童扶養手当給付事業 933,837          311,278      -          -                 622,559            73,000                

児童手当等給付事業 3,844,545        3,259,507    -          -                 585,038            69,000                

児童厚生施設管理運営事業 267,598          45,536        -          62,889          159,173            19,000                

放課後児童健全育成事業 401,540          241,771      -          18,690          141,079            17,000                

こども発達支援センター管理運営事業 85,473           -               -          25,522          59,951              7,000                 

民間保育施設対策事業 5,683,052        2,806,317    -          702,500        2,174,235          256,000              

生活保護費 2,360,000        1,824,076    -          -                 535,924            63,000                

小　　　計 19,676,844      11,751,495  -          906,864        7,018,485          827,000              

国民健康保険特別会計繰出金 1,712,758        875,475      -          -                 837,283            99,000                

後期高齢者医療事業 1,602,566        -               -          -                 1,602,566          189,000              

後期高齢者医療特別会計繰出金 416,629          312,485      -          -                 104,144            12,000                

介護保険特別会計繰出金 2,032,160        19,819        -          1,727           2,010,614          237,000              

小　　　計 5,764,113        1,207,779    -          1,727           4,554,607          537,000              

後期高齢者健診事業 159,686          -               -          150,354        9,332               1,000                 

保健衛生事業 9,695             140            -          -                 9,555               1,000                 

病院・休日夜間診療事業費 87,970           -               -          -                 87,970              10,000                

疾病予防事業 854,524          13,371        -          -                 841,153            99,000                

母子保健事業 254,482          12,996        -          -                 241,486            28,000                

小　　　計 1,366,357        26,507        -          150,354        1,189,496          139,000              

26,807,314      12,985,781  -          1,058,945      12,762,588        1,503,000            

※１ 平成２９年度の地方消費税交付金は３６億５，０００万円を計上します。

そのうち、社会保障財源化分は１５億３００万円の増収を見込みます。

※２ 社会保障４経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費です。

※３ 上記経費は当初予算（案）に基づく集計です。

　 人件費（職員給与費等）及び事務費は除きますので予算額と一致しません。　

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合　　　計

伊勢崎市

（単位：千円）

事業名称 経　費

財源内訳  一般財源のうち
引上げ分の地方消費税
（社会保障財源化分の
地方消費税交付金）

特定財源
一般財源
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　「くわまる」プロフィール

　　　●　９月８日生まれの男の子

　　　●　年齢不詳

　　　●　境島村の桑畑の中で生まれた桑の妖精

　　　●　身長は９．８センチメートル

　　　●　好きな食べ物は、桑の実とちくわ

　　　●　特技は、桑畑を耕すこと

　　　●　チャームポイントは、しっぽの桑の実

「くわまる」
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