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予 算 編 成 の 方 針 

伊勢崎市長 

 内閣府の報告によりますと、「景気は、個人消費などに弱さがみられるが、 
緩やかな回復基調が続いている。」とし、雇用・所得環境の改善傾向が続く 
なかで、各種政策の効果により景気回復が期待されております。 
 国では、さらに地方への好循環拡大に向けた経済対策を推進している状況 
にあり、消費喚起や生活支援対策等、多様化する市民ニーズに速やかに応え 
ていくことが本市が取り組むべき喫緊の課題となっております。 
 
 予算編成の基本方針は、第２次総合計画の初年度としまして、「夢ふくら 
み 安心して暮らせる 元気都市 いせさき」の実現であります。 
 安定した財政運営のもと、自然災害への対応をはじめ、市民生活の安心・ 
安全の確保、少子高齢化を前提とした市民サービスの維持向上、魅力あるま 
ちづくりの推進など、市政の課題に的確に対応していくことを目指しての予 
算編成といたしました。 
 
 市民の暮らしを最優先するとともに、地域の特性や資源を最大限に活用し、 
夢・希望・感動あふれるまちづくりを進めることにより、郷土に誇りと愛着 
を持ち、健康でしあわせを感じられる伊勢崎市を実現させてまいります。 
 今後とも本市発展のため、「伊勢崎をもっと元気に もっと豊かに もっ 
と安全に」を念頭に置き、市政運営に取り組んでまいりますので、ご理解と 
ご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２７年度
当初予算額

平成２６年度
当初予算額

増減額 増減率

73,500,000 75,900,000 △ 2,400,000 △3.2%

63,344,618 60,236,782 3,107,836 5.2%

 小型自動車競走事業費 15,266,184 15,846,001 △ 579,817 △3.7%

 学校給食センター事業費 1,935,702 1,829,234 106,468 5.8%

 国民健康保険 25,121,163 22,138,458 2,982,705 13.5%

 後期高齢者医療 1,914,862 1,884,623 30,239 1.6%

 介護保険 15,426,865 14,530,188 896,677 6.2%

 下水道事業費 3,035,840 3,380,108 △ 344,268 △10.2%

 農業集落排水事業費 621,547 606,955 14,592 2.4%

 特定地域生活排水処理事業費 22,455 21,215 1,240 5.8%

22,752,937 22,953,283 △ 200,346 △0.9%

 水道事業 5,893,002 5,899,773 △ 6,771 △0.1%

 病院事業 16,504,816 16,686,263 △ 181,447 △1.1%

 介護老人保健施設事業 290,289 292,123 △ 1,834 △0.6%

 訪問看護事業 64,830 75,124 △ 10,294 △13.7%

159,597,555 159,090,065 507,490 0.3%

　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 
759.0  一般会計 

735.0  

868.3 888.2 903.7 807.7 786.0 773.8 793.3 817.7 800.3 
831.9  

特別会計等 

861.0 

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  1,590.9  

合計 

1,596.0  
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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 ７３５億円                   （対前年度比 △３．２％） 
◆特別会計当初予算額 ６３３億４，４６２万円 （対前年度比 ＋５．２％） 
◆企業会計当初予算額 ２２７億５，２９４万円 （対前年度比 △０．９％） 

※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 28,641,926 39.0% 27,430,513 36.1% 1,211,413 4.4%

2  地方譲与税 670,000 0.9% 690,000 0.9% △ 20,000 △2.9%

3  利子割交付金 43,000 0.1% 52,000 0.1% △ 9,000 △17.3%

4  配当割交付金 65,000 0.1% 35,000 0.0% 30,000 85.7%

5  株式等譲渡所得割交付金 130,000 0.2% 12,000 0.0% 118,000 983.3%

6  地方消費税交付金 2,900,000 3.9% 2,400,000 3.2% 500,000 20.8%

7  ゴルフ場利用税交付金 1,600 0.0% 2,000 0.0% △ 400 △20.0%

8  自動車取得税交付金 100,000 0.1% 190,000 0.2% △ 90,000 △47.4%

9  地方特例交付金 140,000 0.2% 140,000 0.2% - -

10  地方交付税 7,650,000 10.4% 7,800,000 10.3% △ 150,000 △1.9%

11  交通安全対策特別交付金 40,000 0.0% 47,000 0.1% △ 7,000 △14.9%

12  分担金及び負担金 1,265,429 1.7% 1,700,191 2.2% △ 434,762 △25.6%

13  使用料及び手数料 1,035,445 1.4% 1,036,350 1.4% △ 905 △0.1%

14  国庫支出金 10,557,910 14.4% 10,969,049 14.5% △ 411,139 △3.7%

15  県支出金 5,729,125 7.8% 5,176,493 6.8% 552,632 10.7%

16  財産収入 82,415 0.1% 71,255 0.1% 11,160 15.7%

17  寄附金 25 0.0% 25 0.0% - -

18  繰入金 3,028,728 4.1% 4,594,130 6.1% △ 1,565,402 △34.1%

19  繰越金 400,000 0.6% 400,000 0.5% - -

20  諸収入 3,590,897 4.9% 2,979,694 3.9% 611,203 20.5%

21  市債 7,428,500 10.1% 10,174,300 13.4% △ 2,745,800 △27.0%

73,500,000 100% 75,900,000 100% △ 2,400,000 △3.2%

（単位：千円）

歳 入 科 目
平成２７年度 平成２６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 

51.8% 

依存財源 

48.2% 

市税 

39.0% 

諸収入 

4.9% 

国庫支出金 

14.4% 

地方交付税 

10.4% 

市債 

10.1% 

県支出金 

7.8% 

その他 

5.5% 

〔 歳入の状況 〕 

歳入 

◆市税、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。 
 
◆市税のうち、市民税は対前年度比１２．９％増加し、その内訳は個人市 
 民税が対前年度比で１１．１％の増、法人市民税が対前年度比で 
 ２０.1％の増となります。 
 
◆地方消費税交付金は、昨年の消費税率の引き上げによる影響で増額とな 
 ります。 
 
◆国庫支出金は、赤堀中学校整備事業などの大型の国庫補助事業が終了す 
 るため、減額となります。 
 
◆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 
 終了となるため、減額となります。 
 
◆自主財源の割合は５１．８％となり、対前年度比で１．５ポイント改善 
 します。 

 

繰入金 

4.1% その他 

3.8% 

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 

380.4億円 354.6億

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 492,583 0.7% 488,973 0.6% 3,610 0.7%

2  総務費 6,573,932 9.0% 7,055,049 9.3% △ 481,117 △6.8%

3  民生費 27,929,619 38.0% 27,534,750 36.3% 394,869 1.4%

4  衛生費 6,978,464 9.5% 5,675,073 7.5% 1,303,391 23.0%

5  労働費 456,857 0.6% 261,155 0.3% 195,702 74.9%

6  農林水産業費 1,896,046 2.6% 1,290,267 1.7% 605,779 46.9%

7  商工費 2,867,919 3.9% 2,743,256 3.6% 124,663 4.5%

8  土木費 7,820,006 10.6% 8,234,031 10.9% △ 414,025 △5.0%

9  消防費 2,511,232 3.4% 4,116,118 5.4% △ 1,604,886 △39.0%

10  教育費 8,996,837 12.2% 10,802,314 14.2% △ 1,805,477 △16.7%

11  災害復旧費 200 0.0% 200 0.0% - -

12  公債費 6,826,305 9.3% 7,548,814 10.0% △ 722,509 △9.6%

13  予備費 150,000 0.2% 150,000 0.2% - -

73,500,000 100% 75,900,000 100% △ 2,400,000 △3.2%合 計

（単位：千円）

増減額 増減率目 的 別 区 分
平成２７年度 平成２６年度

民生費 

 38.0% 

279.3億円 

教育費 

 12.2% 

90.0億円 

土木費  

10.6% 

78.2億円 

衛生費 

 9.5% 

69.8億円 

公債費 

 9.3% 

68.3億円 

総務費 

 9.0% 

65.7億円 

その他  

11.4% 

83.7億円 

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

◆民生費は、民間保育施設対策事業、国民健康保険特別会計への繰出金、地域ふくし館うえはす管理運営事業など 
 が増額となります。 
 
◆衛生費は、清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事などにより増額となります。 
 
◆労働費は、市民プラザ本館の外壁改修工事などにより増額となります。 
 
◆農林水産業費は、園芸振興対策事業などが増額となります。 
 
◆土木費は、市道２級２４号線道路整備事業などが増額となりますが、鉄道連続立体交差事業などが減額となりま 
 す。 
 
◆消防費は、消防本部庁舎建設事業の終了などにより減額となります。 
 
◆教育費は、赤堀中学校整備事業の終了などにより減額となります。 
 
◆公債費は、大型事業の定期償還の終了など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 12,391,493 16.9% 12,950,802 17.1% △ 559,309 △ 4.3%

扶助費 17,372,190 23.6% 17,264,641 22.7% 107,549 0.6%

公債費 6,826,305 9.3% 7,548,814 10.0% △ 722,509 △ 9.6%

小　計 36,589,988 49.8% 37,764,257 49.8% △ 1,174,269 △ 3.1%

物件費 11,112,669 15.1% 10,381,123 13.7% 731,546 7.0%

維持補修費 539,728 0.8% 545,407 0.7% △ 5,679 △ 1.0%

補助費等 3,088,871 4.2% 3,702,920 4.9% △ 614,049 △ 16.6%

小　計 14,741,268 20.1% 14,629,450 19.3% 111,818 0.8%

普通建設事業費 10,324,340 14.0% 12,602,060 16.6% △ 2,277,720 △ 18.1%

災害復旧事業費 200 0.0% 200 0.0% - -

小　計 10,324,540 14.0% 12,602,260 16.6% △ 2,277,720 △ 18.1%

貸付金 2,195,021 3.0% 2,175,855 2.8% 19,166 0.9%

繰出金 9,096,657 12.4% 8,557,622 11.3% 539,035 6.3%

予備費・その他 552,526 0.7% 170,556 0.2% 381,970 224.0%

73,500,000 100% 75,900,000 100% △ 2,400,000 △ 3.2%

平成２７年度 平成２６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 

 23.6% 

173.7億円 

人件費 

 16.9% 

123.9億円 

公債費 

 9.3% 

68.3億円 

消費的経費 

 20.1% 

147.4億円 

投資的経費 

 14.0% 

103.3億円 

その他 

 16.1% 

118.4億円 

    貸付金、繰出金、 
    予備費ほか 

＜義務的経費＞ 
◆人件費は、退職者数の減少に伴い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、生活保護費などが増額となります。 
◆公債費は、大型事業の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、コミュニティバスの運行委託料、教育振興事業の図書購入費、都市計画基礎調査委託料などが増額 
 となります。 
◆維持補修費は、赤堀環境センターやさかい聖苑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減額となります。 
 
＜投資的経費＞ 
◆普通建設事業費は、赤堀中学校や消防本部庁舎の整備、消防救急無線のデジタル化整備などが減額となります。 
 
＜その他経費＞ 
◆積立金は、新たに設置された田島弥平旧宅活用基金積立金などが増額となります。 
◆繰出金は、国民健康保険特別会計への繰出金などが増額となります。 
 
 

義務的経費 
49.8% 

365.9億円 
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（単位：千円）

平成２７年度末
現在高

平成２６年度末
現在高

増減額

71,312,811 69,964,007 1,348,804

21,621,432 22,411,744 △ 790,312

 下水道事業費 17,858,151 18,356,629 △ 498,478

 農業集落排水事業費 3,723,075 4,017,776 △ 294,701

 特定地域生活排水処理事業費 40,206 37,339 2,867

23,800,473 25,302,557 △ 1,502,084

 水道事業 13,013,549 13,385,762 △ 372,213

 病院事業 10,786,924 11,916,795 △ 1,129,871

116,734,716 117,678,308 △ 943,592

 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  572  1,015  944  

705  791  
2,908  3,284  

1,697  

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

5,469  
3,385  

2,118  1,948  

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

4,018  
4,320  

3,800  

3,100 4,640  4,488  

6,267  6,673  6,091  6,768  6,373  

8,053  
6,864  

10,284  

合計 
7,429 

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 

52,422  48,588  44,773  41,207  37,953  33,406  29,701  25,546  21,958  19,360  17,656  

705  
1,496  4,323  7,436  8,666  

9,892  10,677  13,346  14,107  18,006  19,651  

11,199  12,945  14,283  15,352  17,197  21,042  24,021  27,026  30,249  32,598  34,006  

64,325  63,030  63,379  63,995  63,816  64,340  64,399  
65,918  66,314  

69,964  
合計 

71,313  
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千
 

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２６年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成２７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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671  
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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 

5,677  5,583  5,440  5,300  5,079  4,664  4,518  4,455  4,160  3,614  
2,648  

81  171  467  770  904  1,067  1,211  
1,569  

1,740  

46  201  429  586  724  810  891  1,013  1,097  1,451  
1,692  

5,722  5,784  5,950  6,058  6,270  6,244  6,313  6,535  6,468  
6,634  合計 
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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、平成２６年度においては１００億円を超えました。 
 平成２７年度においても、清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事や教育施設の耐震改修工事があり、約 
 ７５億円の発行額となっています。平成２８年度以降も引き続き教育施設の整備等が控えているため、同水準で推 
 移していくものと思われます。 
 
◆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２７年度にお 
 いても、なお３１億円となっています。 
 
◆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２７年度は清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事、教育施設の耐震改修工事 
 等に、約３４億円の発行を予定しています。 
 
◆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２７年度事業債名 発行額

1 衛生債 廃棄物処理施設等整備事業債 918,100

2 商工債 宮郷工業団地周辺整備事業債 143,400

3 土木債 市道１１２号線整備事業債 25,600

4 土木債 外環状道路整備事業債 32,000

5 土木債 橋りょう耐震対策事業債 76,200

6 土木債 鉄道連続立体交差事業債 67,600

7 土木債 市道２級２４号線整備事業債 204,200

8 土木債 都市公園防災事業債 14,200

9 土木債 都計道３・４・８号整備事業債（中央町・東本町工区） 86,900

10 消防債 消防車両等購入事業債 67,700

11 消防債 消防団車両等購入事業債 41,800

12 消防債 消防本部旧庁舎解体事業債 52,200

13 教育債 学校教育施設トイレ改修事業債 307,900

14 教育債 境東小学校校舎耐震補強事業債 51,300

15 教育債 豊受小学校校舎耐震補強事業債 134,100

16 教育債 宮郷小学校校舎耐震補強事業債 145,000

17 教育債 赤堀小学校校舎耐震補強事業債 324,200

18 教育債 境剛志小学校校舎耐震補強事業債 116,900

19 教育債 名和幼稚園園舎耐震補強事業債 72,400

20 教育債 豊受幼稚園園舎耐震補強事業債 33,800

21 教育債 あかぼり幼稚園園舎耐震補強事業債 183,000

22 教育債 屋内運動施設天井等改修事業債 46,500

23 教育債 あずま幼稚園園舎改築事業債 172,500

24 教育債 境采女公民館耐震補強事業債 67,600

        合併特例事業債　発行額合計 3,385,100

 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 
しました。 
 
 合併特例事業債を発行して行う主な事業は、清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事、小学校のトイ 
レ改修工事や教育施設の耐震改修工事、市道２級２４号線や宮郷工業団地周辺の整備などです。 

合併特例事業債の概要 
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《一般会計》 （単位：千円）

平成２７年度末
現在高

平成２６年度末
現在高

増減額

2,786,834 5,081,584 △ 2,294,750

1,032,043 1,029,035 3,008

3,039,897 3,744,939 △ 705,042

 都市環境整備基金 716,572 752,332 △ 35,760

 福祉事業基金 536,007 557,472 △ 21,465

 都市計画事業基金 441,116 439,823 1,293

 交通遺児入学・卒業祝金支給基金 22,864 22,985 △ 121

 奨学資金基金 91,371 91,070 301

 市民のもり等建設基金 237,765 276,950 △ 39,185

 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 30,940 29,857 1,083

 観光振興基金 22,508 22,412 96

 職員退職手当基金 218,116 588,868 △ 370,752

 公共施設整備基金 607,111 835,066 △ 227,955

 学校教育振興基金 12,077 23,444 △ 11,367

 グローバル人材育成奨励基金 68,427 79,660 △ 11,233

 田島弥平旧宅活用基金 25,023 15,000 10,023

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 -

9,292,552 12,289,336 △ 2,996,784

《特別会計》 （単位：千円）

平成２７年度末
現在高

平成２６年度末
現在高

増減額

1,157,277 1,308,241 △ 150,964

1,438 61,261 △ 59,823

95,071 381 94,690

1,253,786 1,369,883 △ 116,097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

 基 金 の 概 要

基　　　　金　　　　名

合　　　　計

基　　　　金　　　　名

※「平成２６年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成２７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に充てるため取り崩します。 
◆福祉事業基金は、境いよく保育所の整備に充てるため取り崩します。 
◆市民のもり等建設基金は、グラウンドゴルフ場（西小保方沼公園）の整備に充てるため取り崩します。 
◆公共施設整備基金は、市民プラザや四ツ葉学園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＞ 

◆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。 
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１．福祉・地域医療の充実

 重 点 政 策

  
  
 ★ 赤堀小学校区直営放課後児童クラブの開設 13,488千円 〔子育て支援課〕 
     児童の放課後の健全育成向上を図るため、子ども・子育て支援新制度の施行により、待機 
        児童の発生が見込まれる赤堀小学校区に直営の放課後児童クラブを開設します。 
 
         
 ★ 地域ふくし館うえはすの移転建設 206,120千円 〔障害福祉課〕 
    一級河川男井戸川の洪水対策に伴う群馬県の河川拡幅工事により、「地域ふくし館うえは 
    す」を赤堀地区の西久保町に移転新築します。   
       
 
 ★ 水痘・高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の実施  86,600千円 〔健康づくり課〕 
    生後１２か月から３６か月の乳幼児を対象に水痘ワクチン予防接種を実施するとともに、 
    ６５歳から５歳きざみで１００歳までの高齢者を対象に肺炎球菌ワクチン予防接種を実施 
    し、感染の予防・発症の防止を図ります。 
 
 
 ☆ がん検診の実施 240,000千円 〔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。 
 
 
  ★ 入退院支援センターの整備 50,000千円 〔市民病院〕 
    市民病院に開設されている入退院支援センターを、現在の窓口から新たな専用スペースに 
    移設し、患者のプライバシー保護とサービスの向上を図ります。 
    
  
 ★ いせさき聖苑待合室の改修 25,000千円 〔市民課〕 
    利用者の利便性を高めるため、和室の待合室を洋室へ改修し、併せて既存の洋室や待合ホ 
    ールのカーペットの張り替えなどを実施します。 
 
  
 ★ 伊勢崎市福祉作業所トイレの改修 10,800千円 〔障害福祉課〕 
    身近な地域での自立と社会参加を目指し、利用者が増加している伊勢崎市福祉作業所のト 
    イレ改修により、利用者の利便性を高めます。  
 
  
 ☆ 消費税対策としての臨時給付金の支給 348,000千円 〔社会福祉課・子育て支援課〕 
    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  
    祉給付金と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、住民相互の絆を強めることを目的として、１７０行政 

    区に地域コミュニティ活動事業補助金を交付します。 

 

 ☆ 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。 

         

  
 ☆ 宮郷工業団地整備 151,000千円 〔企業誘致課〕 

        引き続き群馬県企業局と協力しながら、分譲開始となった宮郷工業団地の造成に関連する 

    周辺整備を着実に推進していきます。 

  

  
 ☆ 新伊勢崎駅周辺の整備 200,000千円 〔都市計画課〕 

      都市計画道路３・４・８号道路改良事業として、新伊勢崎駅東の用地購入と建物移転補償 

    により、駅東西の市街地の一体化と交通の円滑化を図るとともに、駅前広場を整備します。 

     

 ☆ 伊勢崎駅周辺の整備・賑わい創出 1,667,339千円 〔都市開発課・市街地整備課〕 

    平成２７年３月に伊勢崎駅前インフォメーションセンターを駅前商業施設内に開設いたし 

    ます。さらに、南口芝生広場を中心に各種イベントを開催し、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の向上を図ります。 

   
 ★ 勤労者会館の改修 37,000千円 〔商工労働課〕 

    東日本大震災後休館している勤労者会館を全面改修し、勤労者の皆様へ会議や研修などの 

    場を提供します。 

 

 

 ☆ 勤労者生活資金融資預託金の取扱金融機関の拡大 80,000千円 〔商工労働課〕    
      取扱金融機関の増加を実施し、生活に必要となる資金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。 

 

 

  ★ 赤レンガ倉庫の整備 9,000千円 〔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、基本設 
    計及び詳細設計を実施します。 

 
 
 ★ 市民プラザ施設整備 140,000千円 〔商工労働課〕 
    市民プラザ本館の外壁及び体育館の排煙高窓を改修し、施設利用者の安全を確保します。 
 
 
 ☆ 企業立地促進奨励金の拡充 26,679千円 〔企業誘致課〕 
    企業立地及び雇用の促進を図るため、市内に工場等を新設または増進する企業の事業者へ 
    の奨励金を拡充します。    
 
    
 ★ 農地の集積や集約化の推進 37,333千円 〔農政課〕 
    農地集積を促進するため、農地中間管理機構による担い手への農地集積と集約化の加速化 
      を支援し、農業の生産性を高めていきます。 
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３．安心、安全なまちづくり

  
 
 ☆ 消防本部旧庁舎の解体 55,172千円 〔警防課〕 

    平成２６年度末、消防本部新庁舎が完成予定であり、平成２７年度では消防本部旧庁舎を 

    解体し、本格的に新庁舎での業務を開始します。 

 
 
 ☆ 消防救急無線のデジタル化 44,789千円 〔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が完了し、消防団へのデジタル無 

    線受令機等の配備を引き続き行います。 

 

  
  ★ マンホールトイレの整備 37,000千円 〔下水道整備課〕 

    下水道総合地震対策計画に基づき、大規模地震が起きた際、避難所の生活排水環境を確保 

    するため、市民のもり公園ほか３施設に、マンホールトイレを整備します。  

 

 

 ☆ 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 

    路の築造工事に着手します。 

 
 ☆ 清掃リサイクルセンター２１基幹的設備改良工事の実施  
                      1,729,500千円 〔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、３ヵ年事業の２年目として、基幹的設 

    備改良工事を実施します。 

 

 

  ☆ 上水道施設の整備 973,520千円 〔水道局工務課〕 

    安全で良質な水道水の安定供給を図るため、配水管の新設や老朽化した石綿セメント管を 

    更新するとともに西久保配水場ポンプ施設の更新工事を行います。 
    

 ★ 橋りょう点検の実施 35,700千円 〔道路維持課〕 
    安全で快適な市民生活を保つため、長寿命化修繕計画に基づく橋長１５ｍ以上の橋りょう 
    のほか、新たに橋長２ｍ以上１５ｍ未満の橋りょうについても点検を行います。  

  

 ★ 第６４回利根川水系連合・総合水防演習の実施 3,500千円 〔総務課（消防）〕 

    水防技術の向上及び地域住民の防災意識を高め水防体制に万全を期すことを目的とした、 
    利根川水系連合・総合水防演習が伊勢崎市で開催されます。 

 

 ☆ ＬＥＤ防犯灯の整備 57,089千円 〔安心安全課〕 

    平成２５年度から実施しているＥＳＣＯ事業により防犯灯１０，８４０基をＬＥＤ化。平 
    成２７年度は、防犯カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯４０基を含む４９０基を新設し、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。 
    （ＥＳＣＯ事業：平成２６年度から平成３５年度までの債務負担行為） 
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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 90,678千円 〔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、来訪者へのおもてなし事業の充            

    実を図ります。 

 
 ★ ふるさと文庫の設置 11,173千円 〔総務課（教育）・四ツ葉学園〕 

    地元への理解を深める「ふるさと学習」に関連し、全小・中学校及び四ツ葉学園の図書室            

    などに、地域素材の書籍や資料を集めた「ふるさと文庫」を設置します。 

 

 ☆ 小学校の耐震化  995,600千円  〔教育施設課〕 
     豊受小学校ほか４校の校舎耐震補強工事と北小学校ほか１８校の体育館照明器具落下防止 

    対策を実施します。 

  

 ☆ 小学校のトイレ改修の実施 453,299千円 〔教育施設課〕 

    小学校６校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快適な環境づく 

    りを図ります。 

   

 ☆ 中学校の耐震化 74,400千円 〔教育施設課〕 

        第一中学校ほか６校の柔剣道場における吊り天井改修工事を実施します。また、境北中学 

    校ほか６校の体育館照明器具落下防止対策を実施します。 

 

 ☆ 幼稚園の耐震化 528,000千円 〔教育施設課〕 

       安心安全な教育施設を維持するため、あかぼり幼稚園ほか２園の耐震補強工事及び、あず 

    ま幼稚園園舎改築工事を実施します。 

 

 ★ 四ツ葉学園中等教育学校の整備  130,000千円 〔四ツ葉学園〕 

    エアコンの老朽化に伴い、更新部分を含め、新規のエアコンを５４室に設置します。また、 

     体育館の吊り天井改修工事を行い、安全な教育環境の促進を図ります。 

  
  
 ☆ スポーツ施設の整備 155,000千円 〔スポーツ振興課・環境政策課・公園緑地課〕 
    境いよくテニス場人工芝張替え工事、西小保方沼公園にグラウンドゴルフ場を整備、赤堀 
    中央運動場の野球場改修工事、清掃リサイクルセンター２１の最終処分場にグラウンドゴ 
    ルフ場と、ソフトボール場を整備し、スポーツ施設の充実を図ります。 
 
 ☆ 生涯学習施設の整備 77,600千円 〔生涯学習課〕 
    境采女公民館の耐震補強工事と、北公民館の耐震補強設計を実施し、地域の生涯学習の活 
    動拠点とともに防災拠点として活用します。 

  
 
 ★ 学校給食調理場の整備 11,820千円 〔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、西小保方沼公園に新たな学 
    校給食調理場を建設します。平成２７年度では、地質調査及び基本設計等を行い、平成 
    ２８年度に着工して、平成３０年度供用開始の予定です。 
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５．行財政改革の推進

６．その他

  
 ★ 全庁利用型ＧＩＳの整備 3,613千円 〔情報政策課〕 
    群馬県が導入しているＧＩＳ地図システムを共同利用し、各課における住宅地図や独自の 
    地図システムを統合整備します。  
 
 

 ★ 公共施設等総合管理計画の策定 11,016千円 〔管財課〕 

    公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担の軽減や平準化を図  

    るための公共施設等総合管理計画を策定します。 

 
 ★ 行政不服審査事業の実施 1,089千円 〔総務課〕 

    行政不服審査法関連三法の大幅見直しにより、平成２８年４月に新制度に移行するため、  

    第三者機関である行政不服審査会委員の人選及び関連規定の洗出し業務などを実施します。 

 
   
  ★ 個人番号カードの申請受理・交付 〔市民課〕 
    マイナンバー制度の開始にあたり、全世帯に個人番号が通知され、平成２８年１月からは 
    申請者に個人番号カードが交付されます。 

 
 
 

  
 ★ ぽてんしゃる・アップ事業（８事業）10,757千円 〔安心安全課ほか〕 
    いせさきの夢・希望・元気を創り出すため、職員一人ひとりの創意工夫と各課の自由な発           
     想による職員提案型の「ぽてんしゃる・アップ事業」を新たに創設し、「地域防災力向上 
    事業」ほか７事業を実施します。 
     
 

  ≪平成２６年度繰越事業≫（「地域住民生活等緊急支援のための交付金」活用事業） 

 ★ 地域消費喚起・生活支援型事業（１事業） 1,182,000千円  〔商工労働課〕  
        地方の景気回復を促すことを目的とした「地域消費喚起・生活支援型事業」として、新た 
    な地域活性化のためのプレミアム付商品券を発行します。    
 
 

  ≪平成２６年度繰越事業≫（「地域住民生活等緊急支援のための交付金」活用事業） 

 ★ 地方創生先行型事業 （１４事業） 107,376千円  〔企画調整課ほか〕  
       「しごと」と「ひと」の好循環の確立を目的とした「地方創生先行型事業」として、放課 
    後児童クラブ及び児童館等保育環境改善事業、放課後児童クラブ利用者補助事業、不育症 
    治療費助成事業のほか１１事業を実施します。 
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（１）行政不服審査事業　1,089千円 〔総務課〕

　　　行政不服審査法関連三法の大幅な見直しが行われ、平成２８年４月に新制度
      に移行することから、その準備として行政不服審査会（第三者機関）委員や
      審理員の人選や研修、及び関連規定の洗出し業務等を実施

（２）地域行政対策事業　250,041千円 〔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　5,550千円

　☆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
　　　（平成２５年度から３年目）

（３）財産管理事業　39,058千円 〔管財課〕

　★公共施設等総合管理計画策定業務委託料　11,016千円（債務負担）

　　　公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより財政負
　　　担を軽減・平準化することを目的とした管理計画を策定

（４）災害対策事業　433千円 〔職員課〕

　・被災地への職員派遣

（５）防犯対策事業　122,263千円 〔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、地域防犯パトロール協力員、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

（６）地域防災事業　43,701千円 〔安心安全課〕

　

　★地域防災力向上事業（ぽてんしゃる・アップ事業）　1,402千円
　　　防災意識の高揚、及び災害に強いコミュニティの形成を図るため、各地区に
　　　おいて災害を想定した図上訓練（ＤＩＧ）や非難所運営の擬似体験を行う避
　　　難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を実施

　・防災倉庫、防災倉庫備蓄品等の購入

　★要援護者台帳システム開発委託料 5,228千円

　　　災害対策基本法に基づき、地域における要援護者情報を台帳として一括管理
　　　することにより、大規模災害時等に対する適応力を強化

　★地域防災計画策定業務委託料 3,456千円

　・地区防災訓練実施委託（５地区分:北、茂呂、赤堀、東、境地区）

（１）赤堀支所管理事業　36,475千円 〔赤堀支所庶務課〕

  ★耐震診断委託料　3,316千円

（２）あずま支所管理事業　34,283千円 〔あずま支所庶務課〕

　★耐震診断委託料　5,228千円

（３）境支所管理事業　30,975千円 〔境支所庶務課〕

　★耐震診断委託料　5,195千円

 主要事業

★…新規　☆…継続・拡充

 総 務 部　事 業 概 要

 支 所　事 業 概 要

主 要 事 業 
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（１）地域振興事業　4,426千円 〔企画調整課〕

　・島村渡船フェスタ(５月開催予定)

（２）世界遺産活用事業　25,263千円 〔企画調整課〕

　☆田島弥平旧宅の周辺環境整備

　　　「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周辺環境を整備し来訪者へのおもてなし
　　　事業を充実

（３）行政情報化推進事業　19,095千円 〔情報政策課〕

　★全庁利用型ＧＩＳ整備事業　3,613千円

　　　群馬県が導入している「ＬＧＷＡＮクラウド版ＧＩＳ・マッピングぐんま」
　　　を共同利用することで安価な開発費で導入を図り、各課における住宅地図の
　　　購入費や個別に導入しているシステムのデータ整備費を抑制

　★公共施設公衆無線ＷｉＦｉサービス事業（ぽてんしゃる・アップ事業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　990千円

　　　公民館や避難所に指定されている公共施設を中心に市内約１８拠点に公衆無
　　　線ＷｉＦｉを整備し、災害時における通信手段の確保としてインターネット
　　　利用サービスの充実を図り、また、平時においては市民や観光客など公共施
　　　設の利用者等にもサービスを提供

（４）広報広聴事業　52,774千円 〔広報課〕

　★ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用した
　　いせさき元気情報発信事業（ぽてんしゃる・アップ事業）　　　　　991千円

　　　平成２６年６月から利用を開始したツイッターやフェイスブックを使った行
　　　政情報発信事業において、動画コンテンツの自主制作等を行うことでより効
　　　果的に伊勢崎市の魅力を発信

（１）旅券事務事業　5,534千円 〔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　28,155千円 〔市民課〕

　★個人番号カードの申請受理・交付
　　　平成２７年１０月から全世帯に個人番号を通知
　　　平成２８年１月から申請者に個人番号カードを交付

（３）市民サービスセンター事業　21,378千円 〔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　131,401千円 〔市民課〕

　★待合室等改修　25,000千円
　　　和室の待合室を洋室に変更するなどの改修を実施

（５）さかい聖苑維持管理事業　47,453千円 〔市民課〕

　・火葬業務、施設の維持管理

（６）絣の郷管理運営事業　32,226千円 〔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　2,885千円 〔市民活動課〕

　・協働まちづくり事業補助金　300千円
　　　市民活動団体から社会貢献活動等の事業企画案を公募し、公開審査により選
　　　考された事業を行う応募者に補助金を交付

　・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　1,134千円
　　　インターネット上における情報交流の場を提供

（８）都市地方連携推進事業　3,600千円 〔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

　※農政課に同事業あり

 企 画 部　事 業 概 要

 市 民 部　事 業 概 要
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（９）青少年対策事業　11,491千円 〔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　5,097千円 〔市民活動課〕

　・中学校区ごとの分散開催

（11）男女共同参画推進事業　1,377千円 〔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　30,606千円 〔人権課〕

　・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　2,882千円 〔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　1,662千円 〔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　5,377千円 〔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

（１）清掃企画総務費　72,979千円 〔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　70,758千円
　　  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、各町内に委託

（２）清掃企画管理事業　128,994千円 〔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　92,397千円
　　　平成２６年度から平成２８年度までの３ヵ年事業

（３）廃棄物処理推進事業　129,804千円 〔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　472,798千円 〔環境政策課〕

　・ペットボトル収集運搬処理業務委託料　12,798千円
　　（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　460,000千円
　　（可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチックごみ等）

（５）ごみ処理施設維持管理事業　994,718千円 〔環境政策課〕

　★工事費　43,000千円
　　　第１期最終処分場グラウンド整備工事ほか

（６）茂呂クリーンセンター維持管理事業　207,311千円 〔環境政策課〕

　★汚泥移送装置設置工事費　12,000千円
　　　隣接する伊勢崎浄化センターへ汚泥を移送するためのポンプ設備及び制御装
　　　置の設置・改修

（７）ごみ処理施設整備事業　1,729,500千円【合併特例事業】 〔環境政策課〕

　☆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

 環 境 部　事 業 概 要
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（８）最終処分場整備事業　36,000千円 〔環境政策課〕

　★清掃リサイクルセンター２１に隣接した用地に第４期最終処分場を建設

　　　平成２７年度から平成３０年度までの４ヵ年事業
　　　平成２７年度は基本計画等の作成を委託

（９）狂犬病予防対策事業　6,050千円 〔環境保全課〕

　・狂犬病の発生等を防ぐため、群馬県獣医師会の協力のもと予防接種等を実施

　★犬猫里親探し事業（ぽてんしゃる・アップ事業）　300千円

　　  捨てられて野生化し殺処分等となる動物の減少を図るとともに、動物の適正
　　  飼育の意識向上、動物愛護精神の普及を図るため、犬・猫の里親探しを実施

（10）環境対策事業　60,756千円 〔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２．５万円を補助（上限５万円）６００件分

　★ぐんま緑の県民基金事業補助金　1,872千円

　　  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

（11）交通対策事業　32,109千円 〔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
　　（ぽてんしゃる・アップ事業）
　　　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

（12）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

（13）コミュニティバス運行事業　216,764千円 〔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

（14）放置自転車等及び放置自動車対策事業　11,010千円 〔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

（１）福祉医療費　1,966,256千円 〔年金医療課〕

　・福祉医療費助成金　1,929,880千円

　  　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　1,587,053千円 〔年金医療課〕

  ・療養給付費負担金

（３）後期高齢者健診事業　146,920千円 〔年金医療課〕

　・後期高齢者健診委託料　130,744千円

　・人間ドック検診費補助金　12,555千円

（４）保健衛生事業　63,396千円 〔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

　★公的病院等運営費補助金　53,264千円
　　　公的病院等の救急医療部門の機能維持・充実を図り、救急医療に対する不安
　　　の解消や質の高い医療を提供するため公的病院等へ補助

（５）病院・休日夜間診療事業費　109,179千円 〔健康づくり課〕

　・救急医療体制・小児救急医療体制の充実

 健 康 推 進 部　事 業 概 要
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（６）感染症予防事業　461,631千円 〔健康づくり課〕

　☆予防接種委託料　450,000千円

　☆管外接種者補給金　1,200千円

　　　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）

　　　★水痘・高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の実施　86,600千円

（７）結核予防事業　22,765千円 〔健康づくり課〕

　・胸部レントゲン撮影ほか

（８）精神保健事業　3,169千円 〔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）　356,906千円 〔健康づくり課〕

　☆がん検診委託料　240,000千円

　　　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）

　　　子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン事業を継続

　・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　12,920千円 〔健康づくり課〕

（11）母子保健事業　248,100千円 〔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　6,500千円

　　　妊婦を対象とした歯科健康診査を産前に１回実施

　・不妊治療費助成金　25,000千円

　　　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）

　・３歳児眼科検査に平成２５年度に導入した屈折検査機器を活用

　・養育医療費　19,200千円
　　　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　32,608千円 〔健康づくり課〕

（13）保健体育運営事業　45,955千円 〔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　320,744千円 〔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

（15）体育施設整備事業　72,000千円 〔スポーツ振興課〕

　★境いよくテニス場人工芝張替工事ほか

（１）臨時福祉給付金給付事業　293,358千円 〔社会福祉課〕

　☆臨時福祉給付金 252,000千円

　　　低所得者に対し、消費税率引上げ（５％→８％）による影響を緩和する
　　　ため、簡素な給付措置を引き続き行う、１人６，０００円を支給
　　　（老齢基礎年金受給者等への加算は廃止）

（２）生活困窮者自立支援運営事業　16,050千円 〔社会福祉課〕

　【生活困窮者自立支援事業負担金】（住居確保給付に関する事業）

　★住居確保給付金 8,649千円

　【生活困窮者自立支援事業補助金】（社会的居場所づくり支援に関する事業）

　【緊急雇用創出事業臨時特例基金事業】 （住宅支援給付に関する事業）

（３）生活保護費　2,103,916千円 〔社会福祉課〕

　・生活保護費の支給

 福 祉 部　事 業 概 要
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（４）児童福祉対策事業　58,997千円 〔子育て支援課〕

　・児童福祉手当給付費　58,632千円
　　（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　904,631千円 〔子育て支援課〕

　・児童扶養手当給付費　902,434千円
　　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　3,918,726千円 〔子育て支援課〕

　・児童手当給付費　3,913,365千円

　　　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
　　　　　※所得制限超過者へは子ども１人あたり月額５，０００円を支給

（７）児童厚生施設管理運営事業　240,356千円 〔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

    平成２７年度子ども・子育て支援新制度により、放課後児童クラブの該当学
    年が高学年まで拡大し、児童４０人単位で指導員が常時２人以上必要となる

　★きく児童館図書コーナーエアコン新設工事ほか　2,000千円

　・修繕料　3,000千円（赤堀南児童館遊戯室雨漏り修繕ほか）

（８）放課後児童健全育成事業　377,807千円 〔子育て支援課〕

　★【赤堀小学校区直営放課後児童クラブ経費】 13,488千円
　　　指導員賃金 9,979千円 (６人)ほか
　・公設民営放課後児童クラブ管理運営委託料　41,075千円
　　　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　220,130千円
　　　民設児童クラブ全４０クラブへの委託

　☆放課後児童健全育成事業費補助金　86,880千円

　★放課後児童健全育成事業利用者補助金 12,270千円
　　　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

（９）子育て世帯臨時特例給付金給付事業　124,800千円 〔子育て支援課〕

　☆子育て世帯臨時特例給付金　96,000千円

　　　消費税率の引上げの影響を踏まえ、低所得の子育て世帯に対し手厚い措置
　　　を講ずる観点から、臨時福祉給付金（６，０００円／人）の支給対象世帯
　　　を含め、対象児童１人につき３，０００円を支給

（10）公立保育施設管理運営事業　266,813千円 〔こども保育課〕

　・公立保育所　５施設　定員４２０人

  ★境いよく保育所建替工事設計委託料 17,550千円

（11）民間保育施設対策事業　4,920,706千円 〔こども保育課〕

　・私立保育園　４０施設　定員４，９１０人

　・民間保育施設保育運営委託料 4,787,832千円

  ・民間保育所運営費補助金　44,892千円

　★保育士加配事業費補助金　13,632千円
   　 (基準の保育士数を上回る配置を行う園に補助）

（12）特別保育事業　341,144千円 〔こども保育課〕

　・地域子育て支援拠点事業委託料　40,133千円　（６施設）

　☆保育充実促進費補助金　164,878千円

　・保育対策等促進事業費補助金　69,704千円

　・障害児保育充実費補助金　15,892千円　（１７施設）

　・一時預かり事業補助金 39,773千円　（２５施設）

　・保育所乳児受入支援事業補助金　10,764千円
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（13）民間保育所施設整備事業　173,985千円 〔こども保育課〕

　・保育所等緊急整備事業費補助金　170,235千円
　　（むつみ保育園増改築事業　定員９０人から１１０人へ）
　・子育て環境づくり推進補助金　3,750千円
　　(羽黒保育園小規模修繕事業)

（14）生きがい対策事業　71,945千円 〔高齢福祉課〕

　・敬老行事委託料 44,400千円（1,200円×37,000人）

（15）特別養護老人ホーム等建設費補助事業　10,304千円 〔高齢福祉課〕

（16）在宅サービス事業　94,163千円 〔高齢福祉課〕

　・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　21,960千円

（17）高齢者福祉施設管理運営事業　273,274千円 〔高齢福祉課〕

　・ふくしプラザ運営事業　124,609千円

　・ふれあいセンター運営事業　67,531千円

　・老人いこいの家運営事業　10,456千円

　・みやまセンター運営事業　24,538千円

　・高齢者生きがいセンター運営事業　4,544千円

　・境地域福祉センター運営事業　18,637千円

　・境社会福祉センター運営事業　20,916千円

（18）介護保険対策事業　7,675千円 〔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３万円
　　　を支給

（19）地域ふくし館うえはす管理運営事業　251,926千円 〔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）
　★地域ふくし館うえはす移転建設工事ほか　206,120千円
　　　男井戸川拡幅工事に伴い建物が取り壊されるため、新規の地域ふくし館を
　　　建設するもの

（20）福祉作業所管理運営事業　91,810千円 〔障害福祉課〕

　・福祉作業所等運営委託料　91,810千円
　　【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

（21）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・障害への支援）
　　　発達支援事業（対象児童の通所訓練など）

（22）自立支援給付事業　1,875,281千円 〔障害福祉課〕

　・介護給付費・訓練等給付費　1,760,000千円

　・特定障害者特別給付費　57,120千円

　・補装具給付費　30,000千円

　・相談支援給付費　21,000千円

（23）自立支援医療給付事業　151,726千円 〔障害福祉課〕

（24）地域生活支援事業　449,498千円 〔障害福祉課〕

　★医療的ケア支援事業委託料　3,840千円

　★伊勢崎市福祉作業所トイレ改修　10,800千円

（25）障害児福祉事業　301,334千円 〔障害福祉課〕

　・障害児通所給付費　290,000千円

　・障害児相談支援給付費　10,800千円

（26）地域人づくり事業　7,489千円 〔障害福祉課〕
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（１）勤労者融資事業　105,183千円 〔商工労働課〕

　・勤労者住宅資金融資預託金　25,183千円

　☆勤労者生活資金融資預託金　80,000千円

（２）雇用対策事業　46,103千円 〔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　210,454千円 〔商工労働課〕

　【指定管理者への委託】伊勢崎市民プラザ

　★市民プラザ本館外壁改修工事ほか　140,000千円

（４）伊勢崎市勤労者会館管理運営事業　37,786千円 〔商工労働課〕

　★勤労者会館改修工事 37,000千円

（５）消費生活センター事業　12,800千円 〔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

（６）商業振興対策事業　33,127千円 〔商工労働課〕

  ・街なか活性化夕市運営業務委託料　648千円（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　1,300千円

（７）中小企業振興対策事業　115,714千円 〔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４年目の実施

（８）金融対策事業　2,167,742千円 〔商工労働課〕

　・中小企業活性化資金融資預託金　973,278千円

　・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　44,048千円

（９）企業誘致事業　206,970千円 〔企業誘致課〕

　★いせさきブランド推進事業　62千円
　　（ぽてんしゃる・アップ事業）
　　　市内小学生と保護者を対象に、Made in いせさき企業親子見学ツアー
　　　を行い、商品の購入や利用の促進を図る

　★多田山産業団地関連事業　13,200千円

　　　市道（赤）１２８４号線外道路改修工事ほか

　☆企業立地促進奨励金 26,679千円

　☆伊勢崎宮郷工業団地周辺整備工事負担金　151,000千円【合併特例事業】

（10）都市地方連携推進事業　560千円 〔農政課〕

　・寺泊との交流（ミニトマトやエダマメ、にんじんの収穫体験）

　　※市民活動課に同事業あり

（11）地域農業担い手育成対策事業　15,287千円 〔農政課〕

　・地域特産物の育成、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　583,918千円 〔農政課〕

　・園芸施設、野菜生産施設の整備ほか

　★強い農業づくり交付金　525,984千円
　　　キュウリ・ナス選果場の建設費補助
　・生物農薬導入費助成金　1,783千円
　　　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　11,670千円 〔農政課〕

　・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　10,500千円

（14）農地集積・集約化対策事業　37,333千円 〔農政課〕

　・農地集積を促進するため、農地中間管理機構による担い手への農地集積と集
　　約化の加速化を支援

　★機構集積協力金　35,780千円
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（15）畜産振興対策事業　12,858千円 〔農政課〕

　・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　156,034千円 〔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 15,935千円

　★多面的機能支払交付金 37,525千円
　　　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

（17）県営小此木地区土地改良事業　20,152千円 〔土地改良課〕

　・境小此木地区（第１期・２期）

（18）境下武士地区土地改良事業　4,500千円 〔土地改良課〕

　事業期間　　平成２７年度～平成３１年度
　平成２７年度：実施設計、換地計画原案の作成

（19）文化会館管理運営事業　382,133千円 〔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

（20）観光事業　125,131千円 〔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　7,807千円
　　　世界遺産、田島弥平旧宅観光のための、東武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　6,911千円
　・伊勢崎市観光物産協会補助金　8,827千円
　　　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

（21）華蔵寺公園遊園地管理運営事業　35,286千円 〔文化観光課〕

　・公園遊具の整備

（22）文化振興事業　37,465千円 〔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

　★赤レンガ倉庫設計委託料 9,000千円
　　　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基
　　　本設計及び詳細設計を委託

（１）生活道路整備事業　162,600千円 〔土木課〕

　・各地域の生活道路整備

　★前橋笠懸道路関連整備（市道赤３３６８号線）

　★流通団地西交差点整備（市道伊５-１８７号線、５-８８号線）

（２）市道（赤）１１２号線道路整備事業（市場町地内）　65,600千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【合併特例事業】

〔土木課〕

　全事業計画延長１，２００ｍ
　☆平成２７年度：第３・４期事業区間測量及び道路詳細設計

（３）外環状道路整備事業（境上渕名地内）　76,200千円【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２７年度：道路改良工事２６０ｍ、早川人道橋上部工工事
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（４）市道（境）２級２４号線道路整備事業（境伊与久地内）　215,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【合併特例事業】

〔土木課〕

　☆東武伊勢崎線の踏切拡幅工事負担金及び道路改良工事

（５）市道（赤）３２０２号線道路整備事業（赤堀鹿島町地内）　21,000千円 〔土木課〕

　全事業計画延長３００ｍ
　★平成２７年度：測量等業務委託

（６）道路維持事業　459,425千円 〔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

（７）橋りょう維持事業　245,633千円【合併特例事業】 〔道路維持課〕

　★橋りょう点検業務委託料　35,700千円（橋長２ｍ以上１５ｍ未満の１７１橋）

　・橋りょう補修設計業務委託料　30,000千円（宮古橋外８橋）
　・橋りょう点検業務委託料　29,000千円（橋長１５ｍ以上の２９橋、ＪＲ線に
　　架かる歩道橋等５橋）
　・橋りょう補修工事　148,300千円（龍宮橋外２橋）

（８）治水対策事業　143,152千円 〔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

（９）建築指導運営事業　39,000千円 〔建築指導課〕

　★耐震改修促進計画策定業務委託料　8,346千円
　　　大地震を想定し、建築物の地震に対する安全性の向上を目的として策定

（10）公営住宅管理事業　97,957千円 〔住宅課〕

　・市営住宅の維持管理、修繕ほか

（11）公営住宅ストック改善事業　166,575千円 〔建築課〕

　・長寿命化計画に基づく住戸や外壁、給排水施設等の改修
　　　赤堀千鳥住宅、山王住宅

（12）茂呂住宅建設事業（新栄町地内）　167,729千円 〔建築課〕

　・茂呂住宅設計及び建設工事

（１）都市計画管理事業　60,370千円 〔都市計画課〕

　★都市計画基礎調査業務委託料 52,000千円
　　　５年に１度の都市計画現況図の修正等

（２）県営事業負担金　4,500千円 〔都市計画課〕

　★都計道３・４・６９号上矢島米岡線県営事業負担金　2,000千円

　　全事業計画延長５８０ｍ 群馬県施行の都市計画道路整備事業における負担金

（３）都市計画道路３・４・８号道路改良事業（中央町・東本町工区） 〔都市計画課〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000千円【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２７年度：新伊勢崎駅前雨除けシェルター設置工事、道路築造１４０ｍ、
　　　　　　　　　用地買収 ほか

（４）公園維持管理事業　464,740千円 〔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

（５）公園整備事業　82,533千円【合併特例事業】 〔公園緑地課〕

　☆グラウンドゴルフ場整備（西小保方沼公園）　40,000千円

　・公園施設長寿命化対策支援事業工事　35,000千円

（６）土地区画整理管理事業　18,250千円 〔区画整理課〕

　★区画整理事業調査業務委託料　15,700千円
　　　田中町地区区画整理事業の実施に向けての基礎調査
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（７）土地区画整理事業　506,638千円 〔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）　10,603千円

　・茂呂第一土地区画整理事業（南千木町地内ほか）　250,016千円

　・東部第二土地区画整理事業（下植木町地内ほか）　65,019千円

（組合施行分）

　・三郷第三土地区画整理事業（安堀町地内ほか）　31,000千円

　・茂呂第二土地区画整理事業（南千木町地内ほか）　150,000千円

（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　13,805千円 〔都市開発課〕

　★伊勢崎の四季・まちなか賑わい創出事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ぽてんしゃる・アップ事業）4,500千円
　　　平成２７年３月開設の駅前インフォメーションセンターが中心となり子ど
　　　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）　184,934千円 〔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　120,773千円【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）　1,141,500千円 〔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）　327,100千円 〔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　178,234千円 〔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　102,612千円【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　39,989千円

　・消防団消防ポンプ自動車購入（２台）

（３）水防事業　4,846千円 〔総務課（消防）〕

　★第６４回利根川水系連合・総合水防演習負担金　3,500千円

（４）消防車輌等整備事業　89,401千円 【合併特例事業】 〔警防課〕

　・消防支援車、高規格救急自動車の購入（各１台）

（５）消防水利整備事業　9,642千円 〔警防課〕

　・耐震性貯水槽の設置、防火水槽の解体撤去

（６）消防本部旧庁舎解体事業　55,172千円【合併特例事業】 〔警防課〕

　★消防本部旧庁舎の解体工事

（７）消防機器整備事業　5,059千円 〔通信指令課〕

　☆消防救急デジタル無線受令機等整備　4,800千円
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（１）教育委員会管理運営事業　125,409千円 〔総務課（教育）〕

　☆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留学５人

（２）小学校管理事業　241,679千円 〔総務課（教育）〕

  ★ふるさと文庫設置用書架外代　6,429千円

　　　グローバルな人材育成を目指すにあたり、地元への理解を深める「ふるさ
　　　と学習」に関連して、伊勢崎市に関する書籍を配架した「ふるさと文庫」
　　　を市内の小・中学校及び四ツ葉学園に設置
　　　設置にあたっては、学校教育振興基金を活用

（３）教育振興事業　53,054千円 〔総務課（教育）〕

  ★ふるさと文庫用図書購入費　1,034千円

（４）中学校管理事業　137,073千円 〔総務課（教育）〕

  ★ふるさと文庫設置用書架外代　2,947千円

（５）教育振興事業　45,400千円 〔総務課（教育）〕

  ★ふるさと文庫用図書購入費　434千円

（６）臨海学校耐震補強事業　3,000千円 〔教育施設課〕

　★臨海学校耐震診断業務委託

（７）小学校施設管理事業　176,844千円 〔教育施設課〕

　★工事費 60,000千円

      体育館照明器具落下防止対策工事（耐震化関連）　12,400千円
      全１９校（北、南、殖蓮、茂呂、三郷、宮郷、坂東、宮二、赤堀、赤堀南、
　　　　　　　　赤堀東、あずま、あずま南、あずま北、境、境采女、境剛志、
　　　　　　　　境島、境東）

（８）境東小学校校舎耐震補強事業　70,000千円【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２期

（９）小学校トイレ改修事業　453,299千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　☆小学校トイレ改修工事

（10）豊受小学校校舎耐震補強事業　180,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★豊受小学校校舎耐震補強工事

（11）宮郷小学校校舎耐震補強事業　180,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★宮郷小学校校舎耐震補強工事

（12）赤堀小学校校舎耐震補強事業　403,200千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★赤堀小学校校舎耐震補強工事

（13）境剛志小学校校舎耐震補強事業　150,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★境剛志小学校校舎耐震補強工事

（14）三郷小学校プール改築事業　5,500千円 〔教育施設課〕

　★三郷小学校プール改築工事実施設計業務委託

（15）中学校施設管理事業　189,402千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★工事費 100,000千円

　　　柔剣道場吊り天井改修工事（耐震化関連）　70,000千円
　　　全７校（第一、第二、第三、第四、殖蓮、宮郷、あずま）

　　　体育館照明器具落下防止対策工事（耐震化関連）4,400千円
　　　全７校（第一、第二、第四、殖蓮、あずま、境北、境西）

（16）赤堀中学校整備事業　9,500千円 〔教育施設課〕

　平成２７年４月に開校する赤堀中学校の校地と道路敷の分筆測量や、移転後の
　旧校舎、体育館及び付属建物の解体設計を実施

（17）名和幼稚園園舎耐震補強事業　80,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★名和幼稚園園舎耐震補強工事
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（18）豊受幼稚園園舎耐震補強事業　40,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★豊受幼稚園園舎耐震補強工事

（19）あかぼり幼稚園園舎耐震補強事業　200,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★あかぼり幼稚園園舎耐震補強工事

（20）あずま幼稚園園舎改築事業　208,000千円【合併特例事業】 〔教育施設課〕

　★あずま幼稚園保育棟改築工事

（21）公立学校運営事業　2,589千円 〔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）

（22）教育指導事業　221,710千円 〔学校教育課〕

　★「確かな学力」研究推進校事業の実施

   　 「知識・技能を活用し、課題解決を図る力」を育成するための実践研究を
　　　行い、その成果を市内・県内に発信

　★道徳教育総合支援事業の実施

　　　児童・生徒の豊かな心を育み、道徳性を育成するため、道徳教育の実践教
　　　育の充実を図り、その成果を市内・県内に発信

（23）外国語指導助手配置事業　81,432千円 〔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

（24）教育研究所管理運営事業　37,222千円 〔学校教育課〕

　★臨床心理士の配置　賃金　4,200千円

（25）幼稚園運営事業　201,040千円 〔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

　★一時預かり事業（幼稚園型）

　　　子ども・子育て支援法に基づく「地域子ども・子育て支援事業」として市
　　　町村が実施するもの。幼稚園または認定こども園で実施

（26）中等教育学校管理運営事業（前期課程）　9,765千円 〔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）

  ★ふるさと文庫設置用書架外代　268千円

（27）中等教育学校管理運営事業（後期課程）　189,727千円 〔四ツ葉学園〕

　★工事費　130,000千円

　　　空調機更新工事（５４室）
　　　体育館吊り天井改修工事（耐震化関連）

（28）中等教育学校教育振興事業（前期課程）　12,162千円 〔四ツ葉学園〕

  ★ふるさと文庫用図書購入費　61千円

（29）境采女公民館耐震補強事業　74,000千円【合併特例事業】 〔生涯学習課〕

　★境采女公民館耐震補強外工事　74,000千円

（30）北公民館耐震補強事業　3,600千円 〔生涯学習課〕

　★北公民館耐震補強工事設計委託料　3,600千円

（31）図書館管理運営事業　164,775千円 〔図書館課〕

　★図書館システム更新関連費用　22,826千円

　★境図書館書庫空調機取付工事ほか　3,000千円

（32）文化財保存事業　20,328千円 〔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

（33）文化財発掘調査事業　22,193千円 〔文化財保護課〕

　☆佐位郡衙関連遺跡発掘調査関連費用　2,707千円
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（34）田島弥平旧宅整備活用事業　57,608千円 〔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

（35）史跡上野国佐位郡正倉跡保存整備活用事業　6,731千円 〔文化財保護課〕

　平成２６年１０月に国史跡に指定された「上野国佐位郡正倉跡」の保存管理計
　画の策定及び復元模型を製作するための図面作成を実施

（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）

　　　平成２７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

（１）オートレース事業 〔事業課〕

【本場開催８６日（ナイター開催４０日）・場外開催２６４日】

　★選手宿舎耐震工事設計委託料 9,800千円
　★選手宿舎浴槽循環ボイラー及び濾過槽入替工事 5,973千円

  ☆一般会計への繰出金　50,000千円

（１）給食センター整備事業　11,820千円 〔健康教育課〕

　★地質調査業務委託料　3,000千円
　★基本設計業務委託料　7,000千円
　★土地購入費　1,820千円

　　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
　　園に新たな学校給食調理場を建設（平成２７年度は、地質調査及び基本設計
　　等を実施）

（１）特定健康診査等事業　177,627千円 〔国民健康保険課〕

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

（１）在宅医療・介護連携推進事業　1,952千円 〔高齢福祉課〕

　★地域包括ケアシステム構築のため、在宅医療と介護の連携推進を目的とした
　　地域医療連携推進委員会を設置
　　医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮ら
　　しを人生の最後まで続けられるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提
　　供するため、医療機関と介護サービス事業者などの連携を推進

（２）生活支援体制整備事業　1,001千円 〔高齢福祉課〕

　★地域包括ケアシステム構築のため、生活支援体制整備委員会を設置して「生
　　活支援コーディネーターの配置」や「協議体の設置」についての協議を行い、
　　地域の支援ニーズの把握とサービスの創出、関係者間のネットワークの構築
　　を推進

 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

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計
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（３）認知症総合支援事業　10,138千円 〔高齢福祉課〕

　★地域包括ケアシステム構築に係る認知症高齢者増加への対応として、認知症
　　が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援など
　　の初期の支援を行い、自立生活のサポートを行う「認知症初期集中支援チー
　　ム」を配置（２チーム）
　　※１チーム３人（専門医１人・専門職２人）

（１）汚水施設事業　658,922千円 〔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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219,586千円
　　・設計等業務委託料　26,500千円（汚水施設設計、管渠詳細耐震診断ほか）
　　・工事費　170,000千円(汚水管築造、管渠耐震化ほか)
　　　　★マンホールトイレ管渠築造　37,000千円
　　　　　　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
　　　　　（市民のもり公園、華蔵寺公園運動施設、第一中学校、殖蓮中学校）
　・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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　439,336千円
　　・設計等業務委託料　32,500千円 （汚水施設設計）
　　　　★事業認可計画変更　17,500千円
　　　　　　西部系統、赤堀西部系統、赤堀今井系統、あずま東部地区を流域
　　　　　　下水道事業認可計画へ変更
　　・工事費　380,000千円(汚水管築造)

（２）浸水対策事業　42,000千円 〔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　86,100千円 〔下水道整備課〕

　・伊勢崎浄化センターの施設更新事業
　　★ガス発電設備新設設計委託
　　　　伊勢崎浄化センターの汚泥から発電する装置を新設するための設計
　　★総合地震対策施設詳細設計委託
　　　　伊勢崎浄化センターの管理棟及び汚泥消化設備の耐震補強工事に向けた
　　　　詳細設計

　　★自家発電機更新工事（長寿命化）

（１）農業集落排水維持管理事業　191,831千円 〔下水道管理課〕

　・農業集落排水処理施設（１０施設）、管路の維持管理
　・最適整備構想策定業務委託料　8,400千円
　　　施設機能を保全・強化するための対策方法等を定めた最適整備構想を策定

（１）配水管整備事業　299,432千円 〔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　328,860千円 〔水道局工務課〕

　★西久保配水場ポンプ施設更新（バレル化）工事ほか

（３）老朽管更新事業　345,228千円 〔水道局工務課〕

　・老朽した石綿セメント管の更新ほか

（１）入退院支援センター整備事業　50,000千円 〔市民病院〕

　★入退院支援センターの整備　50,000千円

　　　現在本館１階エントランスホールにある入退院支援センターは、スペース
　　　が狭くプライバシーの確保も不充分で不便なため、本館１階南側を改修し、
　　　患者サービス向上と地域医療連携を充実・強化

　★ホスピタル・サンデー～知っ得市民病院～　1,000千円
　（ぽてんしゃる・アップ事業）

　　　休日の外来ロビーを利用し、健康に関するコーナーや市民病院の医療機器、
　　　災害時のＤＭＡＴ派遣などを紹介し、病院機能・病院活動や健康について
　　　理解を深める機会を提供するため、ホスピタル・サンデーを実施

水道事業会計

病院事業会計

下水道事業費特別会計

農業集落排水事業費特別会計

 企 業 会 計　事 業 概 要
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引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）
　 ・市町村交付金（社会保障財源化分） 900,000     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 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 136,919      70,054        -         40,018      26,847         2,000                  

地域ふくし館うえはす管理運営事業 251,926      -               -         199,861    52,065         4,000                  

福祉作業所管理運営事業 91,810        16,903        -         -             74,907         5,000                  

こども発達支援センター管理運営事業 69,280        -               -         21,740      47,540         4,000                  

自立支援給付事業 2,481,306    1,716,868    -         19,133      745,305       53,000                 

身体障害者（児）福祉事業 103,108      4,240         -         -             98,868         7,000                  

障害児福祉事業 301,334      226,000      -         -             75,334         5,000                  

福祉医療費 1,966,256    924,930      -         -             1,041,326     75,000                 

高齢者保護措置事業 18,827        -               -         3,636        15,191         1,000                  

高齢対策事業 206,811      18,343        -         -             188,468       14,000                 

高齢者福祉施設管理運営事業 377,031      -               -         -             377,031       27,000                 

出産祝金支給事業 29,999        -               -         -             29,999         2,000                  

児童福祉対策事業 58,997        -               -         191          58,806         4,000                  

児童扶養手当給付事業 904,631      301,447      -         -             603,184       43,000                 

児童手当等給付事業 3,918,726    3,315,618    -         -             603,108       43,000                 

児童厚生施設管理運営事業 240,356      48,793        -         63,411      128,152       9,000                  

放課後児童健全育成事業 377,807      203,258      -         26,089      148,460       11,000                 

公立保育施設管理運営事業 266,813      3,928         -         58,782      204,103       15,000                 

民間保育施設対策事業 5,435,835    2,468,643    -         994,633    1,972,559     141,000               

生活保護費 2,103,916    1,628,873    -         -             475,043       34,000                 

小　　　計 19,341,688   10,947,898  -         1,427,494  6,966,296     499,000               

国民健康保険特別会計繰出金 1,541,926    652,950      -         -             888,976       64,000                 

後期高齢者医療事業 1,587,053    -               -         -             1,587,053     113,000               

後期高齢者医療特別会計繰出金 366,918      275,201      -         -             91,717         7,000                  

介護保険特別会計繰出金 1,914,325    125,838      -         -             1,788,487     128,000               

小　　　計 5,410,222    1,053,989    -         -             4,356,233     312,000               

後期高齢者健診事業 146,920      -               -         136,708    10,212         1,000                  

保健衛生事業 63,396        -               -         -             63,396         4,000                  

病院・休日夜間診療事業費 109,179      14,000        -         -             95,179         7,000                  

疾病予防事業 844,470      22,505        -         -             821,965       59,000                 

健康づくり推進事業 12,920        -               -         -             12,920         1,000                  

母子保健事業 248,100      14,666        -         -             233,434       17,000                 

小　　　計 1,424,985    51,171        -         136,708    1,237,106     89,000                 

26,176,895  12,053,058  -         1,564,202  12,559,635   900,000              

※１ 平成２７年度の地方消費税交付金は２９億円を計上します。

増税の影響で９億円の増収を見込みます。

※２ 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）及び事務費を除きますので予算額と一致しません。　

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

市町村交付金）

特定財源
一般財源

26,176,895                

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生
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