
　

平成３１年度（２０１９年度）

当 初 予 算 概 要

～ふるさと未来創生予算～
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当初予算額の推移

◆一般会計当初予算額 ７５３億円 （対前年度比 ＋１．１％） 
◆特別会計当初予算額 ６０７億７２１万円 （対前年度比 △２．１％） 
◆企業会計当初予算額 ２５０億６，１０６万円（対前年度比 ＋５．０％）

《会計区分別予算》 （単位:千円） 

会 計 区 分 平成３１年度 
当初予算額 

平成３０年度 
当初予算額 

増減額 増減率 

一 般 会 計 75,300,000 74,500,000 800,000 1.1% 

特 別 会 計 60,707,210 62,008,811 △ 1,301,601 △2.1%

 小型自動車競走事業費 15,636,634 15,710,283 △ 73,649 △0.5%

 学校給食センター事業費 2,268,291 4,115,815 △ 1,847,524 △44.9%

 国民健康保険 19,873,290 19,582,523 290,767 1.5% 

 後期高齢者医療 2,242,531 2,206,141 36,390 1.6% 

 介護保険 16,610,807 16,212,748 398,059 2.5% 

 下水道事業費 3,456,075 3,540,674 △ 84,599 △2.4%

 農業集落排水事業費 587,320 610,963 △ 23,643 △3.9%

 特定地域生活排水処理事業費 32,262 29,664 2,598 8.8% 

企 業 会 計 25,061,058 23,856,575 1,204,483 5.0% 

 水道事業 6,677,525 6,300,171 377,354 6.0% 

 病院事業 18,036,683 17,218,390 818,293 4.8% 

 介護老人保健施設事業 284,300 275,414 8,886 3.2% 

 訪問看護事業 62,550 62,600 △ 50 △0.1%

合 計 161,068,268 160,365,386 702,882 0.4% 

※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。

（単位:億円） 
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１．歳入予算の概要 
（単位:千円） 

歳 入 科 目 
平成３１年度 平成３０年度 

増減額 増減率 
予算額 構成比 予算額 構成比 

1  市税 31,013,562 41.2% 30,313,961 40.7% 699,601 2.3% 

2  地方譲与税 730,000 1.0% 730,000 1.0% - - 

3  利子割交付金 20,000 0.0% 20,000 0.0%  - - 

4  配当割交付金 100,000 0.1% 80,000 0.1% 20,000 25.0% 

5  株式等譲渡所得割交付金 100,000 0.1% 100,000 0.1% - - 

6  地方消費税交付金 4,060,000 5.4% 3,850,000 5.2% 210,000 5.5% 

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 110,000 0.1% 200,000 0.3% △ 90,000 △45.0%

9  環境性能割交付金 51,000 0.1% - - 51,000 皆増 

10  地方特例交付金 217,000 0.3% 173,000 0.2% 44,000 25.4% 

11  地方交付税 5,570,000 7.4% 6,030,000 8.1% △ 460,000 △7.6%

12  交通安全対策特別交付金 34,400 0.0% 38,000 0.0% △ 3,600 △9.5%

13  分担金及び負担金 901,347 1.2% 851,487 1.1% 49,860 5.9% 

14  使用料及び手数料 979,901 1.3% 1,010,704 1.4% △ 30,803 △3.0%

15  国庫支出金 10,676,903 14.2% 11,239,529 15.1% △ 562,626 △5.0%

16  県支出金 6,091,406 8.1% 5,581,311 7.5% 510,095 9.1% 

17  財産収入 45,225 0.1% 51,807 0.1% △ 6,582 △12.7%

18  寄附金 10,614 0.0% 1,014 0.0% 9,600 946.7% 

19  繰入金 3,643,375 4.9% 3,276,513 4.4% 366,862 11.2% 

20  繰越金 400,000 0.5% 400,000 0.5%  - - 

21  諸収入 3,404,967 4.5% 3,430,474 4.6% △ 25,507 △0.7%

22  市債 7,138,700 9.5% 7,120,600 9.6% 18,100 0.3% 

歳 入 合 計 75,300,000 100% 74,500,000 100% 800,000 1.1% 

☞市 税･･･個人市民税は雇用・所得環境の改善による所得の増加、固定資産
税では新築家屋及び企業の設備投資に伴う償却資産の増加等を見
込み増額となります。 

☞地方交付税･･･合併算定替の特例措置の段階的な削減や市税の増額による影響を
見込み、減額となります。 

☞国庫支出金･･･循環型社会形成推進交付金や社会資本整備総合交付金などが減
となるため、減額となります。 

☞県 支 出 金･･･都市計画道路工事用地買収業務委託金や介護基盤等整備事業
費補助金などが増となるため、増額となります。 

☞繰 入 金･･･財政調整基金からの繰入れが減となりますが、都市環境整備基金や
減債基金からの繰入れが増となるため、増額となります。 

☞市 債･･･臨時財政対策債の発行が減となりますが、合併特例事業債の発行
が増となるため、増額となります。 

☞自 主 財 源･･･自主財源の割合は５３．７％となり、対前年度比で０．９ポイント
増加します。 

自主財源
53.7%

404.0億円

依存財源
46.3%

349.0億円

市税
41.2%

繰入金
4.9％

諸収入
4.5％

その他
3.1%

国庫支出金
14.2%

市債
9.5%

県支出金
8.1%

地方交付税
7.4%

その他
7.1％

歳入

地方消費税交付金、 

地方譲与税ほか

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
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２．歳出予算の概要（目的別）

（単位:千円） 

目 的 別 区 分 
平成３１年度 平成３０年度 

増減額 増減率 
予算額 構成比 予算額 構成比 

1  議会費 464,889 0.6% 465,302 0.6% △ 413 △0.1%

2  総務費 9,126,371 12.1% 7,040,179 9.4% 2,086,192 29.6% 

3  民生費 29,961,141 39.8% 29,277,234 39.3% 683,907 2.3% 

4  衛生費 6,438,415 8.6% 7,443,494 10.0% △ 1,005,079 △13.5%

5  労働費 238,019 0.3% 246,037 0.3% △ 8,018 △3.3%

6  農林水産業費 1,282,781 1.7% 1,315,127 1.8% △ 32,346 △2.5%

7  商工費 2,879,060 3.8% 2,975,166 4.0% △ 96,106 △3.2%

8  土木費 7,611,231 10.1% 7,453,873 10.0% 157,358 2.1% 

9  消防費 2,616,879 3.5% 2,608,172 3.5% 8,707 0.3% 

10  教育費 7,393,828 9.8% 8,238,625 11.1% △ 844,797 △10.3%

11  災害復旧費 200 0.0% 200 0.0%  - -  

12  公債費 7,137,186 9.5% 7,286,591 9.8% △ 149,405 △2.1%

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

合  計 75,300,000 100% 74,500,000 100% 800,000 1.1% 

民生費

299.6億円

39.8%

総務費

91.3億円

12.1%

土木費

76.1億円

10.1%

教育費

73.9億円

9.8%

公債費

71.4億円

9.5%

衛生費

64.4億円

8.6%

その他

76.3億円

10.1%

 議会費、労働費、農林水産業費、 
 商工費、消防費ほか

☞総務費・・・文化会館管理運営事業や市庁舎維持管理事業などが増額となります。
☞民生費・・・民間保育所施設整備事業、介護保険特別会計繰出金、民間保育施設対策事業、障害児福祉事業などが増

額となります。 
☞衛生費・・・ごみ処理施設維持管理事業やごみ収集事業などが増額となりますが、最終処分場整備事業などが減額となりま

す。 
☞農林水産業費・・・維持管理適正化事業などが増額となりますが、県営小此木地区土地改良事業などが減額となります。
☞商工費・・・企業誘致事業などが増額となりますが、金融対策事業などが減額となります。
☞土木費・・・駅周辺第二土地区画整理事業などが減額となりますが、都市計画道路３・４・６９号道路整備事業（境米

岡工区）や都市計画道路３・３・３号道路改良事業（足利線以南工区）などが増額となります。 
☞消防費・・・消防車輌等整備事業などが減額となりますが、消防水利整備事業などが増額となります。
☞教育費・・・学校給食センター事業費特別会計繰出金やあずま小学校校舎増築事業などが増額となりますが、宮郷公民館

整備事業や体育施設整備事業などが減額となります。 
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３．歳出予算の概要（性質別） 

（単位:千円） 

性 質 別 区 分 
平成３１年度 平成３０年度 

増減額 増減率 
予算額 構成比 予算額 構成比 

義務的経費 

人件費 12,606,160 16.7% 12,532,441 16.8% 73,719 0.6% 

扶助費 18,828,700 25.0% 18,581,797 24.9% 246,903 1.3% 

公債費 7,137,186 9.5% 7,286,591 9.8% △ 149,405 △ 2.1%

小 計 38,572,046 51.2% 38,400,829 51.5% 171,217 0.4% 

消費的経費 

物件費 11,106,481 14.7% 10,843,762 14.6% 262,719 2.4% 

維持補修費 699,514 0.9% 681,540 0.9% 17,974 2.6% 

補助費等 3,123,250 4.2% 3,204,311 4.3% △ 81,061 △ 2.5%

小 計 14,929,245 19.8% 14,729,613 19.8% 199,632 1.4% 

投資的経費 

普通建設事業費 9,622,401 12.8% 9,399,088 12.6% 223,313 2.4% 

災害復旧事業費 200 0.0% 200 0.0%  - - 

小 計 9,622,601 12.8% 9,399,288 12.6% 223,313 2.4% 

その他 

貸付金 1,837,267 2.5% 1,992,570 2.7% △ 155,303 △ 7.8%

繰出金 9,664,241 12.8% 9,319,447 12.5% 344,794 3.7% 

予備費・その他 674,600 0.9% 658,253 0.9% 16,347 2.5% 

合 計 75,300,000 100.0% 74,500,000 100% 800,000 1.1% 

 

 

 

 

＜義務的経費＞ 
☞人 件 費･･･人事院勧告に準じた給与改定等により増額となります。
☞扶 助 費･･･児童手当給付事業が減額となりますが、民間保育施設対策事業、障害児福祉事業などが増

額となります。 
☞公 債 費･･･平成２７年度臨時財政対策債の元金が償還開始になり増額となりますが、平成１０年度減

税補てん債の償還終了などにより減額となります。 
＜消費的経費＞ 

☞物 件 費･･･不動産鑑定事業の委託料やごみ収集事業の委託料などが増額となります。
☞維持補修費･･･茂呂クリーンセンター維持管理事業やいせさき聖苑維持管理事業などの修繕料が増額と

なります。 
☞補 助 費 等･･･企業誘致事業の企業立地促進奨励金などが増額となりますが、中小企業振興対策事業の住

宅リフォーム助成金などが減額となります。 
＜投資的経費＞ 

☞普通建設事業費･･･宮郷公民館整備事業や最終処分場整備事業などが減額となりますが、文化会館管理
運営事業や民間保育所施設整備事業などが増額となります。 

＜その他経費＞ 
☞繰 出 金･･･学校給食センター事業費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。

扶助費

188.3億円

25.0%

人件費

126.0億円

16.7%

公債費

71.4億円

9.5%

消費的経費

149.3億円

19.8%

投資的経費

96.2億円

12.8%

その他

121.8億円

16.2%

義務的経費 
385.7 億円 

5１.2% 
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１．市債の概要 

（単位:千円） 

会 計 区 分 平成３１年度末 
現在高 

平成３０年度末 
現在高 増減額 

 一般会計 68,958,630 68,549,037 409,593 

 特別会計 23,695,467 24,008,020 △ 312,553

 学校給食センター事業費 3,533,450 3,496,900 36,550 

 下水道事業費 17,615,364 17,672,654 △ 57,290

 農業集落排水事業費 2,513,339 2,812,448 △ 299,109

 特定地域生活排水処理事業費 33,314 26,018 7,296 

 企業会計 19,627,317 20,183,007 △ 555,690

 水道事業 12,126,913 12,040,966 85,947 

 病院事業 7,500,404 8,142,041 △ 641,637

合 計 112,281,414 112,740,064 △ 458,650

２．一般会計の市債 

市債発行額の推移について 

  平成１７年の市町村合併以降、市債発行額は増加傾向で推移し、平成２６年度をピークに平成２９年度まで

減少傾向となっておりましたが、その後増加傾向に転じ、平成３１年度においては、合併特例事業債を活用する事業

が増加し、一般会計において約７１億円の発行を予定しています。 

臨時財政対策債・・・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１６億円から２６億円の間で推移していましたが、平成２２年度に大幅に伸

び、それ以降減少傾向となっており、平成３１年度においては、２３億円の発行を予定していま

す。 

合併特例事業債・・・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３１年度は、一般会計において、文化会館改修事業、廃棄物

処理施設等整備事業、赤堀体育館改修事業、あずま小学校校舎増築事業等に約３９億９千

万円の発行を予定しています。（７頁参照） 

通常債・・・主に合併前の継続事業に対して発行する地方債で、平成３１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８億５千万円の発行を予定しています。 

※「平成３０年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成３１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。
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３．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１５年間の発行が可能でしたが、５年延⾧され、２０年間の発行が可能となり

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、文化会館改修事業、廃棄物処理施設等整備

事業、赤堀体育館改修事業、あずま小学校校舎増築事業などで、学校給食センター事業費特別会計において、学

校給食調理場解体事業になります。 

《一般会計》 （単位:千円） 

《学校給食センター事業費特別会計》 （単位:千円） 

NO 目的 平成３１年度事業債名 発行額 

1 教育債 学校給食調理場解体事業債 133,000 

発行額合計 133,000 

NO 目的 平成３１年度事業債名 発行額 

1 総務債 文化会館改修事業債 2,316,600 

2 民生債 福祉作業所整備事業債 16,800 

３ 衛生債 さかい聖苑空調設備整備事業債 28,500 

4 衛生債 廃棄物処理施設等整備事業債 1,026,600 

5 土木債 市道１１２号線整備事業債 51,600 

6 土木債 市道１０８号線整備事業債 38,400 

7 土木債 橋りょう耐震対策事業債 94,000 

8 土木債 都計道３・４・７１号整備事業債（境保泉工区） 35,000 

9 土木債 都計道３・３・３号整備事業債 58,900 

10 消防債 消防車両等購入事業債 19,600 

11 消防債 消防団車両等購入事業債 44,600 

12 消防債 耐震性貯水槽整備事業債 10,300 

13 教育債 赤堀体育館改修事業債 115,600 

14 教育債 あずま小学校校舎増築事業債 113,900 

15 教育債 田島弥平旧宅整備事業債 14,700 

発行額合計 3,985,100 
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《一般会計》 （単位:千円）

基 金 名 平成３１年度末 
現在高 

平成３０年度末 
現在高 増減額 

 財政調整基金 1,433,943 3,282,983 △1,849,040

 減債基金 37,836 1,036,600 △ 998,764

 その他特定目的基金 2,297,241 2,970,579 △673,338

 都市環境整備基金 466,879 722,015 △ 255,136

 福祉事業基金 67,935 67,911 24 

 都市計画事業基金 258,968 362,473 △ 103,505

 交通遺児入学・卒業祝金支給基金 23,605 23,771 △ 166

 奨学資金基金 89,661 94,270 △ 4,609

 市民のもり等建設基金 94,947 99,328 △ 4,381

 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 35,031 34,024 1,007 

 観光振興基金 16,362 16,193 169 

 公共施設整備基金 1,123,990 1,416,240 △ 292,250

 学校教育振興基金 11,445 14,762 △ 3,317

 グローバル人材育成奨励基金 26,195 37,406 △ 11,211

 田島弥平旧宅活用基金 25,206 25,180 26 

 石川泰三教育みらい基金 47,017 47,006 11 

小 計 3,769,020 7,290,162 △ 3,521,142

 定額運用基金 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 - 

一般会計基金合計 6,202,797 9,723,939 △ 3,521,142

《特別会計》 （単位:千円）

基 金 名 平成３１年度末 
現在高 

平成３０年度末 
現在高 増減額 

 小型自動車競走事業運営基金 637,207 636,903 304 

 国民健康保険基金 678 126,526 △125,848

 介護保険介護給付費準備基金 1,057,289 1,127,464 △ 70,175

特別会計基金合計 1,695,174 1,890,893 △ 195,719

☞財政調整基金･･･財源の調整のため、不足分を取り崩します。
☞減 債 基 金･･･償還元金に充てるため、取り崩します。
☞都市環境整備基金･･･区画整理事業等に充てるため、取り崩します。
☞都市計画事業基金･･･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･･･文化会館管理運営事業や体育施設整備事業等に充てるため、取り崩します。
☞市民のもり等建設基金･･･公園整備事業に充てるため、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。

※「平成３０年度末現在高」は１２月補正後予算額、「平成３１年度末現在高」は当初予算額により算出しています。
※千円未満は、端数を調整していますので、合計額と内訳額で一致しない部分があります。
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民間保育施設の整備 435,979千円 【こども保育課】

★第三保育所老朽化改修工事【第1期】 12,125千円 【こども保育課】

★第四保育所保育室棟の増築 2,255千円 【こども保育課】

１．福祉・地域医療の充実

　待機児童の抑制、多様化する保育ニーズに対応するために、民間保育施設の児童受け入れ枠の拡大、保育環境の充実
及びサービスの向上を図るため、施設の整備を行う法人に対して補助を行います。

【定員増を伴う増改築事業】
・大光寺保育園増改築事業・・・園舎の移転を伴う増改築事業を実施し、２０人の定員増を図ります。
・若竹保育園増改築事業・・・・・園舎の改築事業を実施し、１０人の定員増を図ります。

【認定こども園施設整備事業】
・茂呂こども園大規模修繕事業・・・園舎の屋根防水改修や外壁、空調設備の修繕を実施します。
・伊勢崎あすか幼稚舎防犯対策強化整備事業・・・フェンス・門扉等のほか、防犯カメラを設置します。
・二葉こども園小規模修繕事業・・・外壁塗装、床暖房の改修を実施します。

【防犯対策強化整備事業】
・門扉の改修や非常通報装置の設置等を行い、防犯対策の強化を図ります。
（３園）
・ブロック塀の安全対策事業（７園）

　老朽化した園舎の内部（床・壁・天井・建具等）改修工事を行うことで、保育環境の改善を図るとともに、建物の⾧寿命
化を図ります。

＜建物概要＞
　建設年度:昭和５５年度
　定員:９０人
＜事業計画＞
　平成３１年度　環境調査

　　内部改修工事【第1期】
　平成３２年度　内部改修工事【第2期】

　保育室が不足している第四保育所において、保育室棟の増築を実施します。

＜建物概要＞
　建設年度:昭和５０年
　定員:９０人
＜事業計画＞
　平成３１年度　敷地調査、地質調査
　平成３２年度　園舎リース

★・・・新規事業
☆・・・拡充事業

Ⅴ．重点政策

第三保育所

第四保育所
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☆放課後児童クラブの整備 19,052千円 【子育て支援課】

☆基幹相談支援体制の強化 55,383千円 【障害福祉課】

☆５歳児健康診査の実施 5,301千円 【健康づくり課】

１．福祉・地域医療の充実

　平成２７年４月の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、
①放課後児童クラブの対象が拡大し需要が増加したこと、
②設備や運営に関する基準が厳格化されたことで、
待機児童の発生が見込まれることから、現在、学校区ごとに待機児童
対策を進めています。平成３１年度においても、待機児童対策として、
民設のクラブとの調整を軸に公設クラブの整備を進めることを基本方針と
して実施します。

　障害者センターに設置されている基幹相談支援センターにおいて、増
加している相談業務への対応や地域の障害者相談支援の拠点として
の機能を強化するため、基幹相談支援センターの人員を増員し、増加
する相談業務への対応と市内の相談支援事業者への指導・研修等を
行うための相談支援体制を整備します。

現体制（正規６人、臨時２人）
→ 平成３１年度からの新体制（正規８人、臨時１人）

　５歳児は、友達とルールを守りながら遊びを楽しみ、いろいろなことに取り組む姿勢を見せ、自主性が高まる時期です。この頃
には、保育施設や幼稚園などに通園する子どもが増えることから、それまで家庭では気付きにくかった子どもの不得意なところが
見えてきたり、子ども自身も上手く対応できないと感じることが出てきたりと、子どもの成⾧・発達の特性が現れてきます。
　そのため本市では、成⾧に伴う子育ての悩みを相談する機会を増やすため、平成２９年度からモデル事業として市内の一
部の保育施設、幼稚園等で５歳児健康診査を実施してきたところですが、平成３１年度からは、市内全ての保育施設、幼
稚園等で実施します。

＜実施内容＞
・保護者と保育士、幼稚園教諭が記入した質問票をもとに、心理士、
作業療法士、保健師が保育施設、幼稚園を巡回して健康診査を
行います。

・保護者と保育士、幼稚園教諭が健康診査の結果を確認し、相談を
実施します。

・保護者の希望に合わせて発達相談や個別教室も実施します。

障害者センター
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★産後ケア事業の実施 1,158千円 【健康づくり課】

市民病院病棟改修の実施 216,000千円 【市民病院】

　産後３ヵ月未満の母親と赤ちゃんで、家族等からのサポートがない、育児不安が大きい等の理由により支援が必要な人を対
象に、助産師等が、具体的な指導や母親の一時的な休息を提供することで、母親の心身の回復や安定を促し、健やかな育
児ができるよう支援します。
　平成３１年度は、アウトリーチ（家庭訪問）型の産後ケアを実施します。

＜支援内容＞
　〇母親の体のケア（乳房マッサージ等の心身のケア、生活のアドバイスなど）
　〇赤ちゃんのケア（身⾧体重などの発育の確認など）
　〇育児の指導・相談（授乳、おむつ交換、沐浴など）

１．福祉・地域医療の充実

　築２０年が経過し老朽化した病棟を、地域の中核病院として安全で快適に利用できる施設とするため、改修を平成３０
年度から２ヵ年で実施しています。各病室他の壁材･床材等の貼り替え、浴室のシャワールーム化、照明器具のＬＥＤ化等
について、平成３１年度は４病棟を対象に実施致します。

＜平成３０年度＞
　３病棟（９Ａ･７Ａ･６Ａ病棟）
＜平成３１年度＞
　４病棟（９Ｂ･８Ａ･８Ｂ･６Ｂ病棟）

伊勢崎市民病院
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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 50,700千円 【行政課】

創業促進サポート補助金 10,000千円 【商工労働課】

　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により、コミュニティ活動の健全な発展を図るため、全行政
区（１７０行政区）を対象に地域住民の交流を深める事業実施のために必要な備品の購入等に対する補助を引き続き
実施します。なお、会議所の大規模改修等に対応できるよう希望する行政区には、３ヵ年分の補助金を一括で交付します。

＜補助対象事業＞
○一般備品整備事業
・コミュニティ行事関連備品購入費（テント、音響設備等）
・防災関連備品購入費（発電機、投光器等）
・集会施設関連備品購入費（エアコン、簡易倉庫等）

○伝統芸能備品整備事業
・伝統芸能関連備品購入費（法被、神輿等）
・伝統芸能関連備品修繕費（神輿修繕、山車・屋台修繕等）

○集会施設整備事業
・集会施設関連修繕費及び工事費（テラス・駐輪場設置等）

＜補助額＞
補助上限額　年３０万円
または３ヵ年分の一括交付　９０万円

　市内における創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、市内で創業する者に対して、創業時に必要となる各種経費の
一部を補助します。

＜対象者＞
・市内で補助金の申請年度内に創業する者であること
・市税の滞納がない者であること
・伊勢崎市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けた者であること
など、いくつかの要件を満たすことが必要です。

＜補助対象経費＞
・事業所等改装費
・備品購入費
・販売促進に係る経費　など

＜補助額＞
・補助限度額　１００万円
（補助率:補助対象経費の１／２以内）
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いせさきプレミアム付商品券発行事業 330,000千円 【商工労働課】

住宅リフォーム助成金 100,000千円 【商工労働課】

２．地域経済の活性化

　商品券を契機として消費を喚起し、地域経済と商店街の活性化を図るため、
いせさきプレミアム付商品券を引き続き販売します。

・販売総額　３億円
・プレミアム率　１０％
・発行総額　３億３，０００万円
・発行部数　３万冊
・販売価格　１冊　１万円
（１人３冊まで）

　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、個人住宅のリフォーム工事を行う場合に、その工事に掛かった
費用の一部を助成します。

＜対象者＞
市内に住所があり、次の全ての条件を満たす人
・市内にある個人住宅の所有者で、当該対象住宅に平成３１年４月１日時点で３年以上継続して居住している
・市税などを完納している
・平成３０年中の合計所得金額が７００万円以下である
・平成２９年度・３０年度に助成を受けていない

＜対象となるもの＞
申請者が居住する、次の全ての条件を満たす住宅
・平成２１年以前に建築している
・平成２９年度・３０年度に助成対象となっていない

＜対象となる工事＞
市内に事務所などがある法人や、市内に住所が
ある個人事業者が施工し、次の全ての条件を満
たす工事
・住宅本体と内部のリフォーム工事で、住宅の
機能向上や修繕、補修、模様替え、一部増改築
などを行うもの

・対象となる工事費（消費税を除く）が１０万円以上
のもの

・助成金の交付決定後に着工し、平成３２年１月
３１日（金）までに完了するもの

＜助成金額＞
　対象工事費の３０％（補助限度額１０万円）
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★都市計画マスタープランの策定 12,058千円 【都市計画課】

伊勢崎駅周辺の整備と賑わいの創出 1,147,837千円 【都市開発課・市街地整備課】

２．地域経済の活性化

　都市計画マスタープランは、土地利用や道路、公園・緑地の整備な
ど、望ましい将来都市像やまちづくりの方向性を総合的に示す計画であ
り、今後の都市計画の見直しや都市基盤施設の整備を進める上での
指針となるものです。
　人口増加時代のまちづくりの考え方や方法を見直して、暮らしやすい、
機能集約とネットワーク型による効率的な都市構造への転換を図ってい
く必要があることから、都市計画マスタープランを点検、見直しをします。

＜策定期間＞
平成３１年度～平成３２年度

　伊勢崎駅周辺の整備として都市基盤を整備する区画整理事業を行い、一般的な区画整理事業のほか都市機能が十分
生かせるよう電線類の地中化やコミュニティ道路を整備し、景観に配慮した歩きやすい都市環境を整備することで「うるおいのあ
るまちづくり」を推進します。
　また、伊勢崎駅周辺の賑わいの創出として、伊勢崎駅前インフォメーションセンターや南口駅前広場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の創出、地域活性化を図ります。

＜主なイベント＞
・夏の賑わい　「まちなか子ども絵画展」
・秋の賑わい　「まちなか高校生フェスタ」
・冬の賑わい　「まちなかイルミネーション」
・春の賑わい　「まちなか華フェスタ」

伊勢崎駅周辺市街地
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２．地域経済の活性化

宮郷工業団地周辺地区の整備 30,000千円 【都市計画課】

都市計画道路３・３・３号道路改良事業 147,034千円 【都市計画課】

　本市の市街地は、交通が集中し、朝夕を中心に慢性的な交通渋滞が発生しています。
　この交通渋滞解消に向けて、国道４６２号線や（主）前橋館林線、（主）桐生伊勢崎線などのバイパスとして広域的
な道路網の役割を担うこととなる、都市計画道路３・３・３号（北部環状線）の未着手区間（（主）足利伊勢崎線以
南）の整備を行うものです。平成３１年度では、（主）前橋館林線以北約２１０ｍを第一期工区として事業進捗を図り
ます。

＜全体計画＞平成３０年度～平成３９年度
＜全体計画延⾧＞４７０ｍ
＜関連予算＞
・委託料（測量等業務・埋蔵文化財発掘調査）　７，４４０千円
・工事請負費（道路用地買収箇所の仮囲い設置）　 　５９４千円
・公有財産購入費（土地購入） 　　　３７，５００千円
・補償、補填及び賠償金（物件移転） 　 １０１，５００千円

　宮郷工業団地は、約５８ｈaの区域で、分譲面積は約４７ｈaです。群馬県の東西交通の基軸である東毛広域幹線道
路（国道３５４号線）に接しており、関越自動車道の高崎・玉村スマートインターチェンジや北関東自動車道の駒形イン
ターチェンジも近く、交通の利便性に優れていることから、県央地域の産業拠点として期待されています。
田中町居住環境創造地区は、平成２５年度に、隣接する宮郷工業団地と併せて市街化区域に編入されました。工業団

地への企業進出に伴い、社宅や共同住宅の需要が期待されていることから、個別住宅の建設やミニ開発が始まる前に地区
計画に基づいて計画的に道路等を整備し、良好な居住環境の形成と定住人口の増加を図ります。

田中町居住環境創造地区

約6.1ha
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各種イベントの継続 118,978千円 【文化観光課】

２．地域経済の活性化

　いせさき花火大会や各地区の夏まつりなどを継続して実施します。また、群馬県主催による群馬デスティネーションキャンペー
ンに向けたプレイベント等とも連携し、観光ポスターやガイドブックの作成により、本市の観光資源を広く県内外にＰＲします。

＜主なイベント＞
○４月～６月
・華蔵寺公園花まつり
・赤堀花しょうぶ園まつり

○７月～９月
・いせさき七夕まつり
・あかぼり蓮園まつり
・境ふるさとまつり
・あずま夏まつり
・いせさきまつり
・赤堀夏まつり
・いせさき花火大会

○１０月～１２月
・あかぼり小菊の里まつり
・いせさき燈華会
・いせさき産業祭
（欅祭あかぼり、
　あずま産業祭、
　さかい産業祭）
・いせさきイルミネーション

○１月～３月
・いせさき初市

○随時開催
・着付体験イベント
・グルメイベント　ほか

赤堀花しょうぶ園まつり

いせさきまつり

あずま産業祭

境ふるさとまつり

いせさき花火大会

あかぼり小菊の里まつり
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ＬＥＤ防犯灯の整備 35,500千円 【安心安全課】

★外国語版総合防災マップの作成 4,400千円 【安心安全課】

★さかい聖苑の空調設備改修 30,000千円 【市民課】

３．安心、安全なまちづくり

　防犯カメラ内蔵型を含むＬＥＤ防犯灯を設置するとともに、既設の防犯灯の維持管理を適切に行うことにより、住民にとっ
て安心安全な生活環境を整備し、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。

　＜事業内容＞
○ＬＥＤ防犯灯
・整備数:新規設置４５０基
・設置数:１４，９４４基（平成３０年度末見込）

○防犯カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯
・整備数:新規設置１０基、更新３０基
・設置数:２２６基（平成３０年度末見込）

　避難所等の位置を示した防災マップと災害時に想定される洪水の範囲や浸水の深さを示した洪水ハザードマップの２つの地
図を統合した総合防災マップの外国語版を作成します。

　＜掲載内容＞
・地震及び洪水時の指定緊急避難場所及び指定避難所
・要配慮者利用施設の位置
・いせさき情報メールの登録方法
・避難に関する情報の解説及び伝達経路

　＜対象言語＞
・英語
・ポルトガル語
・スペイン語
・ベトナム語

　さかい聖苑は、平成１１年の開設以来２０年が経過しており、空調
設備も老朽化により機械本体の交換時期が来ていることから、新しい空
調設備に更新を行うことで、施設内の空調の安定を図ります。これによ
り、現在さかい聖苑が抱える、夏季と冬季の温度調節の課題（室温が
下がらないなど）を解消します。
　また、待合室の温度を安定させるため、さらにエアコンを追加で設置し、
利用環境の向上を図ります。

さかい聖苑
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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】

上水道の整備 1,791,007千円 【水道局工務課・給水課】

★放置自転車のリサイクル 【交通政策課】

３．安心、安全なまちづくり

　突然発生する路面の陥没は、人命に関わる重大事故につながる危険性があります。全国的に見ても空洞化による地盤沈
下が発生しており、市民の生活・財産を脅かすおそれがあるため、早期に路面下の空洞を把握する必要があります。
　本市では、道路パトロールにより路面の損傷及び異常箇所の把握に努めていますが、目視では路面下の空洞を確認するこ
とは困難であるため、平成２９年度から路面下空洞探査車による市道の路面下空洞調査を実施しています。平成３１年
度も引き続き、交通量の多い主要幹線道路や古い下水道管などの埋設物のある道路を中心に調査を行い、陥没する危険
性のある箇所や規模を特定することで、事故を未然に防止します。

＜平成２９年度実施内容＞
延⾧　２６．９２㎞
＜平成３０年度実施内容＞
延⾧　２５．９５㎞

　安全で良質な水道水を安定的に供給するために、老朽化した浄水場などの電気計装設備や取水設備の更新を行うととも
に、老朽化し更新時期を迎えた水道管を計画的に更新することで地震等災害に強い水道管路の整備を行います。また、宅
地造成や産業活動の進展に伴う水需要の増加に対応した配水管路の整備を行い水資源の有効利用となる配水管路の耐
震化更新を計画的に行います。

　【上水道施設整備事業】
　　浄水場などの施設整備として、電気計装設備や取水設備を更新します。
　【老朽管更新事業】
　　更新時期を迎えた水道管を計画的に更新します。
　【配水管整備事業】
　　宅地造成や産業振興の進展による水需要の増加に対応するため、
　　配水管の新設や改良などを行います。
　【老朽管更新事業（給水・受託工事分）】
　　公共事業において支障となる水道管の移設を行い公共事業の
　　円滑な推進を図ります。

　伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例に基づいて移動・保管
した自転車のうち、引き取りがなく、所有権が市に帰属した自転車につい
て、資源の有効活用と自転車等放置防止意識の高揚を図るため、放
置自転車の再生利用を行います。
　上記の自転車のうち、使用に耐え得るものについて、群馬県自転車協
同組合伊勢崎支部に加盟する自転車販売店に対し、希望に応じて、
市が適正な価格で売却し、販売店が、自転車の点検・整備を行い、安
全で適正な利用ができる状態にしたうえで、低廉かつ適正な価格（上
限１万円）で、市民等に販売を行います。

空洞

一般車
空洞探査車

一般車両と同じ速度

で走行しながら調査

波志江配水場 給水塔

放置自転車保管所
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★あずま小学校校舎の増築 150,480千円 【教育施設課】

新学校給食調理場の稼働 108,262千円 【健康給食課】

☆部活動指導員の拡充 3,723千円 【学校教育課】

　あずま小学校では、学級数の増加により、特別教室を一時的に普通教室として使用しており、通級指導を受ける児童の相
談室も手狭となっています。このような状況を改善するため、普通教室と通級指導教室の校舎を増築します。

　＜事業計画＞
・平成３０年度:あずま小学校実施設計業務委託
・平成３１年度:あずま小学校校舎増築工事

　＜施設概要＞
・延床面積　約３６０㎡

４．教育・スポーツ・文化の振興

　老朽化した第一学校給食調理場、赤堀学校給食調理場、あずま学校給食調理場の再編・統合により、西小保方沼公
園グラウンドゴルフ場の隣に建設した新学校給食調理場について、２学期からの稼働に向け、調理器具等の備品を購入しま
す。

　＜事業計画＞
・平成２７年度:基本設計業務委託、地質調査業務委託、土地購入
・平成２８年度:実施設計業務委託
・平成２９年度:測量業務委託、建築工事
・平成３０年度:建築・外構・水道管布設工事、厨房施設備品購入
・平成３１年度:調理道具等備品購入ほか

　＜施設概要＞
　構　　　造:鉄骨造、２階建て
　延床面積:約６,２５１㎡
　稼動予定:平成３１年度２学期から
　調理能力:１日最大１２，０００食（副食）

　本市では、過熱化する部活動を是正し、安全かつ健全な部活動の運
営が図られるよう、平成３０年４月に「伊勢崎市部活動ガイドライン」
を策定しました。加えて、専門的な指導による部活動の質的な向上と、
教員の負担軽減を図るため、部活動指導員を市内の２つの中学校に
配置しています。
　平成３１年度についても、ガイドラインに基づく取組を推進するため、
国の補助金を活用し、部活動指導員の拡充を図ります。

あずま小学校

新学校給食調理場完成予想図
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★英語教育の充実 2,206千円 【学校教育課】

★第３子以降の学校給食費を助成 20,000千円 【健康給食課】

★市庭球場、赤堀体育館の改修 142,770千円 【スポーツ振興課】

４．教育・スポーツ・文化の振興

　本市の中学校英語教育では、小中一貫英語指導カリキュラムの中で、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能をバランスよく身
に付け、ふるさとについて英語で豊かに表現することのできる生徒の育成を目指しています。生徒の英語力を明確に把握・評価
し、きめ細かな指導改善を図り、生徒の学習意欲向上へとつなげていくことを目的として、スコア型英語テストＧＴＥＣの受検
料の一部を助成します。

　＜対象者＞
・公立中学校の２年生

　＜助成金額＞
　１，０００円（要保護・準要保護の生徒は２，８８０円）

　子育て世帯の経済的負担軽減のため、市内の小・中学校等に在学し、一定の要件を満たす第３子以降の児童・生徒の
保護者に対して、学校給食費を助成します。

　＜支給要件＞
・小・中学校及び群馬県立伊勢崎特別支援学校に
在学する子を３人以上扶養していること

・前年度の世帯所得が６００万円以下であること
・他の制度で給食費相当額の給付を受けていないこと
・給食費の滞納がないこと

　＜対象世帯＞
・約５００世帯

　各種スポーツ施設は、健康づくりや地域スポーツ活動といった身近なものから競技スポーツまで様々に利用されるとともに、交
流の場や憩いの場としての役割を担っています。しかし、老朽化した施設があるなど、施設ごとに様々な課題も抱えていることか
ら、体育施設の改修、改築等の維持管理を計画的に行い、⾧期的な活用（⾧寿命化）を図ります。
　誰にでも利用しやすく、安心・安全、快適にスポーツ活動を行えるよう環境整備を行います。

＜事業内容＞
・市庭球場・・・テニスコートの劣化・破損により、利用者に危険が伴うため、部分改修工事を行い、安全性の向上を

 図ります。
・赤堀体育館・・・老朽化により、屋根や外壁に損傷があり、雨漏りが見られるため、屋根・外壁等の改修を行います。

市庭球場 赤堀体育館
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★公認マラソンコースの設置 3,240千円 【スポーツ振興課】

文化会館の整備 2,549,000千円 【文化観光課】

４．教育・スポーツ・文化の振興

　伊勢崎シティマラソンのコースは、平成２８年度までは、陸上競技場
を発着地点としたコースで、日本陸上競技連盟の公認コースになってい
ましたが、平成２９・平成３０年度に実施した陸上競技場の改修工
事に伴うコース変更により、非公認コースとなっていました。
陸上競技場改修工事が完了し、平成３１年２月から利用が再開す

るにあたり、マラソンの公認コース認定に向けて、コース測量や手続きを
行います。
　再び公認コースとして認定されることで、走った記録が正式な記録とし
て残せるようになり、より競技性の高い大会の実施が可能となります。

　文化会館は、文化の向上及び住民福祉の増進を図り、魅力ある豊かな地域社会の形成に資する施設として、昭和５５
年に建築されました。
　施設全般にわたる経年劣化による故障・不具合等を解消するため、施設利用者の安全性・利便性の向上を確保しつつ、
施設の耐久性、メンテナンス性、省エネルギー性、バリアフリー性及び情報化対応を考慮し、ライフサイクルコストの削減、所要
性能の維持・向上及び⾧寿命化を図ることを目的とした大規模改修工事を平成３０年度に引き続き実施します。

　＜事業計画＞
　工事期間:平成３０年１０月～平成３２年３月（予定）
　工事内容:
　屋上防水、外壁改修、耐震補強、大ホール改修（天井、舞台音響ほか）、小ホール改修（天井、客席入替）、
　エントランスホール・ホワイエ改修（天井）、トイレ改修、ギャラリー改修、エレベーター改修、電気設備改修、
　舞台設備機器改修、衛生設備改修、空調設備改修等の各工事

　＜関連予算＞
　工事監理業務委託料　２７，０００千円
　工事請負費　２，５２０，０００千円
　備品購入費　２，０００千円

　＜全体事業費（２カ年）＞
　工事監理業務委託料　４０，０００千円
　工事請負費　２，９８９，９９８千円
　備品購入費　２，０００千円

　＜施設概要＞
　構造:鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋
コンクリート造及び鉄骨造）
階数:地下１階、地上３階（一部４階）
延べ面積:１１，１８８㎡

市陸上競技場

伊勢崎市文化会館

大ホールイメージ 小ホールイメージ
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世界文化遺産の整備活用　　 85,795千円
【企画調整課・文化観
光課・文化財保護課】

４．教育・スポーツ・文化の振興

　平成２６年６月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」構成資産の一つとして世界遺産に登録された「田島弥平旧宅」の活用
に向けて、周知・啓発を行い、地域の振興と来訪者へのおもてなし事業を継続して実施します。また、史跡及び世界遺産とし
ての価値の保存、活用を見据え、田島弥平旧宅とその周辺地域の環境整備を行います。
　平成３１年度は、主に史跡の整備活用を行うため田島弥平旧宅の別荘や冷蔵庫跡の修復整備工事等を実施します。

　＜事業内容＞
・世界遺産活用ポスター、パンフレット等の作成
・境島村まちづくりの推進
・境島村おもてなし広場の管理運営
・田島弥平旧宅別荘・冷蔵庫跡修復整備工事
・普及啓発活動拠点としての田島弥平旧宅案内所の管理運営
・田島弥平旧宅所蔵の史資料の調査・整理
・世界遺産登録５周年記念事業

田島弥平旧宅

主屋櫓内部

田島弥平肖像画
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三市共同システム等の導入 139,680千円 【情報政策課】

★聖苑予約管理システムの導入 15,600千円 【市民課】

住民票等証明書の交付請求書の見直しを実施 【市民課】

５．行財政改革の推進

　住民基本台帳や市税等の主要な業務システムについて、システムの開発・運用費用等の財政負担の軽減及び市民サービ
スの維持向上を図ることを目的に、前橋市・高崎市とのシステムの共同利用及び業務の標準化を推進し、効率的な情報シス
テムの調達を行います。
平成３１年度は現在のシステムからのデータ移行等を実施し、平成３２年１月に次期システムへの切り替えを行います。

　＜事業内容＞
　〇３市共同による電算処理委託経費　111,883千円
・電算システム開発委託料（次期基幹情報システム移行業務） 89,678千円
・基幹情報システム運用管理委託料　22,205千円
〇２市共同による電算処理委託経費　27,797千円
・電算システム開発委託料（大量プリント帳票作成業務） 27,797千円

　住民票の写し等、戸籍謄抄本・戸籍の附票等及び印鑑登録証明書
について、これまで、発行を希望する証明書ごとに交付申請書の提出が
必要でしたが、市民の皆様からの声を受け、平成３０年１２月から、
交付申請書を３種共通の様式へと改めました。これにより、申請時の負
担を軽減するとともに、３種類の申請書の印刷等にかかっていた経費の
削減も行います。
　今後も、証明書コンビニ交付サービスの利用促進をはじめとして、窓口
サービスの機能充実と効率的な運用を図ります。

　いせさき聖苑及びさかい聖苑における利用予約について、インターネット経由のＷＥＢ予約システムを構築し、予約の大多
数を占める葬祭業者からの予約申請を、現在の電話による方法からインターネット経由とします。市が葬祭業者にパスワードを
付与し、利用する施設や日時を葬祭業者が直接システムに入力することで、予約申請を行います。
　予約状況をインターネット上でリアルタイムで確認できるようにすることで、利用者の利便性の向上を図ります。

いせさき聖苑
さかい聖苑

葬祭業者が直接入力、予約
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（単位:千円）

所属 事業名 当初予算額  主   な   事   業   内   容

1 行政課 地域行政対策事業 269,921

・コミュニティ助成事業費補助金 20,000（会議所備品等整備、会議所新築）
・町内会議所建設費補助金 9,689（会議所改築・新築）
☆地域コミュニティ活動事業補助金 50,700（地域コミュニティ活動発展のための備品等

の補助、300,000円×130区、900,000円×13区）

2 管財課 財産管理事業 136,771
★工事請負費 12,000（境新栄会議所下水道接続工事、旧曲沢集会所ブロック塀

改修工事ほか）

3 防犯対策事業 121,243

☆防犯灯整備・管理委託料 18,500（新規設置450基ほか）
☆防犯カメラ整備・管理委託料 17,000（新規設置10基、更新30基ほか）
☆備品購入費 5,508（青色パトロール車3台）

4 地域防災事業 33,470
★ハザードマップ作成業務委託料 4,400

（外国語版総合防災マップ:英語、ポルトガル語ほか）

5 赤堀支所庶務課 赤堀支所管理事業 24,141 ★工事請負費 2,357（来庁者専用駐車場区画線改修工事ほか）

6 あずま支所庶務課 あずま支所管理事業 25,774
★旧あずま村村制100周年記念事業タイムカプセル開封式 91
（関連経費として食糧費、役務費を計上)

7 境支所庶務課 地域振興事業 5,000 ・島村渡船フェスタ実行委員会委託料 5,000

8 企画事業 21,880

★第２次総合計画後期基本計画 6,339（関連経費として、報酬、消耗品費、食糧費、印刷
製本費、役務費を計上）

★ふるさと寄附金業務委託料 5,940（ふるさと寄附金に係る返礼品の商品開発、民間サイ
トへの掲載、返礼品の送付などを委託）

・上武絹の道運営協議会負担金 3,000（上武絹の道を推進するため、関連7市町で構成す
る運営協議会への負担金）

9 世界遺産活用事業 6,290

★世界遺産登録５周年記念事業 800（関連経費として消耗品費、印刷製本費、シルク博
運営事業負担金を計上）

・境島村まちづくり推進業務委託料 1,166

10 情報政策課
電子計算業務管理運営事
業

803,504

☆３市共同による電算処理委託経費 111,883
（関連経費として電算システム開発委託料（次期基幹情報システム移行業務）89,678、
基幹情報システム運用管理委託料 22,205を計上）

☆２市共同による電算処理委託経費 27,797
（関連経費として電算システム開発委託料（大量プリント帳票作成業務）を計上）

11 広報課 広報広聴事業 56,517 ★報償費 50（官学協働動画制作に係る学識経験者謝礼金）

12
いせさき聖苑維持管理事
業

118,002
★電算システム開発委託料 15,000 ★電算システム保守委託料 600

（聖苑予約管理システムを新たに構築し、インターネットによる利用予約を導入）

13 さかい聖苑維持管理事業 76,015 ★工事請負費 30,000（耐用年数を経過した全館空調設備等を更新）

14 市民活動推進事業 2,411
・ＩＣＴによる協働まちづくり事業委託料 762（情報交換システムの運営を継続。

Ｈ31年度はホームページ画像掲載容量増加対応を追加）

15 都市地方連携推進事業 3,008 ・寺泊の子どもたちとの交流（青少年スポーツ交流大会ほか）

16 成人式開催事業 6,566
・成人式運営委託料 4,600（市内１３学校区ごとの分散開催）
・使用料及び賃借料 1,705（文化会館の改修に伴う備品等の借上）

17 男女共同参画推進事業 2,158 ・印刷製本費 959（次期男女共同参画計画書ほか）

18 人権啓発事業 17,007
・人権問題講演会委託料 1,144（人権啓発講演会ほか）
・法律相談弁護士派遣委託料 1,668（人権法律行政相談を本庁・各支所で実施）

19 隣保館管理運営事業 6,568 ・備品購入費 895（会議用折畳椅子ほか）

20 国際交流事業 2,736
・伊勢崎市国際交流協会補助金 1,650〔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〕

21 外国人相談窓口事業 2,261 ・役務費 2,249（外国人相談窓口、納税相談や健康相談への通訳派遣）

22 環境政策課 清掃企画総務費 78,242

・環境指導員会事業委託料 1,700（１７０行政区）
・環境事務委託料 76,062（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、

各行政区に事務を委託）

№

安心安全課

企画調整課

市民課

市民活動課

人権課

国際課

★・・・新規事業

☆・・・拡充・重点事業
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所属 事業名 当初予算額  主   な   事   業   内   容№

23 清掃企画管理事業 65,746
・赤堀地区ごみ処理事務委託料 55,352（桐生市清掃センターに赤堀地区分のごみ処理

を委託）

24 廃棄物処理推進事業 112,976

・報償費 39,372（町内資源回収奨励金 25,000、集団回収奨励金 14,000）
・印刷製本費 4,000（ごみ収集計画カレンダー、食品ロス削減啓発物、資源持ち去り
 禁止対策啓発物ほか）
・使用料及び賃借料 616（イベントを開催する団体に貸し出すリユース食器の借上げ）

25
ごみ処理施設維持管理事
業

1,028,977

★施設点検時ごみ処理委託料 57,580（４年に１度のボイラー・タービン等の法定点検に
伴う焼却炉停止期間中のごみ処理を桐生市清掃センターに委託するもの）

★焼却灰運搬委託料 1,352（桐生市清掃センターに焼却処理を委託し発生した焼却灰を、
清掃リサイクルセンター２１最終処分場へ運搬するもの）

26 し尿処理施設整備事業 70,000

・中央監視制御システム設備構築委託料 61,020（茂呂クリーンセンターの中央監視
システムを更新するもの。Ｈ30年度からの２ヵ年事業）

★し尿処理施設基本構想業務委託料 8,980（Ｈ30年度に実施した基礎調査に基づき、
茂呂クリーンセンター、境クリーンセンターの整備方針について、⾧寿命化計画策定
に向けた基本構想を策定するもの）

27 最終処分場整備事業 1,080,700
☆工事監理業務委託料 16,900 ☆工事請負費 1,063,800

（第４期最終処分場埋立地建設工事。Ｈ31年度で完了予定）

28 環境対策事業 28,047
・ぐんま緑の県民基金事業補助金 860（貴重な自然環境の保護などに取り組む

ボランティア団体に対し補助金を交付）

29 空家等対策事業 14,386 ・空家等除却費補助金 12,500

30 交通対策事業 43,326

・自転車交通安全教室開催委託料 1,512（スケアード・ストレイト方式による、中学生
を対象とした自転車交通安全教室）

・運転免許証自主返納支援助成金 550（運転免許返納後の運転履歴証明書を取得する
ための手数料を助成）

31 交通安全施設整備事業 51,000
・修繕料 16,000（道路反射鏡等の修繕）
・工事請負費 35,000（交通安全対策工事、ゾーン30は北小学校周辺を予定）

32 コミュニティバス運行事業 142,556 ・コミュニティバス運行経費補助金 141,767（あおぞらバスの運行経費に対する補助）

33
放置自転車等及び放置自
動車対策事業

11,789 ・放置自転車等整理・指導業務委託料 10,691

34 国民健康保険課
国民健康保険特別会計繰
出金

1,865,586 ・国民健康保険特別会計繰出金 1,865,586

35 福祉医療費 1,938,767
・福祉医療費助成金 1,904,710（子ども・高齢重度・重度心身・母子父子家庭の

医療費助成。Ｈ31年度から入院時食事療養標準負担額の助成対象を縮小）

36 後期高齢者健診事業 151,238 ・後期高齢者健診委託料 126,347 ・人間ドック検診費補助金 22,433

37 保健衛生事業 7,218 ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 280（７日間を上限として１日20,000円を補助）

38
病院・休日夜間診療事業
費

103,070
・休日夜間診療業務委託料 38,921 ・休日・夜間急患センター運営費補助金 20,419
・病院群輪番制病院運営費補助金 36,197

39 感染症予防事業 534,911

・予防接種委託料 500,000（定期予防接種:インフルエンザ・日本脳炎・麻しん・
風しん・ロタウイルスほか。★S37.4.2生～S54.4.1生の男性に対する風しんの予防
接種を追加）

・予防接種スケジュール管理等システム委託料 1,282（子供の予防接種の予定や子育て
 情報を送信するもの）
★風しん抗体検査委託料 23,648（S37.4.2生～S54.4.1生の男性に対し、ワクチンの

効率的な活用のため、接種前に抗体検査を実施するもの）
・子宮頸がん予防ワクチン接種後医療費等助成金 509（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、医療費等を助成）

40 結核予防事業 27,856 ・結核検診委託料 26,005（胸部レントゲン撮影）

41
疾病予防対策事業（健
康）

364,479

・がん検診委託料 260,000（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 60,000（貧血・クレアチニン・アルブミン・心電図・眼底

・尿酸）

健康づくり課

環境政策課

環境保全課

交通政策課

年金医療課
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所属 事業名 当初予算額  主   な   事   業   内   容№

42 健康づくり推進事業 12,037
★健康増進計画評価・策定業務委託料 2,400（Ｈ26～Ｈ35年度の計画について、

中間評価・後期計画策定のためのアンケート分析等を実施）

43 母子保健事業 252,065

★産後ケア事業 1,158（家族等から援助がない、育児不安が大きい等により支援が必要
な産後３ヵ月未満の母と乳児に対し、ケアや育児指導等を実施）

☆5歳児健康診査 5,301（対象を市内全園に拡大）
・妊婦健康診査委託料 156,481（超音波エコーの実施など計１４回分）
・妊婦歯科健康診査委託料 3,576
・新生児聴覚検査委託料 4,000（聴覚障害の早期発見、適切な治療と援助の開始につな
 げるため、新生児期に聴覚検査を実施。）
・備品購入費 1,307（３歳児眼科検診用屈折度測定装置の買替ほか）
・不妊治療費助成金 28,000（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）
・不育症治療費助成金 1,000（不育症と診断された夫婦に対して、検査及び治療費に要す

る費用の一部を助成）
・養育医療費 14,508

44 保健体育運営事業 48,418

・印刷製本費 2,100（★伊勢崎市スポーツ推進計画冊子ほか）
・スポーツ行事委託料 25,994（各種スポーツ大会の実施）
・スポーツ協会運営費補助金 3,000

45 体育施設管理運営事業 308,996

・修繕料 25,000（あずまスタジアム内野修繕ほか）
★地質調査委託料 2,101（市民プール・テニスコートの地盤調査）
・プール管理運営委託料 91,510（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検定業務委託料 3,240（公認コース取得のための検定及びコース

測量ほか）

46 体育施設整備事業 208,000

・工事請負費 200,000（★市庭球場改修工事、★赤堀体育館屋根・外壁改修工事、
★あずまウォーターランド屋上防水改修工事ほか）

・備品購入費 8,000（卓球台ほか）

47 社会福祉協議会事業 158,304
・社会福祉協議会委託料 3,500（戦没者等追悼式執行費、地域福祉推進事業費等）
・社会福祉協議会補助金 154,804（人件費、遺族会等事務事業等）

48 社会福祉団体支援事業 27,242 ・民生・児童委員連絡協議会補助金 23,178（委員330人）

49
生活困窮者自立支援運営
事業

18,898

・就労準備支援事業等運営委託料 13,288（生活リズムが崩れているなど就労の準備が
整っていない生活困窮者に対し、一般就労に向けた生活指導などを支援）

・住居確保給付金 2,610（離職等により住宅を失った生活困窮者等に対し、家賃相当を
給付）

50 生活保護費 2,450,000 ・生活保護扶助費 2,450,000（生活扶助、住宅扶助、医療扶助ほか）

51 児童福祉対策事業 60,144

・児童福祉手当給付費 55,680（心身障害児、交通遺児・労災遺児、母子・父子家庭等
の保護者に対し、児童1人あたり月額2,000円を支給。対象年齢は、障害児:0歳から
20歳未満、交通遺児等:0歳から義務教育終了まで、母子・父子家庭等の児童:義務
教育期間中）

・小学校入学準備金 4,000（ひとり親家庭等で平成32年度に小学校入学予定児童のいる
保護者に対し、児童1人あたり25,000円を支給）

52 児童扶養手当給付事業 915,974
・児童扶養手当給付費 914,108（0歳から18歳の児童を養育するひとり親家庭の生活

の安定と自立の促進を図るため、手当を支給）

53 児童手当等給付事業 3,683,683

★備品購入費 33（自動翻訳機）
・児童手当給付費 3,680,580（支給月額 3歳未満及び第3子以降の小学校修了前まで

:15,000円、3歳以上から中学校修了前まで:10,000円、所得制限超過者:5,000円）

54
児童厚生施設管理運営事
業

304,241

【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
・修繕料 3,000（さざんか児童館砂場枠修繕ほか）
・工事請負費 10,000（きく児童館砂場日よけ改修工事ほか）
・放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金 12,000
・放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金 10,536（勤続年数や研修実績等

に応じた賃金改善に要する費用を補助）

健康づくり課

スポーツ振興課

社会福祉課

子育て支援課
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55 放課後児童健全育成事業 651,177

☆放課後児童クラブの整備 19,052
・公設民営放課後児童クラブ管理運営委託料 43,434（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 389,412（民設クラブへの委託）
・三郷小学校放課後児童クラブ施設借上料 13,939
・放課後児童健全育成事業費補助金 37,000（家賃補助ほか）
・放課後児童クラブ利用者助成金 7,500（民設民営クラブ利用世帯に対し、公設クラブ
 利用世帯の減免と同一基準の助成を実施）
・放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金 39,950
・放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金 44,882（勤続年数や研修実績等
 に応じた賃金改善に要する費用を補助）
★子ども・子育て支援整備補助金 35,415（社会福祉法人等への施設整備費を補助）

56
こども発達支援センター管
理運営事業

85,449

・こども発達支援センター管理運営委託料 85,169
 （障害や発達の遅れがある子どもや、子育てに不安がある保護者に対し、専門の相談員が
 適切なアドバイスを行う「発達相談支援事業」、親子が一定期間、通園することで、生活
 習慣や生活リズムを身に付ける「親子通園事業」、おおむね3歳から就学前の子どもに対
 し、通園指導により日常生活訓練や集団生活への適応を促す「児童発達支援」等を実施）

57
母子生活支援施設管理運
営事業

30,447 ★工事請負費 22,055（伊勢崎ハイツ解体工事、ブロック塀改修工事）

58 母子家庭等支援事業 18,478 ・母子家庭等対策総合支援事業補助金 18,463（高等職業訓練促進給付金ほか）

59
公立保育施設管理運営事
業

103,687

【公立保育所】第二保育所、第三保育所、第四保育所、境いよく保育所、境ひので保育所
 （定員合計420人）
・修繕料 3,000（屋外固定遊具修繕ほか）
★第四保育所保育室棟の増築 2,255（H32年度からリース開始予定）
 （関連経費として、測量等業務委託料、地質調査委託料を計上）
★第三保育所内部改修工事【第1期】 12,125
 （関連経費として、環境調査委託料、工事請負費を計上）

60 民間保育施設対策事業 5,545,575

・民間保育施設保育運営委託料 5,400,000
・民間保育施設経営振興費補助金 76,185 ・保育士加配事業費補助金 25,920
・保育対策総合支援事業費補助金 43,070（保育士の負担軽減のため保育支援者の配置や
 事故防止のための監視カメラや備品等の購入費を補助）

61 特別保育事業 311,079

・地域子育て支援拠点事業委託料 44,447（子育て家庭に対する育児相談、情報提供、
 各種講習会等を実施） ・保育充実促進費補助金 124,934（低年齢児保育事業、
 食物アレルギー対策事業） ・障害児保育充実費補助金 15,000
・一時預かり事業補助金 38,412 ・保育施設乳児受入支援事業補助金 11,664
・延⾧保育事業補助金 45,689 ・病児保育事業補助金 30,933

62 民間保育所施設整備事業 435,979
☆保育所等緊急整備事業費補助金 425,802（大光寺保育園増改築事業ほか）
☆認定こども園整備事業費補助金 6,435（茂呂こども園大規模修繕事業ほか）

63 手当・共済給付事業 145,282

・心身障害者扶養共済制度負担金 7,637
・心身障害者扶養共済年金 34,860
・特別障害者手当等給付費 102,551

64 福祉作業所管理運営事業 81,606

・伊勢崎市福祉作業所運営委託料（デイサービス） 26,389
・うえはす福祉作業所運営委託料（デイサービス） 19,101
・桑の実福祉作業所運営委託料（デイサービス）  20,864
・あずま福祉作業所運営委託料（デイサービス）  13,964
★工事請負費 1,013（伊勢崎市福祉作業所ブロック塀改修工事）

65
障害者就労・自立支援施
設管理運営事業

56,356 ・障害者就労・自立支援施設管理運営委託料 56,356

66 自立支援給付事業 2,193,294

・特定障害者特別給付費 46,420（施設入所支援・共同生活支援等の利用者のうち、
 低所得者の実費負担を軽減）
・補装具費 45,000
・介護給付費・訓練等給付費 2,055,459（生活介護費、施設入所支援費、就労継続
 支援費、共同生活援助費ほか）
・相談支援給付費 33,415

67 自立支援医療給付事業 217,051

・療養介護医療費 26,924（療養介護のうち医療に係るもの）
・自立支援医療費 190,000（心身の障害を除去・軽減するための医療に対する医療費
 の自己負担額分を支給）

子育て支援課

こども保育課

障害福祉課
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・移動支援事業委託料 46,000
・地域活動支援センター事業委託料 229,330（9事業所）
・日中一時支援事業委託料 25,774（日帰り短期事業、登録介護者事業、サービス
 ステーション事業）
☆基幹相談支援センター機能強化事業委託料 55,383（基幹相談支援体制強化に伴う
 人員増を含む）
★工事請負費 17,725（伊勢崎市福祉作業所トイレ等改修工事）
・日常生活用具費 33,000
【手話言語条例制定に伴う拡充事業】

・理解促進研修・啓発事業（手話教室） 198
 （関連経費として報償費と消耗品費と食糧費を計上）
・意思疎通支援事業 22（手話、要約筆記関連経費として旅費と消耗品費を計上）
・意思疎通支援事業委託料 10,446（手話通訳者派遣事業）
・手話奉仕員養成事業委託料 1,009（手話通訳者試験対策講座ほか）

69
身体障害者（児）福祉事
業

20,845

・介護用車両購入費補助金 1,000 ・自動車運転免許取得費補助金 630
・自動車改造費補助金 1,000 ・重度身体障害者住宅改造費補助金 2,000
・難聴児補聴器購入支援事業費補助金 370
★要医療重症心身障害児（者）訪問看護支援事業補助金 1,688
 （在宅で医療的ケア（経管栄養、吸引、吸入等）の必要な重症心身障害児（者）を介護
 する家庭に対して、⾧時間の訪問看護を実施することにより、介護する家族の精神的及び
 経済的負担の軽減を図るもの）
・難病患者見舞金 5,000 ・じん臓機能障害者等通院交通費 4,414
・福祉タクシー費 4,000

70 障害児福祉事業 693,715

・障害児相談支援給付費 17,888
・障害児通所給付費 672,101（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型
 児童発達支援、保育所等訪問支援）

71 高齢者保護措置事業 105,726 ・老人保護措置委託料 105,192

72 生きがい対策事業 76,669

★第8期高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査 1,574
 （関連経費として印刷製本費と役務費を計上）
・敬老行事委託料 52,320（70歳以上） ・シルバー人材センター補助金 11,000
・老人クラブ活動費補助金 10,730

73 生きがい支援事業 32,413

・報償費 2,000（90歳、100歳、101歳以上の各到達者への記念品代）
・90歳到達者記念写真作成委託料 1,800
・敬老祝金 28,000（90歳到達者:20,000円、100歳到達者:100,000円、
 101歳以上:50,000円）

74
特別養護老人ホーム等建
設費補助事業

78,610

・特別養護老人ホーム等建設費補助金 4,007（増床20床分）
・養護老人ホーム建設費借入金償還金補助金 5,000
・介護基盤等整備事業費補助金 69,529（認知症グループホーム施設整備費補助金ほか）

75 在宅サービス事業 118,871

・特殊詐欺対策関連経費 168（75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象として、自動通話
 録音装置を設置）
・緊急通報装置設置委託料 15,570 ・ミニデイサービス事業委託料 21,000
・在宅寝たきり等高齢者紙おむつ等支給事業委託料 17,880
・介護用車両購入費補助金 1,200 ・高齢者住宅改造費補助金 6,000
・家族介護慰労金 31,200 ・高齢者タクシー利用料金助成金 8,000
・日常生活用具給付事業費 7,224（電磁調理器、シルバーカー、入浴補助用具）

76 ふくしプラザ運営事業 132,951
・ふくしプラザ管理運営委託料 119,800
・工事請負費 12,000（転落防止柵改修工事（北側）ほか）

77 ふれあいセンター運営事業 61,814 ・ふれあいセンター運営事業委託料 60,414

78 老人いこいの家運営事業 16,863 ・老人いこいの家管理運営委託料 15,261

79
プリティータウンの丘磯沼荘
管理事業

7,700 ・工事請負費 7,700（床カーペット・トイレ洗面衛生器具交換改修工事）

80 みやまセンター運営事業 38,552
・みやまセンター管理運営委託料 26,252
・工事請負費 12,000（デイサービス施設改修工事ほか）

81
高齢者生きがいセンター運
営事業

4,629 　・高齢者生きがいセンター運営事業委託料 4,529

82
境地域福祉センター運営
事業

16,473 ・境地域福祉センター管理委託料 16,107

障害福祉課

高齢政策課

459,74868 地域生活支援事業

28



所属 事業名 当初予算額  主   な   事   業   内   容№

83
境社会福祉センター運営
事業

24,256 ・境社会福祉センター管理委託料 23,127

84
介護予防サービス計画作
成事業

10,157 ・介護予防サービス計画作成業務委託料 10,157

85 介護保険課 介護保険対策事業 6,916

★介護保険入門的研修事業 639（介護未経験者を対象とした研修を実施）
・居宅サービス利用者負担助成金 2,009（低所得者世帯の利用者負担を助成）
・介護保険事業費補助（高齢者） 300（社会福祉法人による利用者減免に対する補助）
・在宅緩和ケア助成金 3,900（がん末期患者が在宅療養する場合、一律3万円を助成）

86 勤労者融資事業 71,431
・勤労者住宅資金融資預託金 8,000
・勤労者生活資金融資預託金 63,431

87 雇用対策事業 40,148

・職業訓練事業費補助金 20,288
・中小企業退職金共済制度加入促進補助金 13,000
・雇用調整助成金 2,500（補助限度額50万円）

88 市民プラザ管理運営事業 83,111

・修繕料 4,000（多目的ホールスポットライト交換）
・市民プラザ管理運営委託料 68,111
・工事請負費 9,000（工房室パッケージエアコン更新工事ほか）

89 消費生活センター事業 7,094

消費生活に関する啓発や苦情・相談等の窓口業務、消費生活展の開催など
・消耗品費 2,900（消費者被害防止のための啓発事業用消耗品ほか）
・印刷製本費 1,214（消費者教育用冊子印刷代ほか）
・伊勢崎市くらしの会運営費補助金 343

90 商業振興対策事業 383,101

・商工会運営費補助金 18,000 ・商工振興事業費補助金 12,000
☆いせさきプレミアム付商品券発行事業 330,000
 （商品券販売総額3億円に対して、プレミアム率10％分3千万円を加えて発行）
☆創業促進サポート補助金 10,000（市内で創業する者に対して、事業所等改装費、
 備品購入費、販売促進に係る経費等の一部を補助。補助上限額100万円）

91 中小企業振興対策事業 107,329

・織物振興事業費補助金 940
・ぐんま新技術・新製品開発推進補助金（パートナーシップ支援型） 2,000
 （補助限度額40万円）
☆住宅リフォーム助成金 100,000（補助限度額10万円）

92 金融対策事業 1,835,835

・小口資金融資保証料補助金 37,500
・中小企業季節資金融資預託金 1,100,000（夏季及び年末資金）
・中小企業活性化資金融資預託金 648,196
・中小企業融資損失補償金 50,000

93 企業誘致課 企業誘致事業 169,982

・Made in いせさき進化事業関連経費 2,000（Made in いせさき地域ブランド研究会
 で、工業製品や野菜等のブランド力向上について研究を進めるとともに、それらの
 知名度向上を図るため、アンテナショップ等を運営）
☆設計等業務委託料 10,164（新規産業団地整備に係る調整池の設計と地権者の
 調査業務）
・企業立地促進奨励金 142,000

94 農業総務管理事業 8,102

・地場産農産物等利用促進委託料 1,279（地場産農産物PRのためのイベント実施ほか）
・農作物鳥害防止業務委託料 970
・有害鳥獣捕獲業務委託料 2,043（イノシシ・シカ・ハクビシン等の捕獲及び捕獲檻
 の管理）

95 農政対策推進事業 5,123
・農政推進員事務委託料 2,980
・地域農政対策負担金 1,125（農業まつり負担金） ・

96 都市地方連携推進事業 529 ・寺泊の子ども達との交流事業（ミニトマト・とうもろこしなどの収穫体験）

97 水田農業推進対策事業 12,465

・景観形成作物作付事業費補助金 1,770（遊休農地対策としてコスモスの作付経費
 及びイベント開催経費を補助）
・経営体育成支援事業費補助金（水田） 5,759（融資主体型補助事業）

98
地域農業担い手育成対策
事業

15,649

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
・農用地利用集積促進事業費補助金 1,168
・担い手育成総合支援事業負担金 3,768
・認定農業者規模拡大支援事業費補助金 6,000
・農業生産担い手育成対策事業費補助金 3,200

99 園芸振興対策事業 28,166

・青果物生産出荷安定基金協会負担金 3,000
・野菜王国･ぐんま総合対策事業費補助金 17,816
・経営体育成支援事業費補助金（園芸） 4,000（融資主体型補助事業）
・生物農薬導入費補助金 2,000

100 人・農地総合対策事業 12,643
・農業次世代人材投資資金交付金 11,000（後継者不足等の問題を解決するため、
 新規就農者に対して交付）

高齢政策課

商工労働課

農政課
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所属 事業名 当初予算額  主   な   事   業   内   容№

101
農地集積・集約化対策事
業

8,113
・機構集積協力金 8,000（農地中間管理機構として指定を受けた公益財団法人群馬県農業

公社にまとまった農地を貸し付けた地域または農地の出し手に対して交付）

102 畜産振興対策事業 11,030

・家畜改良技術向上対策事業費補助金 6,000（優良な肉用牛、乳牛などの導入補助）
・畜産環境衛生改善対策事業費補助金 3,000（畜産公害対策として機械、施設及び

悪臭防止資材等の導入補助、家畜伝染病予防対策に対する経費補助）
・酪農ヘルパー活動事業補助金  2,000

103 林業総務費 12,262
・松くい虫予防委託料 1,169 ・保安林管理業務委託料 5,291
・赤堀保安林危険樹木伐採等業務委託料 5,000

104 農村総合整備事業 158,885

・工事請負費 69,400（農道舗装・水路改修ほか）
・多面的機能支払交付金 43,941（農業の有する多面的機能の維持を図るため、農地等の
 保全管理活動や⾧寿命化の更新等を行う活動組織に対して交付）
★団体営農業水路等⾧寿命化・防災減災事業大正用水3期地区負担金 4,945

（大正用水の水路法面整備に伴う負担金）

105 維持管理適正化事業 42,531

★設計等業務委託料 1,200（神沢川二ノ堰設計業務）
★工事請負費 36,000（神沢川二ノ堰改修工事）
・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 5,331（韮川清内堰、神沢川二ノ堰、

早川天神堰、早川岡ノ前堰）

106 国土調査事業 43,228 ・測量等業務委託料 36,000（地籍調査事業測量業務ほか）

107 文化会館管理運営事業 2,704,614

・文化会館管理運営委託料 154,226
【☆文化会館大規模改修事業（H30.10月からH32.3月（予定））】

・工事監理業務委託料 27,000 ・工事請負費 2,520,000 ・備品購入費 2,000

108
赤堀芸術文化プラザ管理
運営事業

33,276
・赤堀芸術文化プラザ管理運営委託料 26,044
・樹木剪定等業務委託料 2,000

109
境総合文化センター管理
運営事業

96,820
・修繕料 4.000（大ホールピンスポットライト修繕、給水装置ポンプ修繕）
・境総合文化センター管理運営委託料 92,820

110 観光事業 118,978

☆いせさき花火大会や各地区の夏祭りなどを継続して実施
（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
（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）
（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
・印刷製本費 7,500（まっぷるいせさき、各種イベントポスターほか）
・文化観光交流事業委託料 3,000（着付体験イベント、グルメイベント、いせさき銘仙

の日イベントほか）

111
華蔵寺公園遊園地管理運
営事業

73,665

・修繕料 30,000（ジェットコースター走路制動部品交換修繕ほか）
・遊器具車軸検査委託料 6,787
・使用料及び賃借料 33,849（★多機能自動券売機の入替 2,291 ほか）

112 文化振興事業 28,601
・市民アートフェスティバル運営委託料 820
・文化事業業務委託料 20,000（境総合文化センター等興行用）

113 生活道路整備事業 140,000
・測量等業務委託料 24,500 ・設計等業務委託料 500 ・工事請負費 75,000
・公有財産購入費 10,000（土地購入） ・物件移転補償費 30,000

114
市道（赤）１１２号線道
路整備事業

89,500

＜第3期事業 総事業費＞690,476 ＜事業期間＞Ｈ26年度～Ｈ35年度
＜事業計画延⾧＞1,200ｍ
・測量等業務委託料 800 ・設計等業務委託料 500 ・工事請負費 84,200
・物件移転補償費 4,000

115
市道（赤）１０８号線道
路整備事業

90,400

＜第2期事業 総事業費＞209,569 ＜事業期間＞Ｈ28年度～Ｈ31年度
＜事業計画延⾧＞200ｍ
・役務費 200 ・工事請負費 86,100 ・物件移転補償費 4,100

116
市道（境）１１５号線道
路整備事業

85,200

＜総事業費＞926,308 ＜事業期間＞Ｈ29年度～Ｈ38年度
＜事業計画延⾧＞1,300ｍ
・測量等業務委託料 5,100  ・公有財産購入費 80,100（土地購入）

117 橋りょう維持事業 318,048

★設計等業務委託料 43,500（15ｍ未満の橋の橋りょう⾧寿命化修繕計画更新）
・橋りょう調査委託料 52,900（150橋点検等）
・工事請負費 201,000（華蔵寺橋）

118 道路管理事業 104,543
・道路パトロール業務委託料 10,000 ・道路台帳補正委託料 36,663（新規認定

補正等）

119 道路維持事業 497,300 ☆地中構造調査業務委託料 5,000（路面下の空洞調査）

土地改良課

農政課

文化観光課

土木課

道路維持課
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120 建築指導課 建築指導運営事業 32,359

・大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 2,500
（第1次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地について、現地調査等を行い次期
地盤調査の必要性の検討及び計画立案を委託）

★備品購入費 159（ブロック塀の鉄筋の有無を確認する探査器の購入）
・木造住宅耐震改修補助金 4,000（改修工事費の1/2、限度額80万円）

（木造住宅の耐震改修工事費を補助）
・木造住宅部分耐震改修費補助金 400（改修工事費の1/2、限度額20万円）

（２階建て木造住宅の１階部分を耐震改修する工事費を補助）
・耐震シェルター設置費補助金 600（設置工事費の2/3、限度額20万円）

（木造住宅に設置する耐震シェルター等の設置費を補助）

121 住宅課 公営住宅管理事業 134,534

・工事請負費 27,000
（・住戸改修工事（太田住宅）★市営茂呂住宅跡地道路舗装等撤去工事、★コンクリート
ブロック塀解体改修工事）

122 建築課
公営住宅ストック改善事業
（建）

199,521

・工事請負費 197,494
（住戸改善工事（太田住宅）、外壁改善工事（山王住宅）、
給水施設改善工事（茂呂島住宅）、排水管改善工事（太田住宅））

123
田中町居住環境創造地区
整備事業

30,000

☆測量等業務委託料 10,260（道路詳細設計、用地境界杭設置ほか）
☆工事請負費 15,280（市道6-159号線外側溝工事）
☆公有財産購入費 460（土地購入） ☆物件移転補償費 4,000（工作物、電柱移設ほか）

124 都市計画管理事業 33,341

・都市計画調査等業務委託料 8,900（⾧期未着手の都市計画道路の見直し）
★都市計画マスタープラン策定業務委託料 11,800（都市計画マスタープランの策定に

向けた業務委託）

125 県営事業負担金 114,760

【都市計画道路3・4・69号上矢島米岡線（境米岡工区）】
 ＜事業期間＞Ｈ29年度～Ｈ35年度 ＜事業計画延⾧＞580ｍ

・都市計画道路3・4・69号県営事業負担金 104,760（測量・設計及び用地買収）
【都市計画道路3・3・3号道路改良事業（足利線以南工区）】
 ＜事業期間＞Ｈ30年度～Ｈ39年度 ＜事業計画延⾧＞470ｍ

☆都市計画道路3・3・3号県営事業負担金 10,000（県事業工区の調査設計等）

126
都市計画道路３・４・７
１号道路改良事業（境保
泉工区）

76,480
＜事業期間＞Ｈ28年度～Ｈ31年度 ＜事業計画延⾧＞200ｍ
・工事請負費 76,080（道路改良工事）

127
都市計画道路３・４・６
９号道路整備事業（境米
岡工区）

548,167

＜事業期間＞Ｈ29年度～Ｈ35年度 ＜事業計画延⾧＞580ｍ
・公有財産購入費 140,500（土地購入）
・物件移転補償費 407,500（建物及び工作物ほか）

128
都市計画道路３・３・３
号道路改良事業（足利線
以南工区）

147,034

＜事業期間＞Ｈ30年度～Ｈ39年度 ＜事業計画延⾧＞470ｍ
★埋蔵文化財発掘調査委託料 7,040
★工事請負費 594（道路用地買収箇所の仮囲い設置）
・公有財産購入費 37,500（土地購入） ・物件移転補償費 101,500（建物、工作物

ほか）

129
都市計画道路３・４・４
４号道路改良事業（駅西
工区）

4,983 ★測量等業務委託料 4,983（Ｈ32年度の事業認可取得に向けた測量調査）

130 公園維持管理事業 530,987

★公園施設⾧寿命化計画策定業務委託料 35,000
・工事請負費 24,000（まゆドームエレベーター改修工事、遊具撤去・新設工事）
・備品購入費 850（バキュームスイーパ、肩掛け式刈払機ほか）

131 公園整備事業 120,779

★測量等業務委託料 8,400（（仮）あずま南小学校区近隣公園用地測量等業務
委託 7,900、天神沼用地測量業務委託 500）

・工事請負費 4,500（★（仮）宮郷地区街区公園整備事業）

132 区画整理課 西部土地区画整理事業 96,724

＜総事業費＞12,800百万円 ＜事業期間＞Ｓ57年度～Ｈ33年度
＜施行面積＞101ha
・測量等業務委託料 10,485（画地境界点測設等業務、★出来形確認測量業務）
・設計等業務委託料 83,180（仮換地変更等業務、★換地計画等作成業務）

公園緑地課

都市計画課
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133
茂呂第一土地区画整理事
業

248,969

＜総事業費＞14,660百万円 ＜事業期間＞Ｈ7年度～Ｈ37年度
＜施行面積＞67.2ha
・測量等業務委託料 2,284（画地境界点測設等業務）
・設計等業務委託料 9,410（移転物件調査業務、★地質調査業務ほか）
★埋蔵文化財発掘調査委託料 8,052（発掘調査及び報告書作成業務）
・工事請負費 82,000（都市計画道路3・5・37号線築造工事ほか）
・物件移転補償費 131,855

134
東部第二土地区画整理事
業

62,436

＜総事業費＞4,263百万円 ＜事業期間＞Ｈ3年度～Ｈ33年度
＜施行面積＞61.6ha
・測量等業務委託料 1,560（画地境界点測設等業務）
・設計等業務委託料 1,900（仮換地変更等業務、移転物件調査業務）
・工事請負費 38,000（区画道路15号線築造工事ほか）
・物件移転補償費 17,800

135
茂呂第二土地区画整理事
業

100,117

＜総事業費＞9,680百万円 ＜事業期間＞Ｈ6年度～Ｈ32年度
＜施行面積＞79.4ha
・茂呂第二土地区画整理事業費補助金 100,000

136 下水道管理課 浄化槽設置整備事業 73,753
・浄化槽整備事業費補助金 73,420

（合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化槽等からの転換に対する補助金）

137 市街地再開発事業 10,554
☆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 5,260

（まちなか賑わい創出事業イベント委託、まちなかイルミネーション事業運営委託）

138
密集住宅市街地整備促進
事業

199,006

・建物評価調査業務委託料 11,000
★計画書作成業務委託料 6,700（事業計画の変更） ・工事請負費 23,300
・公有財産購入費 64,500（家屋購入） ・物件移転補償費 91,500

139
駅周辺第一土地区画整理
事業

664,205

＜総事業費＞25,000百万円 ＜事業期間＞Ｈ8年度～Ｈ39年度
＜施行面積＞31.8ha
・委託料 91,000（測量等業務委託、設計等業務委託、埋蔵文化財発掘調査委託ほか）
・工事請負費 126,876（都市計画道路築造工事、区画道路築造工事、コンクリートブロック

塀改修工事ほか）
・物件移転補償費 443,108（建物移転、汚水管移設ほか）

140
駅周辺第二土地区画整理
事業

279,366

＜総事業費＞8,300百万円 ＜事業期間＞Ｈ13年度～Ｈ35年度
＜施行面積＞12.6ha
・委託料 50,500（設計等業務委託、電線共同溝引込管路設置業務委託、★埋蔵文化財
 発掘調査業務委託ほか）
・工事請負費 28,000（電線共同溝布設工事、区画道路築造工事ほか）
・物件移転補償費 198,398（建物移転、汚水管移設ほか）

141 伊勢崎市消防団運営事業 162,502

・報酬 54,197（消防団員報酬 定数735人:団本部17人＋45分団718人）
・旅費 30,574（火災訓練等出動旅費ほか）
・消防団運営交付金 23,510

142 非常備消防施設整備事業 75,750
・工事請負費 22,000（★第1方面隊第11分団ブロック塀改修工事ほか）
・備品購入費 47,843（消防ポンプ自動車:第1方面隊第3分団・境方面隊第10分団ほか）

143 警防課 消防車輌等整備事業 58,758
・備品購入費 58,132（ドライブレコーダー15台、災害対応特殊救急自動車、消防指令車、

広報連絡車、水難救助用ボートの更新）

144 庶務課（議会） 議会運営事業 44,344

・会議録作成及び録音データ反訳業務委託料 3,182
・議会インターネット中継配信業務委託料 2,015
・備品購入費 126（議員図書室のパソコン入替ほか）

145 農業委員会事務局 農業委員会運営事業 20,952
・農業委員会委員報酬 17,771（農業委員会委員19人、農地利用最適化推進委員19人、

H29.11.20～H32.11.19、任期3年）

146 監査課 監査委員事務局管理事業 2,020
☆外部監査委託料 279（工事技術調査委託料から名称変更。Ｈ31年度から情報システム

関係の監査も専門家への委託を予定。）

147 教育委員会管理運営事業 59,204
・子ども日本語教室未来塾業務委託料 1,230（外国籍児童生徒に対し、日本語の習得や

教科学習等を支援）

148 奨学資金貸与事業 31,908 ・奨学資金貸付金 17,640（新規貸付21人、継続貸付39人）

149 幼稚園管理事業 21,422 ・印刷製本費 399（★あずま幼稚園創立50周年記念誌印刷代 262）

150 教育施設課 臨海学校施設管理事業 19,182
★工事請負費 7,668（給水管改修工事）
★備品購入費 357（浜辺用組立式テント）

区画整理課

都市開発課

市街地整備課

総務課（消防）

総務課（教育）

32



所属 事業名 当初予算額  主   な   事   業   内   容№

151 小学校施設管理事業 192,015
・工事請負費 65,000（南小学校受変電設備等改修工事ほか）
・備品購入費 3,648（スポットクーラーほか）

152 小学校空調設備整備事業 35,000 ★工事請負費 35,000（北小学校空調設備更新工事）

153 赤堀小学校整備事業 4,192 ★設計等業務委託料 3,000（赤堀小学校給食受入室増築設計業務委託）

154
あずま小学校校舎増築事
業

150,480 ★工事請負費 150,480（あずま小学校校舎増築工事。普通教室及び通級指導教室の増）

155 中学校施設管理事業 117,698 ・工事請負費 55,000（宮郷中学校高架水槽改修工事ほか）

156 幼稚園施設管理事業 26,251
★設計等業務委託料 1,155（第一幼稚園プール改築工事実施設計業務委託）
・工事請負費 11,000（あずま幼稚園南園舎外壁・屋根塗装改修工事ほか）

157 教育指導事業 251,856

・賃金 200,000（☆部活動指導員 3,723）
★英語４技能検定料助成金 2,206（スコア型英語テストＧＴＥＣの受検料を助成。

対象:公立中学校の２年生 助成金額:1,000円（要保護・準要保護の生徒は2,880円））

158 教育振興事業（小学校） 93,479

★印刷製本費 1,900（小学校社会科地図の印刷)
★教材作成業務委託料 6,600（小学校社会科副読本の作成）
・要保護及び準要保護児童援助費 58,588（Ｈ32年度の新入学児童に対する学用品費分

ほか）

159 教育振興事業（中学校） 90,507
・要保護及び準要保護生徒援助費 66,000（Ｈ32年度の新入学生徒に対する学用品費分

ほか）

160 幼稚園運営事業 148,606 ・賃金 32,057（3歳児支援員 11,720）

161
中等教育学校管理運営事
業（後期課程）

58,810
・印刷製本費 1,400（★進路指導資料集 324）
★電算システム開発委託料 1,423（生徒情報管理システム導入委託）

162
中等教育学校教育振興事
業（後期課程）

23,074
・使用料及び賃借料 15,444（★生徒情報管理機器リース 183、
★生徒情報管理システムリース 308）

163 健康給食課 学校給食費助成事業 20,000

★第３子以降学校給食費助成金 20,000（対象世帯:約500世帯
対象条件:小・中学校等在学３人以上扶養、前年度までの給食費完納、所得制限600万円
以下など）

164 社会教育事業 13,479
☆報償費 5,909（放課後子ども教室指導者等謝礼金ほか、Ｈ31年度から赤堀東小学校に

開設予定）

165
青少年育成センター管理
運営事業

63,183 ★工事請負費 2,000（本館宿泊室等畳改修工事）

166 あずまホール管理運営事業 15,862
★修繕料 1,700（あずまホール舞台床改修塗装修繕）
★工事請負費 5,500（あずまホール舞台照明設備コンセント交換工事）

167 集会所管理運営事業 14,631 ★工事請負費 4,700（宮子町集会所ブロック塀改修工事ほか）

168 生涯学習館管理運営事業 10,321 ★工事請負費 5,000（広瀬生涯学習館空調改修工事）

169 公民館管理運営事業 144,598 ★工事請負費 18,000（名和公民館ブロック塀改修工事ほか）

170 宮郷公民館整備事業 26,000 ★工事請負費 26,000（旧宮郷公民館解体工事）

171 図書館課 図書館管理運営事業 151,564
★工事請負費 16,000（赤堀図書館空調機入替工事ほか）
・備品購入費 37,000（図書等の購入）

172 文化財保存事業 31,352

★工事請負費 12,453（旧境島小学校ブロック塀改修工事ほか）
・指定文化財保存事業補助金 1,119（茂呂の屋台修繕事業補助金 619、H31年度は

南北千木町・美茂呂町）

173
史跡女堀保存整備活用事
業

5,036
★印刷製本費 1,403（史跡女堀整備基本計画の印刷）
★設計等業務委託料 2,343（史跡女堀整備基本設計の策定）

174
埋蔵文化財保存活用整備
事業

2,901 ・印刷製本費 1,000（★歴史講座記録集印刷 440、★ペーパークラフト印刷 129）

175
田島弥平旧宅整備活用事
業

78,702

・印刷製本費 600（★案内所パンフレット印刷 264）
・設計等業務委託料 17,039（★東門整備実施設計 4,554 、☆桑場整備実施設計 9,900 、

☆別荘・冷蔵庫跡設計監理 2,585）
☆工事請負費 27,328（別荘・冷蔵庫跡修復整備工事）

176
史跡上野国佐位郡正倉跡
保存整備活用事業

22,718 ・公有財産購入費 5,706（史跡地内の土地の公有化）

177 歴史民俗資料館運営事業 11,885 ★工事請負費 3,780（照明設備のLED化）

四ツ葉学園中等教
育学校

生涯学習課

文化財保護課

教育施設課

学校教育課
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　小 型 自 動 車 競 走 事 業 費　 特 別 会 計 予 算　 主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

事業課 開催費 15,532,760 本場開催８８日（内、ナイター開催４３日）・場外開催２5６日

　学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業 費　 特 別 会 計 予 算　 主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

運営費 1,265,307

・給食センター管理運営事業 523,039
（学校給食配送業務委託料 97,742 ほか）
・給食センター施設整備事業 20,000
（工事請負費 17,000（熱風乾燥機部品交換工事（境第一）、
  外壁改修工事（境第二）ほか））
☆給食センター整備事業 248,262（第一・赤堀・あずま調理場を統合し、西小保方

沼公園グラウンドゴルフ場の隣に建設。Ｈ31年度2学期より稼動開始予定。）
・消耗品費 100,000（調理道具・給食用食缶ほか）
・工事請負費 140,000（旧調理場の解体工事）

事業費 890,324 ・賄材料費　890,323

　国 民 健 康 保 険　 特 別 会 計 予 算　 主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

総務費 326,803
・国保連合会保険者負担金　6,635

（Windows10へのOS変更に伴う端末入れ替え経費ほか）

保険給付費 12,987,541
・一般被保険者療養給付費　11,040,901　・一般被保険者高額療養費　1,584,000

・出産育児一時金　138,600

国民健康保険事業費納付金 6,308,648
・一般被保険者医療給付費納付金　4,341,027

・一般被保険者後期高齢者支援金等納付金　1,449,058　・介護納付金分　516,107

保健事業費 193,773

・特定健康診査委託料　131,157

（40～64歳:集団健診又は個別健診、65～74歳:個別健診）
・人間ドック検診費補助金　44,813（40～74歳）

　後 期 高 齢 者 医 療 　特 別 会 計 予 算 　主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

年金医療
課

後期高齢者医療広域連合納
付金

2,163,962

・後期高齢者医療広域連合負担金　2,163,962

　　内訳　　共通経費負担金等　　　 63,315
　　　保険料負担金　　　　1,665,605
　　　保険基盤安定負担金　435,042

健康給食
課

国民健康
保険課

★・・・新規事業

☆・・・拡充・重点事業
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　介 護 保 険　 特 別 会 計 予 算　 主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

総務費 342,017

・介護認定審査事業　78,826

報酬　27,930（介護認定審査会委員　1合議体7人×14合議体）
・認定調査事業　30,441

介護認定調査委託料　26,180

保険給付費 15,346,965

・居宅介護サービス給付事業　7,194,000

・地域密着型介護サービス給付事業　1,989,789

・施設介護サービス給付事業　4,181,752

地域包括
支援セン
ター

地域支援事業費 864,891

・訪問型サービス事業　113,665

・通所型サービス事業　327,297

・一般管理費（包括的支援事業・任意事業費）　172,200

地域包括支援センター運営業務委託料（8圏域）　157,619
・認知症高齢者見守り事業　1,261（「認知症サポーターのいるお店」登録用消耗品など）

・在宅医療・介護連携推進事業　8,261

在宅医療介護連携推進業務委託料　6,717
・生活支援体制整備事業　12,208

生活支援体制整備業務委託料　11,737
・認知症総合支援事業　9,128

認知症初期集中支援業務委託料　8,130

　下 水 道 事 業 費 　特 別 会 計 予 算 　主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

下水道管
理課・
下水道整
備課

公共下水道費 1,800,868

○公共下水道総務管理事業　133,915
・公営企業会計移行業務委託料　10,131（Ｈ28年度～Ｈ31年度）
（下水道事業における公営企業会計移行業務）
★水道局庁舎負担金　10,367（水道局との組織統合にかかる負担金）

○汚水施設事業　758,659
【伊勢崎浄化センター分】　292,751

・工事請負費　234,590
（南部・美茂呂・東部・東部第二・西部第五各系統内の汚水管築造）
【平塚水質浄化センター分】　465,908

・工事請負費　378,000（汚水管築造工事）

○浸水対策事業　86,500
・工事請負費　59,750（東西川排水区等の雨水幹線築造工事ほか）

　農 業 集 落 排 水 事 業 費 　特 別 会 計 予 算　 主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

下水道管
理課

農業集落排水事業費 207,799

○農業集落排水維持管理事業　178,688
（全9箇所ある汚水処理施設等の維持管理を実施）
　　【伊勢崎地区】三郷・書上
　　【赤堀地区】曲沢・間野谷・香林・西野
　　【あずま地区】東部・向原・国定
・公営企業会計移行業務委託料　10,000（Ｈ30年度～Ｈ31年度）
（農業集落排水事業の公営企業会計への移行業務）

★水道局庁舎負担金　575（水道局との組織統合にかかる負担金）

介護保険
課

35



　特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 費 　特 別 会 計 予 算 　主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 款    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

下水道管
理課・
下水道整
備課

浄化槽施設事業費 27,486
○浄化槽施設管理事業　15,128
・公営企業会計移行業務委託料　6,783（Ｈ30年度～Ｈ31年度）

　水 道 事 業 会 計 予 算　 主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 事    業    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

営業費用 3,653,669

・総係費 334,110

委託料　6,521
・地方公営企業会計システム運用業務委託料　1,766
★組織統合関連設計業務委託料　1,650
（下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業との組織統合のため）

☆上水道施設整備事業　493,843
【電気計装設備改修工事ほか】
　　委託料　55,946
　　工事請負費　437,897

☆老朽管更新事業　699,229
【老朽化した水道管の更新工事】
　　委託料　19,360
　　工事請負費　679,869

☆配水管整備事業　439,762
【市内各所配水管の新設・改良】
　　委託料　15,730
　　工事請負費　424,032

☆老朽管更新事業（給水・受託工事）　158,173
【公共事業において支障となる水道管の切廻し工事】
　　委託料　7,366
　　工事請負費　150,807

★リース資産購入費
水道局庁舎別棟リース資産購入費　3,633

　病 院 事 業 会 計 予 算　 主 要 事 業 一 覧
（単位:千円）

所属 事    業    名 当初予算額 主　　な　　事　　業　　内　　容

市民病院 建設改良費 1,072,678

・建設改良費　305,617（☆病棟改修工事　216,000）

・資産購入費　762,350（★病院総合情報システム　440,000、☆ICU・手術室情報

システム　80,000、通常医療器械　200,000）

建設改良費 1,898,522

水道局
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●入湯税の充当状況

入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備及び観光の振興等に要する費用に充てるために課税する目的税
であり、本市では一般会計の歳出において、次のとおり充当しています。 

（歳入） 
・入湯税                     3,165 千円

（歳出）
・観光の振興に要する費用（観光振興基金積立金）  3,169 千円

※観光振興基金積立金の主な財源
入湯税 3,165 千円、 観光振興基金収入 3 千円

●都市計画税の充当状況

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課税する目的税
であり、本市では一般会計の歳出において、次のとおり充当しています。 

（歳入） 
・都市計画税 1,522,500 千円 

（歳出）
・都市計画事業等に要する費用 6,456,776 千円 

【都市計画事業等に要する費用】 （単位:千円） 

事 業 区 分 事 業 費 

財 源 内 訳 
一般財源のうち 

都市計画税 

充当額 

特 定 財 源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

街 路 費 920,226 659,977 93,900 104,000 62,349 23,042 

公 園 費 830,490 35,912 63,800 19,313 711,465 262,932 

下 水 道 費 1,339,417 0 0 1 1,339,416 495,001 

区画整理費等 2,055,821 481,690 551,300 327,170 695,661 257,092 

公債費 

（都市計画事業分） 
1,310,822 0 0 0 1,310,822 484,433 

合  計 6,456,776 1,177,579 709,000 450,484 4,119,713 1,522,500 

※地方財政状況調査に準じて事業を区分しています。

Ⅷ．入湯税、都市計画税の充当状況
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（歳入）
・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 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】 （単位:千円）

国県支出金 地方債 その他

生活困窮者自立支援運営事業 15,898  10,816  5,082  1,000 

障害者福祉管理事業 147,582  78,138  39,602  29,842  4,000 

福祉作業所管理運営事業 80,318  18,594  61,724  8,000 

障害者就労・自立支援施設管理運営事業 56,356  27,145  29,211  4,000 

自立支援給付事業 2,845,094  1,999,735  17,970  827,389 113,000  

身体障害者（児）福祉事業 20,102  4,929  15,173  2,000 

知的障害者（児）福祉事業 7,920  1,200  6,720  1,000 

障害児福祉事業 690,382  517,785  172,597  24,000  

福祉医療費 1,904,710  863,650  1,041,060  142,000  

高齢者保護措置事業 105,636  14,400  91,236  13,000  

高齢対策事業 213,807  19,950  193,857  27,000  

高齢者福祉施設管理運営事業 265,490  4,183  261,307 36,000  

児童福祉対策事業 59,870  190  59,680  8,000 

児童扶養手当給付事業 914,108  304,702  609,406  83,000  

児童手当等給付事業 3,680,580  3,122,873  557,707  76,000  

児童厚生施設管理運営事業 285,944  60,118  70,837  154,989 21,000  

放課後児童健全育成事業 562,571  330,612  47,370  184,589 25,000  

こども発達支援センター管理運営事業 85,169  30,820  54,349  7,000 

公立保育施設管理運営事業 7,000  7,000  1,000 

民間保育施設対策事業 5,856,654  3,085,424  619,990  2,151,240  294,000  

母子家庭等支援事業 18,463  13,847  4,616  1,000 

生活保護費 2,450,000  1,891,576  558,424  76,000  

小　計 20,273,654   12,323,949  872,507   7,077,198    967,000   

国民健康保険特別会計繰出金 1,538,902  820,648  718,254  98,000  

後期高齢者医療事業 1,669,673  1,669,673  228,000  

後期高齢者医療特別会計繰出金 435,027  326,281  108,746  15,000  

介護保険対策事業 6,277  224  6,053  1,000 

介護保険特別会計繰出金 2,155,283  81,186  1,933  2,072,164  283,000  

小　計 5,805,162  1,228,339    1,933       4,574,890    625,000   

後期高齢者健診事業 148,780  144,806  3,974  1,000 

保健衛生事業 6,050  140  5,910  1,000 

病院・休日夜間診療事業費 103,070  103,070 14,000  

疾病予防事業 898,598  10,385  888,213  121,000  

健康づくり推進事業 5,451  5,451  1,000 

母子保健事業 244,101  11,693  232,408  32,000  

小　計 1,406,050  22,218      144,806   1,239,026    170,000   

27,484,866   13,574,506  1,019,246   12,891,114  1,762,000      

※１ 平成３１年度の地方消費税交付金は４０億６，０００万円を計上します。
そのうち、社会保障財源化分は１７億６，２００万円を見込みます。

※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。　

保
健
衛
生

合　計

事　　業　　名 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

27,484,866

1,762,000

社
会
保
険

社
会
福
祉

Ⅸ．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
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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
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