
第　１　章　　計　画　の　考　え　方
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（４） 本計画の着実な推進を図るため、計画事業の進行管理を行うとともに、社会経済状況の
変化などに柔軟に対応していくため、計画期間の２年度目に見直しを行い、３年度目を初
年度とする新たな計画を策定するものとします。

計画の目的

本計画は、基本計画との関連を明確にするため、基本計画の施策体系に基づく構成とし
ます。

（１）

計画の策定方針

   この第２次実施計画は、浦安市基本構想に掲げるまちづくりの基本目標「人が輝き躍動するま
ち・浦安」の実現に向けて、基本計画に示す施策を計画的、効果的に推進していくため、今後
３ヵ年で実施する具体的事業について定めるとともに、各年度の予算編成や事業執行の指針と
なるものです。

計画の期間

　この計画の期間は、平成16年度（2004年度）から平成18年度（2006年度）までの３ヵ年としま
す。

（２） 第1次実施計画の成果や課題を踏まえ、経済情勢や本市の財政状況さらには市民ニーズ
などを考慮しながら、事業の緊急度、優先度を総合的に検討し事業を選定しました。

（３） 原則的に、この計画期間内で新たに取り組む事業や、内容を拡充して取り組む事業、さら
には第１次実施計画の計画期間から継続して取り組む事業を「計画事業」としました。ま
た、既に行っている事業についても､具体的施策を推進していく上で中心的かつ重点的に
取り組んでいる事業を「主要事業」として掲載しました。

計画の対象

　本市が事業主体として計画期間中に計画・実施する事務事業のほか、国、県、民間などが実
施するもののうち、本市のまちづくりや市民生活への影響が大きく､本市と協力して推進していく
ものを含みます。

人口及び世帯数

計画人口と世帯数

これまでの人口の伸びや新町地域の住宅開発などから想定した平成19年（2007年）４月までの
人口、世帯数は次のとおりです。

（単位：上段は人、下段は世帯）

154,600

65,300 66,300

148,600 151,700

63,300

平成16年度

64,200

区　　分

人　　口

世帯数

147,100

平成19年度

(2004年) (2005年) (2006年) (2007年)

平成17年度 平成18年度

注）人口、世帯数とも各年４月１日現在の数値です。 
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過去の実績等を考慮し推計した。
借入残高の償還計画に新たな借入予定額にかかる償還額を
加えて推計した。なお、平成１６年度については、減税補
てん債（3,530百万円）の一括償還を見込んでいる。

計画期間中の職員数及び職員の平均昇給率を基に推計し
た。

   経費の伸び率を抑制し推計した。

２． 投資的経費
　　過去の実績や今後の動向等を考慮し推計した。
３． その他経費
    物件費や維持補修費、補助費等の経費について、過去の実績や今後の動向等を考慮しつつ、

○ 歳出
１． 義務的経費
（１） 人件費･････････････････

（２） 扶助費･････････････････
（３） 公債費･････････････････

（３） その他･････････････････ 使用料・手数料、諸収入の一部について過去の実績等を考
慮し推計した。

３． 実施計画特定財源
　　国・県支出金については、現行制度に基づき推計した。

２． 特定財源
（１） 国・県支出金･･･････････ 国庫支出金については、経常的に収入されると見込まれる

額に扶助費の伸び率等を考慮し推計した。
（２） 繰入金（減債基金等）･･･ 減債基金をはじめとする基金からの繰入金

（４） 市債（減税補てん債）･･･

（５） その他･････････････････

計画の実行性を確保するため、計画期間における財政フレームを別表のとおり策定しました。

市税の推計にあたっては、現状での税制を前提に推計し
た。
個人市民税については、人口一人あたりの納税額に人口の
伸び率を考慮して推計した。
また、固定資産税及びその他の税については、過去の実績
の推移などにより推計した。
地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方特例
交付金等について過去の実績や今後の動向等を考慮し推計
した。
財政調整基金からの繰入金。
個人市民税等の推移に基づき推計した。

使用料・手数料、諸収入の一部について過去の実績等を考
慮し推計した。

（３） 繰入金（財調基金）･････

６　財政の見通し

○ 歳入
１． 一般財源
（１） 市税･･･････････････････

（２） 交付税・交付金･････････



１．一般会計
(％)

一　般　財　源 129,703 78.9

市税 100,727 61.3

交付税 ・ 交付金 12,818 7.8

繰入金（財調基金） 10,931 6.6

1,658 1.0

その他 3,569 2.2

23,246 14.1

国・県支出金 11,075 6.7

繰入金（減債基金等） 3,272 2.0

その他 8,899 5.4

11,506 7.0

国・県支出金 3,222 2.0

市債 7,117 4.3

その他 1,167 0.7

164,455 100.0

66,366 40.4

人件費 35,127 21.4

扶助費 13,517 8.2

公債費 17,722 10.8

5,448 3.3

64,341 39.1

28,300 17.2

投資的経費 23,468 14.3

その他経費 4,832 2.9

164,455 100.0

２．特別会計
(％)

62,550 100.0

2,136 3.4

歳入歳出総額

うち実施計画経費

（単位：百万円）

区　　　分
平成16年度～平成18年度
金　　額 構成比

歳
　
　
出

義務的経費

内
訳

投資的経費

その他経費

実施計画経費

内
訳

合　　　計

歳
　
　
入

内
訳

市債（減税補てん債）

特　定　財　源

内
訳

実施計画財源

内
訳

合　　　計

（単位：百万円）

区　　　分
平成16年度～平成18年度

金　　額 構成比



［一般会計］

5,006 16.45

11,900 39.10

6,206 20.38

4,313 14.17

454 1.49

421 1.38

28,300 92.97

［特別会計］

14 0.05

586 1.93

1,510 4.96

26 0.09

0 0.00

0 0.00

2,136 7.03

［総　　計］

30,436 100

構成比(％)

計画実現のために

合　　　計

事　業　費  (単位：百万円)

創造と交流で築く市民文化都市

水と緑に囲まれた快適環境都市

利便の高い暮らしを支える安全都市

多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

区　　　分 事　業　費  (単位：百万円) 構成比(％)

生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

計画実現のために

合　　　計

生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

創造と交流で築く市民文化都市

総　　　計

３．都市像別計画事業費

区　　　分 事　業　費  (単位：百万円) 構成比(％)

水と緑に囲まれた快適環境都市

利便の高い暮らしを支える安全都市


