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浦安市 財務部財政課

平 成 ３１ 年 ２ 月

・ 平成31年度当初予算は、これまでの市政発展の流れを止めることなく、

「浦安まちづくり３か年計画」を着実に実施していくことを踏まえ、

予算編成に取り組むことを基本とし、市民ニーズ・行政課題への対応

や行財政改革の推進と健全財政の堅持のほか、今後のまちづくりに向

けた重点課題に対応するための施策・事業などを中心に予算編成を行

った。

Ⅰ 平成31年度財政規模

・ 一般会計と各特別会計を合わせた予算規模は、前年度に比べ0.4％増の約

1,040億円。

・ 一般会計の予算規模は、前年度に比べ3.3％増の781億円。なお、復興交

付金事業に係る震災復興特別交付税返還金を除いた場合、前年度に比べ、

0.8％減の約750億円。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

一般会計 ７８１．０ ７５６．０ ２５．０ 3.3

震災復興特

別交付税返

還金を除く

７５０．３ ７５６．０ △５．７ △0.8

特別会計

（５会計）
２５９．１ ２８０．０ △２０．８ △7.4

全会計合計 １，０４０．１ １，０３６．０ ４．１ 0.4

※表示単位の端数処理により、合計等が一致しない場合があります。

※復興交付金事業に係る震災復興特別交付税返還金は、過年度に受領済みの交付税について、主に市

街地液状化対策事業の計画変更に伴い、国庫へ返還するため計上しています。今回、予算規模の比

較をより実態に近い状態を表わすため除いた額も掲載しています。

平成 31 年度当初予算案のポイント

参考資料（議案第７号～第12号）
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Ⅱ 平成31年度一般会計主な財源

・市税は、固定資産税の増などにより、前年度比1.2％増、過去最大の約418

億円。

・国庫支出金は、保育所等運営費負担金、公共土木施設災害復旧事業費国庫

負担金、保育対策総合支援事業費補助金の増などにより、前年度比5.2％増

の約82億円。

・繰入金は、財政調整基金繰入金や少子化対策基金繰入金の増などにより、

前年度比30.6％増の約82億円。

・市債は、（仮称）東野地区複合福祉施設整備事業債や中央図書館大規模改

修事業債の増があるものの、南小学校屋内運動場建替事業債、浦安中学校

大規模改修・増築事業債の減などにより、前年度比3.0％減の約63億円。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

市税 ４１８．１ ４１３．１ ５．０ 1.2

うち、個人

市民税
１６９．０ １６９．０ ０．０ 0.0

うち、法人

市民税
４８．８ ４７．１ １．７ 3.7

うち、固定

資産税
１９０．０ １８７．２ ２．８ 1.5

国庫支出金 ８１．５ ７７．５ ４．０ 5.2

繰入金 ８１．８ ６２．６ １９．２ 30.6

うち、財政

調整基金繰

入金

６６．８ ４３．０ ２３．８ 55.3

市債 ６２．６ ６４．６ △２．０ △3.0

一般会計合計 ７８１．０ ７５６．０ ２５．０ 3.3

※財政調整基金繰入金のうち約30億円は、復興交付金事業に係る震災復興特別交付税返還金
として、すでに過年度に受領済みの交付税を基金に積み立てており、国庫へ返還するため繰
入金として計上しています。このため、この特殊要因を除くとH31年度財政調整基金繰入金
は約36億円であり、前年比約7億円、15.9％減となっています。
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Ⅲ 基金の残高、地方債の状況

・財政調整基金を約67億円（震災復興特別交付税返還金約30億円を含む）を

活用するが、平成31年度末の財政調整基金残高見込みは、約74億円。

・基金総額を平成29年度末から平成31年度末見込で比較すると、約282億円の

減と見込んでいるが、この主な内容は、東日本大震災復興交付金基金にお

いて、事業の進捗に合わせて国に返還したことなどによるもの。

・地方債は、全会計合わせて約69億円の新規借り入れを行い、償還額は約48

億円、平成31年度末残高は約399億円。このうち、一般会計は約297億円。

○基金の年度末現在高 (単位：億円)

区分 平成29年度末 平成30年度末見込 平成31年度末見込

合計 ４５８．８ ２４１．６ １７６．３

財政調整基金 １４１．３ １３１．４ ７３．７

その他 ３１７．５ １１０．２ １０２．６

うち東日本

大震災復興

交付金基金

２１２．２ ８．７ ７．６

○地方債の年度末現在高 (単位：億円)

区分 平成29年度末 平成30年度末見込 平成31年度末見込

合計 ３４５．８ ３７８．０ ３９８．８

一般会計 ２３０．７ ２７０．７ ２９６．８

特別会計

（3会計）
１１５．１ １０７．３ １０２．０
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Ⅳ 平成31年度の主要施策事業（抜粋）

＊当初予算案の概要中のページを記載

１ 安全・安心

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 道路等復旧事業 道路整備課

震災により被災した街区内道路の本復旧工事を行う。 933,925 76ｐ

２ 地籍調査経費 道路管理課

地籍調査経費については、東日本大震災の液状化により土地の境

界が移動したため、土地の所有者の立会いのもとで境界を確認し、

それぞれの境界に境界標を設置し、境界の確定をする作業を行う。

295,395 61ｐ

３ 幹線道路液状化対策事業（実施設計）

幹線道路液状化対策事業

道路整備課

幹線７号における液状化対策の実施設計を行う。また、富岡立体

取付部の実施設計を行う。堀江橋から東京ディズニーリゾート駐車

場入り口交差点までの間の液状化対策工事を行う。また、規制困難

交差点部の減災対策を行う。

488,699 62ｐ

４ 元町地区液状化対策検討事業 道路整備課

元町地域の幹線５号における液状化対策の実施設計を行う。 5,918 62ｐ

５ 無電柱化事業（実施設計） 道路整備課

幹線４号のやなぎ通りから市役所前交差点までの間の無電柱化を

進めるため、実施設計を行う。
20,719 62ｐ

６ 雨水対策事業 道路整備課

舞浜地区の道路冠水対策を図るため、幹線６号への貯留管の整備

に向け、関係機関との協議を進めるとともに、国への負担金や導水

管、フラップゲート設置に向けた実施設計を行う。

53,548 63ｐ

７ 新橋周辺整備事業 市街地開発課

新橋周辺広場や避難路整備に向けた、住民の意向確認および用地

取得に向けた経費。
154,532 65ｐ

８ 拠点病院下水道支援事業【新規】 下水道課

大規模災害などの際にも、医療体制を確保するために、下水道の

役割を検討し、対応策についてマニュアルの作成を行う。
4,400 78ｐ

９ 災害コールセンター設置事業【新規】 防災課

大規模災害時における市民からの集中する問い合わせに対応する

ため、遠隔地に災害コールセンターを設置する。
1,275 40ｐ

10 猫実Ａ地区土地区画整理事業 まちづくり事務所

猫実Ａ地区土地区画整理事業を実施するために必要な補償算定、

移転補償業務、実施設計及び千葉県水道局に支払う負担金の経費。
140,530 65ｐ
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２ 健康・医療・福祉

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 雇用促進・就業支援奨励金 商工観光課

雇用機会の拡大並びに福祉の増進への寄与を目的とし、市内に居

住する高齢者及び心身障害者並びにがん患者を雇用する事業主に対

し、補助を行う。

8,050 59ｐ

２ リハビリテーション病院高次脳機能障がい支援体制整備費補助

金【新規】

リハビリテーション病院運営事業【新規】

障がい事業課

健康増進課

リハビリテーション病院内に高次脳機能障がいの相談窓口を設置

し、相談体制の充実を図るために、その一部について補助金を行

う。また、緩和ケアを必要とする患者に対しスムーズな受け入れが

できるよう、ベッドを確保する。

61,802
45ｐ

54ｐ

３ セレナシニアクラブ会館建設事業【新規】

海楽菜の花クラブ会館建設事業（実施設計）【新規】

高齢者福祉課

セレナシニアクラブの活動を支援するため、活動拠点となるクラ

ブ会館の建設工事を行う。海楽菜の花クラブの活動を支援するため

活動拠点となるクラブ会館を建設するにあたり設計業務を行う。

34,427 47ｐ

４ 手話言語等理解普及事業【新規】 障がい福祉課

手話が言語であることの明確な認識の下、手話等の理解及び聴覚

に障がいのある方への理解について、広く市民に対して普及の促進

を図るために、施策を推進する。

1,821 45ｐ

５ （仮称）東野地区複合福祉施設整備事業

（仮称）東野地区複合福祉施設整備事業（継続費分）

（仮称）東野地区複合福祉施設周辺整備事業（継続費分）

【新規】

社会福祉課、障がい事

業課、こども課

施設の狭隘化老朽化に伴い、身体障がい者福祉センター、ソーシ

ャルサポートセンター、地域福祉センター等の機能及び新たに地域

生活支援拠点、子育て短期入所支援事業所等の機能を備えた施設を

平成32年７月開設に向けて工事及び開設準備を行う。

また、施設工事に伴う外構整備のため、基盤整備、屋外給排水設

備、屋外照明等整備、防犯カメラ設置等の各工事を行う。

2,558,034

43ｐ

45ｐ

51ｐ

６ 障がい者歯科診療推進事業補助金【新規】 障がい事業課

浦安市歯科医師会が、障がい者に対する歯科診療を行える診療所

の体制を整備及び確保することを目的として行う活動に対し、必要

な経費の一部に対し補助を行う。

700 45ｐ

７ 包括的相談支援体制構築事業【新規】 社会福祉課

複合的な課題を抱える世帯への支援窓口として、分野や制度を横

断した相談支援を行う体制を構築する。
7,247 43ｐ
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８ セルフ・ネグレクト対策検討事業【新規】 高齢者包括支援課

市民が尊厳を持ちながら暮らしていくことのできる地域社会をめ

ざして、セルフ・ネグレクト、孤立死、ごみ屋敷等の顕在化してい

る諸問題の調査及び分析を行うことで、本市におけるセルフ・ネグ

レクト対策の支援のあり方を検討する。

5,260 46ｐ

９ 口腔がん検診事業運営費補助金【新規】 健康増進課

一般社団法人浦安市歯科医師会が行う口腔がん検診事業に要する

費用のうち、検診費のほか、その精度管理に係る費用、周知に関す

る費用に対し補助金を交付する。

10,223 56ｐ

３ 子ども・子育て・教育

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 認可化移行支援事業費補助金 保育幼稚園課

認可外保育施設の認可保育所及び小規模保育所への移行に際し、

必要な施設改修費、運営費等について補助金を交付する。
76,620 49ｐ

２ 小規模保育設置促進事業補助金 保育幼稚園課

私立小規模保育所の設置に際し、開園時に必要な施設整備費、改

修費等について補助金を交付する。
61,250 49ｐ

３ 認可保育所等給食費補助金【新規】 保育幼稚園課

幼児教育の無償化に伴い、認可保育所等に通う３歳から５歳の児

童について給食費の実費徴収を行うにあたり、従前の保育料より負

担増となる場合に給食費の一部について補助を行う。

4,900 50ｐ

４ 入船保育園建替等事業（少子化対策基金事業）

入船保育園建替等事業（少子化対策基金事業）（継続費分）

【新規】

保育幼稚園課

入船保育園園舎等施設の老朽化に対応し、保育環境の整備を図る

ため、また、保育園等の待機児童の解消に向けて受け入れ定員の増

加を図るために、園舎の建て替え工事を行うほか、継続費を設定す

る。（期間：平成31年度～33年度）

137,450 51ｐ

５ 学校適正配置検討経費【新規】 教育政策課

学校規模・適正化基本方針を受け、市立小・中学校の学校規模・

適正化の具体的な対応を検討する。
127 68ｐ

６ 特別支援教育のあり方検討経費【新規】 教育政策課

特別支援教育を必要とする児童生徒の動向を把握し、本市におけ

る特別支援教育の基本的な考え方や体制の整備等について検討す

る。

5,000 68ｐ

７ （仮称）子ども図書館整備事業 生涯学習課

(仮称)子ども図書館の整備に向け、基本設計を作成するととも

に、敷地測量や地質調査を行う。
32,202 72ｐ
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８ 放課後うらっこクラブ運営事業 青少年課

放課後の児童の居場所づくりとして、遊びや学習等を通して異年

齢の子ども達が一緒に活動できるよう「児童育成クラブ」と「放課

後異年齢児交流促進事業」を連携させ、それぞれの事業の特色をい

かした一体的な運営事業を実施する。

1,117,666 52ｐ

９ 読書手帳運用経費【新規】 中央図書館

児童の読書活動を促進することを目的として、銀行の預金通帳と

同様な読書手帳に、図書館で借りた本を記帳するものである。図書

の記録を印字する機器の導入、図書館の電算システムとの連携、読

書手帳の調達等を行う。

9,295 73ｐ

10 見明川小学校地区児童育成クラブ分室整備事業（実施設計）

【新規】

青少年課

見明川小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や施設

の狭隘化等に対応するため、分室を整備する。
24,563 52ｐ

４ 生涯学習・コミュニティ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ ２０２０東京オリンピック・パラリンピック推進経費 2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ

ﾋﾟｯｸ推進課

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、市の取

り組みを戦略的に進めていくため、情報収集や庁内調整及び県など

関係団体との連絡調整を行う。また、事前キャンプ受入や誘致活動

等を行う。

18,017 38ｐ

２ ラグビーワールドカップ２０１９推進経費【新規】 2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ

ﾋﾟｯｸ推進課

ラグビーワールドカップ2019の公認チームキャンプ地として、キ

ャンプ受入等の対応や、大会の機運醸成に向けた取り組みを行う。
66,438 38ｐ

３ 展示リニューアル事業（実施設計） 郷土博物館

平成32年度の開館20周年に併せて、常設展示についてリニューア

ルを行うため、基本設計・実施設計を行う。 19,439 74ｐ

４ パークシティ東京ベイ新浦安Ｓｅａ・Ｃｏｃｏ合同自治会集会

所新築事業【新規】

モアナヴィラ新浦安自治会集会所新築事業（実施設計）【新

規】

地域振興課

自治会活動の拠点施設として整備するため、平成30年度に実施設

計を行った合同自治会集会所の建築工事を実施する。

自治会活動の拠点施設として整備するため、自治会集会所の実施

設計を行う。

130,892 39ｐ
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５ 水・緑・環境

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 河川海岸環境維持事業 道路整備課

明海海岸の開放に係る転落防止柵及びスロープ設置の実施設計及

び整備工事を行う。
62,358 63ｐ

２ 三番瀬環境観察施設整備事業

三番瀬環境観察施設管理運営事業【新規】

環境保全課

三番瀬を身近に感じながら自然観察や環境学習ができる、三番瀬

環境観察施設の周辺環境の整備を行う。

また、三番瀬環境観察施設における環境学習にかかる運営業務を

行う。

64,609 57ｐ

３ 浦安公園整備事業（設計）

浦安公園整備事業（継続費分）

みどり公園課

元町で唯一の近隣公園となる浦安公園の整備を行う。
278,861 64ｐ

４ 舞浜公園整備事業【新規】 みどり公園課

地域に親しまれ、より魅力のある公園となるよう、舞浜公園の再

整備を行う。
294,000 64ｐ

５ 第二東京湾岸候補道路未利用地有効活用事業（実施設計）【新

規】

みどり公園課

地域の魅力向上を図るため、明海地区の一部において緑道化の基

本設計・実施設計を行う。
9,900 65ｐ

６ 計画修繕調査費補助金【新規】 住宅課

分譲集合住宅が、大規模修繕工事を行うにあたり、建物や設備の

劣化診断を外部の専門家に依頼して行った場合、その調査費用の一

部を補助する。

1,075 66ｐ

７ 住生活基本計画策定事業 住宅課

住生活の安定の確保及び向上の推進に関する施策を推進するため

の基本的な方針となる第2次住生活基本計画を策定するための経

費。

18,989 66ｐ

８ ごみ処理施設延命化整備計画策定事業 クリーンセンター

ごみ焼却施設の延命化整備にあたり、廃棄物処理施設の長寿命化

総合計画策定及びクリーンセンター内の廃棄物処理施設の運営計画

の検討を行う。

29,067 58ｐ

９ 第3次環境基本計画策定経費【新規】 環境保全課

第2次環境基本計画が平成32年度に計画期間を満了することに伴

い、浦安市環境基本条例に基づき、多様化する環境問題等に対応し

た、新たな環境基本計画の策定を行う。

3,300 58ｐ
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６ まちの活性化

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 浦安駅周辺整備事業 市街地開発課

浦安駅周辺地区の交通機能の改善を図るため、引き続きやなぎ通

り南側の街区0.2haの土地区画整理事業を進める。
254,768 65ｐ

２ 舞浜駅周辺の土地利用に関する調査検討経費 企画政策課

舞浜駅周辺の土地利用について、関係機関と協議し、再整備につ

いての基本的な考え方や整備構想等の諸条件を整理する。
5,060 38ｐ

３ 鉄道駅周辺公共サイン整備事業【新規】 都市政策課

国内外から本市を訪れる多くの来訪者や市民にわかりやすい道案

内や交通情報を提供し、円滑に目的地へ誘導できるよう、交通結節

点である鉄道３駅にデジタルサイネージを整備するとともに、鉄道

駅周辺の公共サインの再整備を行う。

97,920 64ｐ

４ チャレンジショップ運営事業【新規】 商工観光課

起業家の創業から事業化に至るまでの成長を支援するため、ショ

ップ型インキュベーション施設であるチャレンジショップを開設

し、起業の支援を開始する。

7,394 59ｐ

５ 新産業振興ビジョン策定事業 商工観光課

現行産業振興ビジョンの計画期間満了に伴い、本市の産業振興方

針や具体的な施策の体系を示す、新たな浦安市産業振興ビジョンを

策定するための経費。

4,760 60ｐ

６ 都市計画基本方針作成経費【新規】 都市政策課

市街地の変化や新たな社会潮流などに対応した都市づくりの推進

を図るため、都市計画マスタープランの見直しを行う。
5,711 63ｐ

７ プレミアム付商品券発行事業補助金【新規】

プレミアム付商品券発行事業経費【新規】

商工観光課

消費税・地方消費税率の10％への引上げが低所得者・子育て世帯

（0〜2歳児）の消費に与える影響を緩和するとともに、地域におけ

る消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券の発行に

関する事業を行う。

80,770 59ｐ

７ 公共施設の維持更新

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 見明川認定こども園改修事業【新規】

美浜北小学校改修事業【新規】

見明川中学校改修事業【新規】

保育幼稚園課

教育施設課

平成29・30年度でまとめた大規模改修工事設計を踏まえ、園児・

児童・生徒の安全及び施設の老朽化対策等の改修内容を再検討し、

改修工事設計業務を行う。なお、改修工事は、平成32年度までの債

務負担行為を設定する。

7,600
71ｐ

72ｐ
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２ 総合福祉センター基本計画策定経費 企画政策課

総合福祉センターの整備にあたって、法令等の諸条件や、必要な

機能、施設規模等を整理しながら、基本計画を策定する。
5,400 38ｐ

３ 浦安小学校屋内水泳プール改修事業（実施設計）【新規】 教育施設課

浦安小学校屋内水泳プール老朽化対策のための工事設計業務に併

せて、市民開放に向けた改修工事の設計業務を行う。
19,767 70ｐ

４ 美浜公民館大規模改修事業(継続費分)【新規】

美浜公民館大規模改修事業関連経費【新規】

美浜公民館

平成31、32年度で美浜公民館大規模改修工事を実施し、老朽化し

た施設・設備のリニューアルを行う。
443,690 73ｐ

５ 中央図書館大規模改修事業（継続費分） 中央図書館

施設の老朽化や各設備の耐用年数経過による不具合を解消すると

ともに、多様化する市民ニーズや情報技術の進歩に対応できるよ

う、図書館機能の充実や市民の利便性の更なる向上のため大規模改

修工事を実施する。

2,092,615 73ｐ

６ 市民プラザ大規模改修事業【新規】 生涯学習課

施設及び設備の老朽化への対応や市民の利便性のさらなる向上を

図ることを目的に大規模改修工事を実施する。

また、引越し保管業務や開設備品の購入を行い、より快適な利用

環境を整える。

1,102,215 41ｐ

７ 公共施設等総合管理計画（個別施設計画）策定事業【新規】 財産管理課

浦安市が保有する公共施設について、平成28年度に策定した公共

施設等総合管理計画や導入したファシリティマネジメントの推進状

況を踏まえ、今後の長期的な施設の管理方針や短中期的な改修等の

計画をとりまとめ、個別施設計画を作成する。

6,000 37ｐ

８ 行財政

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 新総合計画策定経費 企画政策課

現行の基本構想は平成32年度に、第2期基本計画は平成29年度に

計画期間が満了していることから、10年後、20年後の将来を見据え

た本市の新たなまちづくりの指針となる新総合計画の策定に向け、

基礎資料等の作成や総合計画審議会の運営などを行う。

14,181 37ｐ

２ まちづくりに関する条例等調査検討経費 企画政策課

自治体運営の基本原則などを定めるまちづくりに関する条例につ

いて、市民参加の実施などを行う。
4,125 38ｐ

３ ふるさと納税推進事業【新規】 財政課

ふるさと納税制度を活用し、本市を応援（寄附）いただいたお礼

として返礼品を送付する。これらを通じて浦安をPRし、地場産業の

振興と観光推進も図る。

26,022 37ｐ


