平成２７年度当初予算案のポイント
浦安 市

財務 部財政 課

平 成 ２７ 年 ２ 月
平成27年度当 初予算は 、市民ニ ーズ・ 行政課題 への対応 、震災 復旧・復 興の推進 、行財 政
改革の推 進と健 全財政の 堅持とい った基 本的な考 え方の下 、財政 調整基金 を戦略的 に活用 す
るととも に、新 しい浦安 創生を目 指し予 算編成を 行った。
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平成27年度一般会計の姿

①財政規 模

101,000,000千円（ 前年度比 ＋25,000,000千円、＋32.9%）

＊うち、 災害復 旧費を除 いた場合
＜歳

入＞

②市

税

70,959,210千円

40,119,380千円（前年度比

＊う ち、地 方法人税 創設によ る影響 額

△138,900千 円、

△0.3%）

△4.5億円程度

③地方消 費税交 付金

3,394,100千円（ 前年度比 ＋1,201,300千 円、 ＋54.8%）

④地方交 付税

2,716,090千円（ 前年度比 ＋2,294,470千 円、＋544.2%）

＊う ち、市 街地液状 化対策事 業に伴 う震災復 興特別交 付税分 で24億円程度
⑤分担金 及び負 担金

6,139,520千円（ 前年度比 ＋5,389,560千 円、＋718.6%）

＊う ち、市 街地液状 化対策事 業住民 負担金分 で54億円程度
⑥国庫支 出金
⑦繰入金

7,854,730千円（ 前年度比

＋371,460千 円、

＋5.0%）

26,126,450千円（前 年度費＋14,740,680千円、＋129.5%）

＊う ち、東 日本大震 災復興交 付金基 金繰入金 で154億円程 度
⑧市

債

6,109,900千円（ 前年度比 ＋2,213,300千 円、 ＋56.8%）

＊う ち、庁 舎建設事 業債で27億円程 度
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＜歳

出＞

①総務費

15,818,680千円（前年度比 ＋7,112,110千 円、＋81.7%）

＊う ち、庁 舎建設事 業で83億円程度 増
②民生費

23,750,610千円（前年度比 △3,661,300千 円、△13.4%）

＊H26年度では少 子 化対策基 金積立 金
③土木費

30億円

⇒

H27年度

0

5,567,510千円（ 前年度比 △1,436,730千 円、△20.5%）

＊災 害復旧 等に伴う 公共下水 道事業 特別会計 繰出金が
④教育費

9億円程度 減

14,033,160千円（前 年度比△1,132,040千円 、△7.2%）

＊う ち、小 学校屋内 運動場建 替事業 で9億円 程度減
⑤災害復 旧費

30,040,790千円（前 年度比＋24,701,500千円、＋462.6%）

＊う ち、市 街地液状 化対策事 業で259億円程 度増

Ⅲ

基金の残高、地方債の状況
（単位 千円）

○基金の年度末現在高
区

分

平成２５年度末

平成２６年度末見込 平成２７年度末見込

財 政 調 整 基 金

18,692,388

14,431,858

11,861,608

庁 舎 建 設 基 金

8,330,657

7,572,378

1,001,768

そ の 他 基 金

12,096,297

27,876,374

11,777,638

39,119,342

49,880,610

24,641,014

合

計

（単位 千円）

○地方債の年度末現在高
区
一

分
般

平成２６年度末見込 平成２７年度末見込

計

16,675,921

19,060,287

22,216,710

公 共 下 水 道

12,013,219

13,889,374

13,471,596

1,187,172

976,870

762,379

29,876,312

33,926,531

36,630,785

介

護
合

会

平成２５年度末

保

険
計
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Ⅳ

平成27年度の主要施策事業（抜粋）
＊金額の 後に当 初予算案 の概要中 のペー ジを記載

１

こど も・子 育て
①望海 の街子 育て支援 事業補助 金【新 規】【こ ども家庭 課】

1,069千円(56ｐ)

○市 、浦安 市社会福 祉協議会 及び独 立行政法 人都市再 生機構 との協働 により望 海の街
集会所で 実施し ている「 望海の街 子育て サロン」 の運営を 補助す る。
②一時 預かり 事業【保 育幼稚園 課】

24,149千円(58ｐ)

〇公 立幼稚 園の余裕 教室等を 活用し 、安心し て子育て ができ る環境を 整備して 、保護
者のリフ レッシ ュや育児 負担の軽 減など 、預ける 理由を問 わず、 短時間で 子どもを
預かる。
③ふれ あい体 験事業【 新規】【 児童セ ンター】

210千円(57ｐ)

○浦 安市少 子化対策 基金事業 の一環 として、 次世代親 になる 小学校高 学年や中 高生を
対象に夏 休みに 実施する 事業で、 「赤ち ゃんサロ ン」に参 加する 赤ちゃん とふれあ
い命の大 切さに ついて考 える。ま た、助 産師や思 春期保健 相談士 を講師と して、妊
娠、出産 や赤ち ゃんの成 長など子 育てに 関して知 識を深め る。
④児童 育成ク ラブ安心 ・安全メ ール事 業【新規 】【青少 年課】

9,461 千円(59ｐ)

○児 童育成 クラブに おいて、 子ども たちの安 全確保を 図るた め、来所 及び帰宅 の状況
等を保護 者にメ ールで配 信するシ ステム を導入す る。
⑤産後 ケア事 業【健康 増進課】

36,568千円(62ｐ)

○支 援者が 身近にな く、育児 不安の 強い産婦 を対象に 、出産 医療機関 を退院後 、心身
ともに不 安定に なりやす い時期に 、専門 職（助産 師等）が 母体の ケア、乳 児ケア、
育児サポ ートな どきめ細 かい支援 を行い ます。産 後の疲れ た身体 を癒し支 援を受け
ることで 、母児 の愛着形 成の促進 やゆっ くり体調 を整えな がら育 児のでき る環境を
整える。
⑥「第 ３子」 支援【新 規】【保 育幼稚 園課】

（実施に 必要な財 源

130,902千円）

○少 子化対 策基金を 活用し、 「第３ 子」の認 可保育園 保育料 、公立幼 稚園・認 定こど
も園授業 料を無 料とする 。
⑦男性 不妊治 療費等助 成事業【 新規】 【健康増 進課】

4,000千円(62ｐ)

○男 性の不 妊治療に 要する費 用の一 部を助成 する等、 市民の 負担を軽 減する。
⑧不育 症治療 費助成事 業【新規 】【健 康増進課 】

3,049千円(62ｐ)

○不 育症に 悩む夫婦 への治療 費の一 部助成を 行う。
⑨不妊 治療研 究支援事 業補助金 【新規 】【健康 増進課】

30,000千円(62ｐ)

○精 子・卵 子・卵巣 凍結保存 技術を 研究する 順天堂大 学医学 部附属浦 安病院に 対し
て、事業 補助を 行うこと により少 子化対 策を図る 。
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２

教育 ・スポ ーツ・市 民交流
①市民 憲章運 動推進第 ５０回全 国大会 浦安大会 補助金【 新規】
【地域 ネットワ ーク課】

4,000 千円(44ｐ)

○ ふ る さ とづ く り 推 進 協議 会 が 加 盟す る 全 国 市 民憲 章 運 動 連絡 協 議 会 が 毎年 度 開 催す
る 市 民憲 章 運 動 推 進全 国 大 会 を、 本 年 度 第 ５０ 回 浦 安 大会 と し て 本 市で 開 催 す る こ
と と なっ た 。 本 大 会の 運 営 主 体と な る 浦 安 大会 実 行 委 員会 に 対 し 、 大会 運 営 に 要 す
る経費の 一部を 補助金と して交付 する。
②新浦 安駅前 文化施設 整備事業 （継続 費分）【 新規】
【 生涯学習 課】

220,690千円(46ｐ)

○市 民によ る芸術文 化活動の 振興を 図るため 、新浦安 駅前に 建設予定 の民間ビ ルの一
部を賃借 し、芸 術文化の 拠点とな る音楽 専用ホー ルや多機 能ホー ル等の施 設を整備
する。
③こど もの広 場管理運 営事業【 新規】 【青少年 課】

67,269千円(60ｐ)

○子 どもた ちが自由 にのびの びと遊 べる場所 として設 置する こどもの 広場の運 営・維
持管理に 関する 指定管理 料及び運 営に伴 う経費。
④奨学 支援金 【新規】 【教育総 務課】

103,080千円(80ｐ)

○高 等学校 、専門学 校、短期 大学、 大学等へ の入学決 定者並 びに在学 者で学業 成績が
優秀で学 習意欲 があり、 経済的理 由によ り修学が 困難な者 に対し 、奨学支 援金を支
給する。
⑤植物 工場活 用推進事 業【新規 】【教 育政策課 】

35,967 千円(80ｐ)

○ 理 科 ・ 環境 教 育 や 食 育な ど の 学 校教 育 を 充 実 させ る た め 、理 科 教 育 推 進校 に 植 物の
生 育 に必 要 な 環 境 を人 工 的 に 制御 し 、 連 続 的に 生 産 が 出来 る 植 物 工 場を 設 置 し 、 活
用しなが ら課題 などにつ いて検討 し、本 格的な活 用・運営 を行っ ていく。
⑥いじ め対策 調査委員 会運営費 【新規 】【指導 課】

140千円(81ｐ)

○教 育委員 会の附属 機関であ るいじ め対策調 査委員会 におい て、市立 小・中学 校にお
けるいじ めの防 止等のた めの対策 、及び いじめに よる重大 事態に 係る事実 関係を明
確にする ための 調査・審 議を行う 。
⑦ふる さとう らやす立 志塾５周 年記念 行事開催 経費【新 規】
【教 育政策 課】

938千円(81ｐ)

○平 成23年度から開 催してい る立志 塾の塾生 を一同に 集め、 卒塾後の 塾生の活 動を報
告する等 により 、塾生の 更なる成 長を促 す。
⑧タブ レット 活用推進 事業【新 規】【 教育研究 センター 】

18,212千円(82ｐ)

○普 通教室 での一斉 学習・個 別学習 ・協働学 習におけ るタブ レット端 末の利活 用を進
め、わか る授業 の展開を 推進する ととも に児童生 徒一人一 人の主 体的な学 習を進
め、情報 活用能 力を育成 する。
⑨各小 ・中学 校エアコ ン設置事 業【新 規】
【教育 施設課】

小 学校分

40,632 千円(84ｐ)

中 学校分

66,366 千円(85ｐ)

○ 各 小 学 校の 校 舎 特 別 教室 ・ 配 膳 室及 び 、 各 中 学校 の 校 舎 特別 教 室 ・ 配 膳室 と 武 道場
にエアコ ンを設 置するた め、賃貸 借を行 う。
⑩青少 年自立 支援未来 塾事業【 新規】 【生涯学 習課】

595 千円(86ｐ)

○ 学 習 が 遅れ が ち な 中 学生 に 対 し て学 習 習 慣 の 確立 及 び 基 礎学 力 の 定 着 並び に 学 力向
上を目的 に、大 学生や教 員 OB など地 域住民の 協 力による 学習支 援の充実 を図る。
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⑪富岡 公民館 大規模改 修事業【 新規】 【富岡公 民館】

490,201 千円(87ｐ)

○経年劣化により、老朽化した施設、設備の改修をする。また、利用者の利便性に配
慮した施 設配置 を行う。
⑫東京 オリン ピック・ パラリン ピック 選手育成 補助金【 新規】
【市 民スポー ツ課】

1,000千円(88ｐ)

○東 京オリ ンピック ・パラリ ンピッ クに向け 、優秀な 選手の 育成を図 り、気運 の醸成
と市民ス ポーツ の振興に 寄与する 。
⑬市史 編さん 準備経費 【新規】 【生涯 学習課】

194 千円(88ｐ)

○前 回発行 した市史 の収録期 間以後 20 年間 について 、編さ ん準備作 業を開始 する。
⑭野球 場整備 事業（継 続費分） 【新規 】
【運動公 園スポ ーツ施設 整備課】

392,140千円(90ｐ)

○硬 式野球 が出来る 野球場の 整備を ２ヵ年で 整備して いく。 １年目は スタンド などの
建築工事 に着手 し、２年 目の建築 の完成 に引き続 きグラウ ンドな どの整備 を行う。

３

福祉 ・医療
①生活 困窮者 自立支援 事業【新 規】【 社会福祉 課】

18,017 千円(49ｐ)

○生 活困窮 者に対し 、自立相 談、住 宅確保給 付金支給 、就労 準備、家 計相談、 学習
支援を行 う。
②浦安 市喀痰 吸引等研 修事業補 助金【 新規】【 障がい事 業課】

500 千円(52ｐ)

○医療的ケアを行うことができるよう受講する研修のための経費を、事業者に対し助
成する。
③高齢 者地域 づくり推 進事業【 新規】 【高齢者 支援課】

1,001 千円(53ｐ)

○高 齢者が できるだ け住み慣 れた街 で自分ら しく暮ら してい くことが できるよ う、市
民活動団 体と共 催で講演 会を行う ことで 、市民の 意識を啓 発し、 高齢者が 住みやす
い地域づ くりの 推進を図 る。
④シー ガーデ ン・日の 出クラブ 会館建 設事業【 新規】
【高齢者 支援課】

37,258千円(55ｐ)

○シ ーガー デン・日 の出クラ 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 。なお 、同地区 内で組織 されて いる自治 会の集会 所建設 とあわせ た計画と
する。
⑤任意 予防接 種事業【 健康増進 課】

17,621千円(64ｐ)

○子 宮頸が んワクチ ン、高齢 者肺炎 球菌ワク チン、麻 しん・ 風しんの 個別接種 委託事
業を行う 。
⑥在宅 ケアサ ービス推 進事業【 健康増 進課】

15,619千円(64ｐ)

○在 宅療養 者が安心 して生活 できる よう保健 ・医療・ 福祉の 連携を図 り、在宅 ケアサ
ービスを 推進す る。
⑦スマ ートウ ェルネス シティ推 進事業 【健康増 進課】

17,498千円(65ｐ)

○健 康関連 データや 都市環境 データ を用いて 健康施策 の分析 ・評価を 行い、市 民の健
康増進に つなげ る。
⑧健康 遊具設 置促進事 業【新規 】【み どり公園 課】
○高 齢者の 健康維持 増進を目 的に計 画的な健 康遊具の 設置を 行う。
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19,052千円(74ｐ)

４

環境 ・元町
①三番 瀬環境 学習に関 する調査 検討経 費【新規 】
【環 境保全課 】

3,240千円(66ｐ)

○市 民が、 身近な自 然環境で ある三 番瀬の生 き物と関 わりを 体験学習 できる施 設とし
て設置検 討をし てきた、 （仮）う らやす 三番瀬環 境学習施 設につ いて、東 日本大震
災後の三 番瀬干 潟の環境 変化を踏 まえ、 学習の進 め方や役 割・施 設運営な どの基本
的な考え 方や方 向性を、 市内環境 活動団 体などと 連携を図 りなが ら、調査 、検討を
進める。
②環境 学習経 費【環境 保全課】

5,096千円(66ｐ)

○市 民の環 境意識の 高揚を図 るため の環境学 習を実施 する。 また、市 民等の自 主的な
環境学習 の推進 を図るた め環境学 習アド バイザー 制度によ る講師 の派遣を 行う。そ
の他、高 崎市に ある「浦 安市民の 森」を 活用した 自然体験 等の環 境学習講 座も開催
する。
③エコ ・クッ キング体 験事業【 新規】 【環境保 全課】

122千円(67ｐ)

○本 事業は 、協働事 業として の事業 者提案を 受け、実 施する ものであ り、民間 企業の
協力によ り、調 理時の光 熱水費等 エネル ギー使用 量の見え る化に よる省エ ネや、地
産地消、 食育な ど食材を 無駄にし ないと いったエ コ・クッ キング の体験学 習を展開
する。
④当代 島旧県 道整備事 業【道路 整備課 】

4,971 千円(73ｐ)

○船圦緑道前交差点から市川市境までの区間の道路環境整備を進めるため、実施設計
を行う。
⑤密集 市街地 防災まち づくり方 針策定 経費【新 規】【都 市政策 課】

7,343千円(74ｐ)

○堀 江・猫 実地区の 密集市街 地にお いて、地 区の防災 性能の 現状や安 全性につ いて検
証すると ともに 、燃え広 がらず、 壊れに くい地域 づくりを 目指す ための基 本的な方
針や、街 区ごと の整備誘 導手法等 につい て調査検 討する。
⑥街区 公園整 備事業【 みどり公 園課】

29,927千円(75ｐ)

○江 川児童 公園に隣 接する市 有地を 公園とし て整備し 、公園 の拡張を 図る。ま た、富
士見3丁目の 市有地を 公 園として 整備す る。
⑦下水 道長寿 命化検討 経費【新 規】【 下水道課 】

44,000千円(93ｐ)

○主 に、経 過年数20年以上の 下水道 施設を選 定し、目 視調査 やテレビ カメラ調 査を行
い、「下 水道長 寿命化計 画」を策 定する 。
⑧第３ 区複合 霊廟等整 備事業（ 基本設 計）【新 規】
【みどり 公園課 】

19,440千円(94ｐ)

○墓 地公園 第３区中 心部に納 骨堂や 合葬式墓 地を複合 した埋 蔵・収蔵 施設であ る複合
霊廟建設 の基本 設計を行 う。
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５

震災 復旧・ 復興・安 全
①災害 非常用 トイレ整 備事業【 防災課 】

9,783千円(46ｐ)

○災 害発生 後に避難 生活等で 緊急な 対応が求 められる 災害非 常用トイ レの備蓄 の充実
を図る。
②地籍 調査経 費【道路 管理課】

123,189千円(72ｐ)

○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 する作業 を行う。
③密集 市街地 防災まち づくり方 針策定 経費【新 規】＊「 ４

環 境・元町 」再掲

【 都市政策 課】

7,343千円(74ｐ)

○堀 江・猫 実地区の 密集市街 地にお いて、地 区の防災 性能の 現状や安 全性につ いて検
証すると ともに 、燃え広 がらず、 壊れに くい地域 づくりを 目指す ための基 本的な方
針や、街 区ごと の整備誘 導手法等 につい て調査検 討する。
④浦安 公園整 備事業（ 設計）【 新規】 【みどり 公園課】

9,105千円(75ｐ)

○元 町で唯 一の近隣 公園とな る（仮 称）浦安 公園の整 備に向 けた内部 検討会を 行うと
ともに、 基本計 画を策定 する。
⑤道路 等復旧 関連事業 【道路整 備課】

949,831千円(91ｐ)

○震 災によ り被災し た道路等 の復旧 に伴う積 算業務や 施工管 理等の関 連業務を 行う。
⑥道路 等復旧 事業（継 続費分） 【道路 整備課】

2,684,679千円(91ｐ)

○震 災によ り被災し た道路等 の本復 旧工事を 行う。
⑦復興 交付金 事業（幹 線道路液 状化対 策事業（ 継続費分 ））
【道路 整備課】

250,000千円(91ｐ)

○大 規模な 地震の際 、緊急物 資の輸 送や市民 の避難が 行える よう、緊 急輸送路 に指定
されてい る市道 幹線５号 及び６号 の液状 化対策工 事を行う 。
⑧社会 資本整 備総合交 付金事業 （幹線 道路液状 化対策事 業）
【道路 整備課】

250,600千円(91ｐ)

○大 規模な 地震の際 、緊急物 資の輸 送や市民 の避難が 行える よう、緊 急輸送路 に指定
されてい る幹線 道路の液 状化対策 として 、設計及 び工事を 行う。
⑨市街 地液状 化対策事 業【市街 地開発 課】

25,905,680千円(91ｐ)

○宅 地所有 者等との 工事実施 に向け た最終的 な確認作 業が完 了した地 区におい て行
う、格子 状地盤 改良によ る液状化 対策事 業の工事 などの経 費（14地区分） 。
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６

行財 政
①シテ ィプロ モーショ ン調査検 討経費 【企画政 策課】

21,735千円(42ｐ)

○本 市の魅 力を市内 外に発信 するた め、専門 的な人材 を活用 し、具体 的な方策 を立案
するとと もに、 プロモー ション活 動を実 証する。
②新庁 舎エネ ルギーサ ービス事 業(債務負担 行 為分)【新規 】
【庁 舎建設課 】

(43ｐ)

○新 庁舎に 設置する ガスコー ジェネ レーショ ンシステ ムによ る常用発 電機につ いて、
設置工事 とその 後の運転 管理業務 を委託 すること により、 初期投 資と長期 間の運転
維持管理 費を平 準化する もので、 併せて 、分散型 電源導入 促進事 業費補助 制度の活
用により 全体事 業費の低 減を図る 。
③税業 務包括 委託検討 経費【新 規】【 市民税課 】

5,059千円(47ｐ)

○課 税業務 及び収納 業務にお いて「 公権力を 行使しな い作業 」につい て、民間 事業者
への包括 的な事 務委託（ ＢＰＯ） を目指 し、検討 を行う。
④クレ ジット 収納事業 【新規】 【収税 課】

3,409千円(47ｐ)

○納 付機会 の拡大を 図るため 、軽自 動車税に ついてク レジッ ト収納を 行う。
⑤シニ アいき いきサロ ン事業補 助金【 新規】【 高齢者支 援課】

1,817千円(54ｐ)

○高 齢者の 孤立を防 ぎ、安心 して生 活できる 地域づく りを形 成するた め、高齢 者同士
がふれあ うサロ ンを提供 する。ま た、担 い手を育 成する研 修を行 う。
⑥若者 向け就 職相談事 業経費【 新規】 【商工観 光課】

218千円(70ｐ)

○本 市の労 働人口の 増加・改 善を図 るため、 未就業の 若者を 対象に、 専門の相 談員が
就職に関 する相 談に応じ る。
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