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                               浦安市 財務部財政課 

                               平 成 ２９ 年 ２ 月 

 

・ 平成29年度当初予算は、平成29年３月26日に市長選挙が予定されてい

ることから、経常的経費を中心とした通年予算としての「骨格予算」

を編成。 

・ 主に、人件費などの義務的経費、市民の安心、安全に直結する事業、

市民サービスを維持する等の経常的経費など中心に、行政の継続性の

確保を考慮しながら、必要性を見極め当初予算に計上。 

・ 新たな政策経費や新規事業は、今後「肉付け予算」として、市長選挙

後の補正予算で改めて計上予定。 

 

 

 

Ⅰ 平成29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3.9％減の約

957億円。 

・ 一般会計の予算規模は、前年度に比べ5.9％減の672億円。なお、市街地

液状化対策事業などを含む災害復旧費を除いた場合、前年度に比べ、

6.9％減の約653億円。 

 

 

 (単位：億円、％、△印は減) 

区分 平成29年度 平成28年度 増減額 増減率 

一般会計 ６７２．０ ７１４．０ △４２．０ △5.9 

 
災害復旧費

を除いた額 
６５２．８ ７０１．３ △４８．５ △6.9 

特別会計 

（５会計） 
２８５．３ ２８２．５ ２．８ 1.0 

全会計合計 ９５７．３ ９９６．５ △３９．２ △3.9 

※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。 
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Ⅱ 平成29年度一般会計主な財源                       

 

 

・市税は、前年度に比べほぼ同程度の約408億円。 

・国庫支出金は、障がい者自立支援給付費等国庫負担金、保育所等運営費負

担金の増などにより、前年度比3.8％増の約71億円。 

・繰入金は、財政調整基金繰入金や庁舎建設基金繰入金の減などにより、前

年度比89.4％減の約7億円。 

・繰越金は、平成27年度から繰越明許費とした市街地液状化対策事業のうち、

工事未執行地区分の財源が見込まれることにより、前年度比535.3％増の約

45億円。 

・市債は、新浦安駅前文化施設整備事業債、文化会館大規模改修事業債の減

などにより、前年度比45.1％減の約29億円。 

 

 

(単位：億円、％、△印は減) 

区分 平成29年度 平成28年度 増減額 増減率 

市税 ４０７．６ ４０７．７ △０．１ 0.0 

 
うち、個人

市民税 
１６７．２ １６６．０ １．１ 0.7 

 

うち、法人

市民税 
４６．８ ４７．５ △０．７ △1.5 

うち、固定

資産税 
１８３．１ １８２．６ ０．６ 0.3 

国庫支出金 ７０．８ ６８．１ ２．６ 3.8 

繰入金 ６．７ ６２．６ △５５．９ △89.4 

 
うち、財政

調整基金繰

入金 

－ ３７．０ △３７．０ 皆減 

繰越金 ４４．５ ７．０ ３７．５ 535.3 

市債 ２８．９ ５２．６ △２３．８ △45.1 
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Ⅲ 基金の残高、地方債の状況                      

 

 

・骨格予算の編成により、歳入超過となったことから、財政調整基金に積み

立てを予定。平成29年度末の財政調整基金残高見込みは、約134億円。 

・地方債は、全会計合わせて約33億円の新規借り入れを行うが、平成29年度

末残高は約355億円を見込んだ。このうち、一般会計は、約240億円。 

 

 

 

○基金の年度末現在高                     (単位：億円) 

区分 平成27年度末 平成28年度末見込 平成29年度末見込 

合計 ４５１．２ ３８２．５ ４０１．１ 

 

財政調整基金 １１９．９ １０９．５ １３４．０ 

その他 ３３１．３ ２７２．９ ２６７．０ 

 

 

○地方債の年度末現在高                    (単位：億円) 

区分 平成27年度末 平成28年度末見込 平成29年度末見込 

合計 ３２７．３ ３６７．３ ３５５．２ 

 

一般会計 １９４．７ ２４２．９ ２３９．９ 

特別会計 

（3会計） 
１３２．６ １２４．４ １１５．３ 
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Ⅳ 平成29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 次代を担う浦安子ども未来プラン(こども・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 私立保育所施設整備費等補助金（尐子化対策基金事業） 保育幼稚園課 

私立認可保育所の整備に際し、開園時に必要な施設改修費等につい

て補助金を交付する。 
96,000 51ｐ 

２ 一時預かり事業 保育幼稚園課 

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

由を問わないで短時間で子どもを預かる。 

58,066 52ｐ 

３ 浦安小学校地区児童育成クラブ整備事業 

浦安小学校地区児童育成クラブ整備事業関連経費 

青尐年課 

浦安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

隘化に対応するため、当該クラブ施設の整備を行う。また、開設に

伴い、児童の支援などに必要な備品などを購入する。 

73,397 

11,599 
54ｐ 

４ 南小学校屋内運動場建替事業（継続費分） 

南小学校地区児童育成クラブ等整備事業（継続費分） 

教育施設課 

青尐年課 

屋内運動場の老朽化及び校庭の狭隘を解消するために、既存プール

の場所に児童育成クラブ・屋内運動場・プールの複合施設を建設す

る。また、南小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や

施設の狭隘化に対応するため、南小学校屋内運動場の建替えに併せ

て、クラブ施設の建設を行う。 

156,534 

 

65,204 

 

 

81ｐ 

 

54ｐ 

 

 

５ 浦安中学校大規模改修・増築事業（継続費分） 教育施設課 

老朽化に伴う既存校舎棟の大規模改修に合わせて、教室不足の解消

を目的とした増築棟を既存屋外プールの場所に建設する。 
729,636 82ｐ 

６ 中学校特別支援関連施設事業 指導課 

特別支援学級等に通う児童・生徒の教育的ニーズを考慮した環境を

整備するための工事を行う。 
9,936 81ｐ 

７ 青尐年自立支援未来塾事業 生涯学習課 

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。 

2,025 82ｐ 
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２ 交流とやすらぎにあふれる地域づくりプラン(健康、医療、福祉、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 東野地区複合福祉施設整備事業 

 

東野地区複合福祉施設整備関連事業 

旧東野学校給食センター解体事業 

社会福祉課・障がい

事業課・こども課 

障がい事業課 

学校給食センター 

狭隘・老朽化している既存の福祉施設と新たに障がい児者の地域生

活を推進する地域生活支援拠点、子育て短期支援事業所等の整備を

行う。 

東野地区複合福祉施設整備に伴い、旧第一福祉作業所を解体する。  

現在閉鎖されている旧東野学校給食センターを解体する。 

12,544 

801 

 

38,255 

223,283 

43ｐ 

51ｐ 

 

43ｐ 

84ｐ 

２ 中央公民館大規模改修事業（継続費分） 中央公民館 

中央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

ューアルを図る。 
310,065 83ｐ 

３ 学習支援事業 社会福祉課 

生活に困窮する世帯の子どもに対し、無償の学習支援や居場所作り

等、必要な支援を行うことによって、その健全育成と貧困の連鎖防

止に寄与する。 

6,500 43ｐ 

４ 防犯対策強化事業補助金 障がい事業課 

障害支援施設等の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カ

メラ設置や外構の設置・修繕など必要な安全対策を講じる事業所等

に対して補助金を交付する。 

6,000 46ｐ 

５ Ｃ型訪問サービス事業費 

Ｃ型通所サービス事業費 

猫実地域包括支援セ

ンター 

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス、通所型サービ

スの一つであり、リハビリテーション専門職等が短期で集中的なア

プローチにより、機能向上を目指す。 

7,200 

7,200 

88ｐ 

88ｐ 

６ 地域リハビリテーション活動支援事業 猫実地域包括支援セ

ンター 

地域における介護予防の取り組みを強化するために、通所、訪問、

地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリ

ハビリテーション専門職等の関与を促進する。 

5,577 88ｐ 
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３ 安心・安全と快適を実感できる浦安(復旧・復興、防災、環境、元町、市民利便) 

 

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。 270,127 72ｐ 

２ 庁舎駐車場建設事業（継続費分） 財産管理課 

浦安公園整備に伴い総合駐車場を廃止することから、シビックセン

ターコア地区への利便性を保持するため、総合駐車場と同規模の立

体駐車場を３年継続事業で建設する。２年目となる本年度は駐車場

建設工事に着手する。 

985,280 38ｐ 

３ 新橋周辺地区防災まちづくり整備事業 市街地開発課 

多目的広場や避難路等の整備に向けた経費。 20,699 73ｐ 

４ 墓地公園整備事業 

墓域整備事業 

第３区複合霊廟等整備事業（継続費分） 

 

みどり公園課 

墓地公園第３区整備に伴う造成及び電気設備の整備を行う。 

芝生墓所の需要に応えるため、第３区に従来型611基、小型1,099基

の墓所整備を行う。 

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を建設する。 

182,469 

215,775 

 

88,626 

 

87ｐ 

87ｐ 

 

87ｐ 

 

５ コミュニティバス運行経費補助金 都市政策課 

運行経費から運賃収入を差し引いた不足分及び新路線に係る準備経

費を補助する。 
205,786 71ｐ 

６ 市街地液状化対策事業 復旧・液状化対策プ

ロジェクト 

道路等の公共施設と宅地を一体的に液状化対策する市街地液状化対

策事業を格子状地盤改良工法により実施する。 
602,840 85ｐ 

７ 防災カメラ等整備事業 防災課 

災害対策本部の機能強化を図るため、海岸及び旧江戸川の監視を行

う防災カメラを整備する。 
144,828 39ｐ 
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４ 未来につながる自治体経営プラン(行財政運営) 

 

No 事業名 所管課名 

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ 

１ 旧入船北小学校跡地利用推進事業 

旧入船北小学校跡地利用推進経費 

旧入船北小学校改修事業（継続費分） 

協働推進課 

旧入船北小学校の跡利用としての運用開始に向けて、施設運営方

法の検討、施設開設備品の購入を行うとともに、施設の維持管理を

行う。また、施設の老朽化に対応するとともに、事業や活動を実施

できる環境を整えるため、改修工事等を行う。 

26,999 

 

459,237 

 

36ｐ 

 

36ｐ 

 

２ ストックマネジメント計画策定経費 下水道課 

持続的な下水道機能の確保を図るため、下水道施設全体を一体的

に捉えた点検・調査及び修繕・改築に関する計画を策定する。 
59,300 87ｐ 

３ クレジット収納事業 収税課 

納付機会の拡大を図るため、軽自動車税及び固定資産税について

クレジット収納を行う。 
3,324 41ｐ 

 


