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浦安市 財務部財政課

平 成 ３０ 年 ２ 月

・ 平成30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、

10年後、20年後の本市の姿を見据え、山積する課題を「鳥の目、虫の

目、魚の目」という多面的視点から捉え、継続と刷新を念頭に判断し、

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、公約に関連する施策・

事業や点検の結果、見直し・新規とされた施策・事業などを中心に予

算編成を行った。

Ⅰ 平成30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（6月補正後予算

額）に比べ3.9％増の約1,036億円。

・ 一般会計の予算規模は、前年度に比べ6.2％増の756億円。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、

6.8％増の約718億円。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率

一般会計 ７５６．０ ７１１．８ ４４．２ 6.2

災害復旧費

を除いた額
７１８．３ ６７２．８ ４５．５ 6.8

特別会計

（５会計）
２８０．０ ２８５．７ △５．７ △2.0

全会計合計 １，０３６．０ ９９７．５ ３８．５ 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。

※平成29年度は、当初予算が骨格予算のため、平成29年度6月補正後予算額を使用しています。

平成３０年度当初予算案のポイント

参考資料（議案第８号～第13号）
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Ⅱ 平成30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、過去最大の約413億円。

・国庫支出金は、生活保護費負担金、都市再生区画整理事業補助金、保育所

等整備交付金の増などにより、前年度比7.7％増の約77億円。

・繰入金は、財政調整基金繰入金や東日本大震災復興交付金基金繰入金の増

などにより、前年度比132.3％増の約63億円。

・繰越金は、前年度で平成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を見込んだことにより、前年度比

70.9％減の約13億円。

・市債は、南小学校屋内運動場建替事業債、（仮称）東野地区複合福祉施設

整備事業債の増などにより、前年度比37.5％増の約65億円。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率

市税 ４１３．１ ４０７．６ ５．５ 1.4

うち、個人

市民税
１６９．０ １６７．２ １．９ 1.1

うち、法人

市民税
４７．１ ４６．８ ０．３ 0.7

うち、固定

資産税
１８７．２ １８３．１ ４．０ 2.2

国庫支出金 ７７．５ ７１．９ ５．５ 7.7

繰入金 ６２．６ ２７．０ ３５．７ 132.3

うち、財政

調整基金繰

入金

４３．０ １９．８ ２３．２ 117.2

繰越金 １２．９ ４４．４ △３１．５ △70.9

市債 ６４．６ ４７．０ １７．６ 37.5
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Ⅲ 基金の残高、地方債の状況

・財政調整基金を43億円活用するが、平成30年度末の財政調整基金残高見込

みは、約105億円。

・地方債は、全会計合わせて約70億円の新規借り入れを行うが、平成30年度

末残高は約388億円。このうち、一般会計は、約280億円。

○基金の年度末現在高 (単位：億円)

区分 平成28年度末 平成29年度末見込 平成30年度末見込

合計 ４０１．３ ４５８．３ ４０３．３

財政調整基金 １０９．４ １４１．３ １０５．５

その他 ２９１．９ ３１７．０ ２９７．８

○地方債の年度末現在高 (単位：億円)

区分 平成28年度末 平成29年度末見込 平成30年度末見込

合計 ３６４．７ ３６６．９ ３８８．３

一般会計 ２４０．４ ２５１．１ ２８０．３

特別会計

（3会計）
１２４．３ １１５．８ １０８．０
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Ⅳ 平成30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

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 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。

なお、平成27年度予算で計上し実施してきた地区分の経費が繰り

越し期限となることから、改めて必要な経費を計上する。

2,244,060 72ｐ

２ 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２号及び７号の舞浜ローズタウン前交差点から舞浜駅ロータ

リー入口交差点に向け、液状化対策の実施設計を行う。また、交通

規制が困難となっている交差点部等の工法検討・実施設計を行う。

幹線２号の舞浜ローズタウン前交差点から堀江橋方向に向け、約

200メートル区間の液状化対策工事を行う。

222,238

58ｐ

59ｐ

３ 無電柱化事業（基本設計） 道路整備課

無電柱化を行う優先路線の整備を進めるため、千葉県の無電柱化協

議会に諮るとともに基本設計を行う。
25,866 59ｐ

４ 新橋周辺地区防災まちづくり整備事業 市街地開発課

新橋周辺広場や避難路の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。
82,167 62ｐ

５ 住宅用消火器貸出事業 消防総務課

本市の全世帯を対象に、住宅火災における初期消火対策のため、住

宅用消火器の無償貸出しを行う。
49,458 64ｐ

６ 集中豪雨対応調査経費 道路整備課

集中豪雨対応のための基本的な方針に基づき、河川管理者との協議

を進めるとともに全体計画の策定を行う。
32,735 59ｐ

７ 公共空間犯罪対策費 防犯課

犯罪発生抑止等を目的として、防犯カメラを増設するとともに、公

用車にドライブレコーダーを設置する。
13,122 39ｐ

８ リハビリテーション病院整備経費 健康増進課

回復期機能を有したリハビリテーション病院を誘致し、民設民営で

事業を運営する病院事業者が今後病院の整備工事を行うが、これに

伴い、水道の敷設にあたり水道負担金を負担する。

15,000 51ｐ
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No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

９ 富士見地区地域密着型介護老人福祉施設小規模特養整備に係る

事前調査

富士見地区地域密着型介護老人福祉施設小規模特養整備事業費

補助金（債務負担行為設定）

高齢者福祉課

平成32年度富士見地区にて整備予定である地域密着型介護老人福祉

施設（地域密着型特別養護老人ホーム）に関し、債務負担行為を設

定する（期間：平成30年度～32年度 限度額：130,500千円）。施

設整備前年度（平成30年度）における事前調査として、敷地測量お

よび地質調査の業務委託を実施する。

6,005 44ｐ

10 七区第二熟年クラブ会館建設事業

弁天喜楽会館建替事業（債務負担行為分）

高齢者福祉課

七区第二熟年クラブや弁天喜楽会の活動を支援するため、活動拠点

となるクラブ会館の建築工事を行う。
88,834 45ｐ

11 （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）

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４月の開設に向けて整備する。

549,880

42ｐ

43ｐ

49ｐ

12 入船保育園建替等事業（実施設計）（債務負担行為分）

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）（債務負担行為

設定）

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の実施設計等を行うほか、債務

負担行為を設定する。

（期間：平成30年度～31年度 限度額：850,900千円）

45,514 48ｐ

13 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。
72,000 47ｐ

14 病児・病後児保育運営費 保育幼稚園課

病気や病気回復期のため、集団保育が困難な小学校6年生までの子

どもを対象に、病院に併設された施設で一時預かりを行う。 33,601 46ｐ

15 あかちゃんほっとすてーしょん整備事業補助金 こども課

市内の公共施設及び民間施設にて授乳、おむつ替えができる施設設

備を整備、登録し、当該施設を広く周知することにより、乳幼児を

持つ保護者の方が安心して外出を楽しめる環境づくりを推進してい

る。設備整備の推進にあたり、市内の未だに整備のない地域を限定

して整備補助を行う。

600 46ｐ
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No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

16 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

青少年課

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。

1,427,677
67ｐ

49ｐ

17 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。
993,613 68ｐ

18 美浜北小学校大規模改修事業（実施設計）（債務負担行為分）

富岡小学校大規模改修事業（実施設計）

見明川中学校大規模改修事業（実施設計）（債務負担行為分）

美浜中学校大規模改修事業（実施設計）

見明川認定こども園大規模改修事業（実施設計）

教育施設課

保育幼稚園課

各小中学校、認定こども園の大規模改修工事に向けた実施設計を

行う。
80,341

67ｐ

68ｐ

19 学校適正配置計画策定事業 教育政策課

市立小・中学校の規模や配置の適正化を図るため、学区の再編や学

校の統合等を含めた検討を行い、適正配置の指針となる学校適正配

置計画を策定する。

4,320 65ｐ

20 奨学支援金 教育総務課

高等学校、専門学校、短期大学、大学等の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。

71,700 65ｐ

21 （仮称）第２適応指導教室経費 指導課

適応指導教室の不登校生徒利用者数の増加や近年増加傾向となって

いる小学生の利用ニーズを踏まえ、新たに（仮称）第２適応指導教

室を中町地区に開設し、不登校児童生徒への支援を行う。

17,949 65ｐ

22 (仮称)子ども図書館検討経費 生涯学習課

(仮称)浦安市子ども図書館を整備するため、市民ニーズや先進事例

を調査して、整備に向けた基本構想を策定する。
8,763 68ｐ

23 キッズスポーツルーム整備事業 市民スポーツ課

屋内水泳プール４Ｆ浴室サウナの跡利用として、幼児期に楽しみな

がら運動能力向上を図ることができるキッズスポーツルームに改修

する。

85,645 71ｐ

24 中央図書館大規模改修事業（実施設計）(債務負担行為分)

中央図書館大規模改修事業(継続費分)

中央図書館大規模改修事業関連経費

中央図書館

開館より30年以上が経過し、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

なる向上を図るため施設の大規模改修工事を実施する。

335,449 69ｐ
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No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

25 パークゴルフ場拡張事業(実施設計)

パークゴルフ場拡張事業

市民スポーツ課

高齢者に人気のある高洲海浜公園パークゴルフ場をさらに多くの方

にご利用いただけるよう、新たに９ホール増設するなど、高齢者が

スポーツに取り組みやすい環境を整備する。

83,312 71ｐ

26 舞浜公園整備事業（実施設計） みどり公園課

地域に親しまれる魅力ある公園となるよう、舞浜公園の再整備に向

けた実施設計を行う。
27,827 61ｐ

27 しおかぜ緑道改修事業（実施設計）

しおかぜ緑道改修事業

みどり公園課

延長約1.8kmを6工区に分けて改修する予定のうち、4工区（富士見1

丁目）の実施設計及び5・6工区（富士見3,4丁目）の改修を行う。
275,141 62ｐ

28 三番瀬環境観察施設整備事業（設計等）

三番瀬環境観察施設整備事業

三番瀬環境観察施設整備関連経費

環境保全課

市民が、三番瀬を身近に感じながら環境学習や体験及び保全に取り

組むための拠点となる、三番瀬環境観察施設の建設及び施設開設時

に必要となる備品の購入を行う。

また、施設と一体的となるよう三番瀬環境観察施設の外構部実施設

計及び三番瀬岸部基本設計業務を行う。

179,773 54ｐ

29 ラ・フィネス新浦安・パークシティ東京ベイ新浦安ＳＯＬ合同

自治会集会所新築事業

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（実施設計）

地域ネットワーク課

自治会活動の拠点施設として、平成29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。

また、新たな合同自治会集会所の建築工事（平成31年度着工予定）

の実施に伴う実施設計を行う。

128,039 38ｐ

30 インキュベーション施設運営補助金 商工観光課

起業者支援として、廉価な事務所スペースの提供や、税理士・中

小企業診断士等の専門家によるアドバイスなど、伴走型支援を行う

インキュベーション施設の運営に関する経費の補助を行う。

1,440 56ｐ

31 新町地域センター地区整備計画策定経費

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､都市政策

課

日の出公民館に隣接した未利用の市有地について、法規制などの前

提条件の整理や導入機能の検討などを踏まえ、整備計画を策定す

る。

舞浜駅周辺において、都市の拠点として必要な機能を整理し、駅北

口を含めた周辺の開発イメージの検討を行う。

10,952 37ｐ
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No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

32 コミュニティバス運行経費補助金 都市政策課

平成30年4月から開設する新たな路線も含め、 運行経費の補助を行

う
285,200 60ｐ

33 舞浜駅ホーム延伸検討調査負担金 都市政策課

舞浜駅ホームの混雑緩和対策として、ホーム延伸について検討調査

するための費用を負担する。
10,000 60ｐ

34 舞浜駅南口バスターミナル暫定整備事業 道路整備課

舞浜駅南口ロータリーの車両の混雑緩和のため、隣接した市有地を

利用しバスターミナルの暫定整備を行う。
60,686 59ｐ

35 サイン計画策定事業 都市政策課

市が管理する公共空間サインについて、市民や来訪者に適切な案内

情報を提供し、更なる利便性の向上を図るため、公共サインガイド

ライン及び鉄道駅周辺のサイン整備計画の策定を行う。

14,008 61ｐ

36 行政改革推進経費 総務課

市の行政改革の基本方針を示す「行政改革大綱」について、策定か

ら15年が経過し、本市を取り巻く環境も変化してきていることか

ら、新たな行政改革大綱を策定する。また、市有地の活用実態につ

いて調査研究を行う。

8,822 34ｐ


