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平成３１年度当初予算について 

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針        

＜財政状況＞＜財政状況＞＜財政状況＞＜財政状況＞    
 ・ 前年度当初予算編成は骨格予算とし、留保財源確保策として市税収入

及び地方交付税等を例年以上に厳しく見積もったため、当初予算比較に
おいて一般財源総額は、前年度に比べ1.8％程度の増加と見込まれるが、
いわゆる「肉付け予算」を含めた実質比較では、昨年並みの収入確保に
留まる水準である。 

・ 近年の大型事業による市債および臨時財政対策債の継続発行に伴う公
債費、社会保障関係経費や施設維持管理経費、特別会計、企業会計への
繰出金が年々増加する中、大型の市単独事業の増高などが見込まれるこ
とから厳しい財政状況にある。 

    

＜編成方針＞＜編成方針＞＜編成方針＞＜編成方針＞    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

２２２２    予算の規模予算の規模予算の規模予算の規模        

・一般会計 203億8,800万円 (前年度比 ▲2億9,400万円、▲ 1.4％) 

【参考①：歳出】特殊要因を加味した予算規模の比較 
  平成30年度 平成31年度 増減 伸び率 

当初予算 A 206億8,200万円 203億8,800万円 ▲2億9,400万円 ▲ 1.4％ 

６月補正（肉付け予算分） B 3億4,654万円   － 

合  計 A+B 210億2,854万円 203億8,800万円 ▲6億4,054万円 ▲ 3.0％ 
 

【参考②：歳入】特殊要因を加味した一般財源総額の比較 
  平成30年度 平成31年度 増減 伸び率 

当初予算 A 136億7,200万円 139億1,900万円 ＋2億4,700万円 ＋ 1.8％ 

 子ども・子育て支援臨時交付金 B  8,300万円  － 

６月補正（肉付け予算分） C 1億6,404万円   － 

合  計 A-B+C 138億3,604万円 138億3,600万円 ▲4万円 ▲ 0.0％ 

資料１ 

 
 北陸新幹線開業効果を持続的なものとする取組を集結していくほか、
前期基本計画を踏まえ、中長期視点に立って、優先度の高い重点事業を 
着実に実施する。 

第２次総合振興計画の着実な推進 

 
 H33年度の地方交付税合併算定替終了後を見据え､市勢発展のための 
投資と財政健全化との両立を図り、持続可能な財政構造を構築する。 

行財政改革の推進 

 
 何を重視し、どこに予算を投入するのか、施策の厳正な選択と財源の
重点的かつ効率的配分により、わかりやすくインパクトのある施策の 
組替えに努める。 
⇒ 特に少子高齢化、人口減少の克服による持続的な成長経路の実現に 
向けた未来創造型施策に力点を置く。 

『健やか・展やか・朗らか』黒部創造予算の推進 
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［主な増減要因］ 

(増) 道の駅整備事業 

H30：    7,521万円 → H31：3億4,766万円（＋2億7,245万円） 

(増) 三日市保育所周辺土地区画整理事業 

H30： 4億4,775万円 → H31：5億7,915万円（＋1億3,140万円） 

(増) 市道改良事業（補助） 

H30： 1億4,795万円 → H31：2億5,150万円（＋1億  355万円） 

(増) 公園施設長寿命化事業 

H30：０             → H31：1億2,500万円（皆増） 

(増) 小中学校スクールバス購入費 

H30：０             → H31：   9,385万円（皆増） 

(増) 国際文化センター 外壁・屋上防水改修事業 

H30：０             → H31：   8,922万円（皆増） 

(増) 荻生駅ホーム待合室等整備事業 

H30：０             → H31：   7,920万円（皆増） 

(増) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 

H30：０             → H31：   7,031万円（皆増） 

 

(減) 桜井・宇奈月統合中学校屋内運動場・武道場建設事業(H29～31継続事業) 

H30：12億7,378万円 → H31：8,872万円（▲11億8,506万円） 

(減) 宇奈月消防庁舎整備事業(H29～30継続事業) 

H30： 2億1,510万円 → H31：０（皆減） 

 

・特別会計  59億2,845万6千円 (前年度比 ＋1億2,646万6千円、＋2.2％) 

 ・企業会計 178億1,249万0千円 (前年度比 ＋3億7,968万2千円、＋2.2％) 

 

・全 会 計 441億2,894万6千円 (前年度比 ＋2億1,214万8千円、＋0.5％) 

    

３３３３    一般会計予算歳入の一般会計予算歳入の一般会計予算歳入の一般会計予算歳入の概要概要概要概要        

(1) (1) (1) (1) 市税収入市税収入市税収入市税収入        

78億8,400万円 (前年度比 ▲100万円、▲0.0％) 

    [主な内訳] 

・個人市民税 23億8,731万3千円 (前年度比 ＋7,954万5千円、＋3.4％) 

・法人市民税  3億6,753万8千円 (前年度比 ＋1,811万2千円、＋5.2％) 

・固定資産税 46億8,108万4千円 (前年度比 ▲8,696万8千円、▲1.8％) 

・市たばこ税  2億6,942万4千円 (前年度比 ▲2,307万8千円、▲7.9％) 

    

(2) (2) (2) (2) 地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金        

8億4,400万円 (前年度比 ＋3,500万円、＋4.3％) 
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((((3333) ) ) ) 子ども・子育て支援臨時交付金（仮称）子ども・子育て支援臨時交付金（仮称）子ども・子育て支援臨時交付金（仮称）子ども・子育て支援臨時交付金（仮称）        

8,300万円 (前年度比 皆増) 

 

(4) (4) (4) (4) 普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税        

31億5,800万円 (前年度比 ＋1億9,800万円、＋6.7％) 

【参考③：普通交付税＋臨時財政対策債】  

H30：37.20億円 → H31：38.80億円､ ＋1.60億､＋4.3％) 

 

((((5555))))一般財源一般財源一般財源一般財源((((税税税税++++譲与税譲与税譲与税譲与税++++交付金交付金交付金交付金++++地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税++++繰越金繰越金繰越金繰越金++++臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債))))    

        139億1,900万円 (前年度比 ＋2億4,700万円、＋1.8％) 

    

((((6666) ) ) ) 市市市市    債債債債    

① 公共事業等に伴う新規の市債発行額  11億7,820万円 
（前年度比 ▲4億7,170万円、▲28.6％）  

② 臨時財政対策債                     7億2,200万円 
（前年度比 ▲   3,800万円、▲ 5.0％）  

合 計（①＋②）          19億   20万円 
（前年度比 ▲5億  970万円、▲21.2％） 

 
＜市債残高の推移（一般会計）＞ 

・平成29年度末 304億3,831万7千円 

・平成30年度末 313億9,348万5千円（見込） 

・平成31年度末 310億5,243万0千円（見込） 
 
【参考④：31年度末残高の内訳（見込）】 

区    分 残 高 前年度比 伸び率 

社会資本整備等に係る分 
(107億8,294万5千円) 
193億9,721万9千円 

 
▲1,548万3千円 

 
▲ 0.1％ 

臨時財政対策債及び減税補てん債等分 
(1億8,420万4千円) 
107億2,006万1千円 

 
▲5,004万2千円 

 
▲ 0.5％ 

合併特例債を活用した基金造成に係る分 
(1億4,554万5千円) 
4億8,515万0千円 

 
▲1億2,553万0千円 

 
▲20.6％ 

第三セクター等改革推進債分 
(4億5,000万0千円) 
4億5,000万0千円 

 
▲1億5,000万0千円 

 
▲25.0％ 

一般会計の合計額 
(115億6,269万4千円) 
310億5,243万0千円 

 
▲3億4,105万5千円 

 
▲ 1.1％ 

（注）残高欄の上段（ ）書きは、交付税措置見込額を差し引いた実質負担額 

 

【参考⑤：実質公債費比率（３ヶ年平均値）】 

H28年度(H27決算後)   14.8 

H29年度(H28決算後)   13.4 

H30年度(H29決算後)   12.0 

H31年度(H30決算後見込) 12.1 

H32年度(H31決算後見込) 13.2    
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    ((((7777) ) ) ) その他その他その他その他    

 ・国県支出金    32億7,213万3千円 (前年度比＋1億2,811万5千円) 

・繰入金     10億  627万6千円 (前年度比▲1億2,974万9千円) 

うち発電事業特別会計繰入金         8,300万円    (前年度比＋     500万円) 

           ＜基金＞ 

財政調整基金繰入金        4億円            (前年度比＋   5,000万円) 

減債基金繰入金             2億円            (前年度比 同額) 

学校建設基金繰入金             1,122万9千円 (前年度比▲2億4,817万1千円) 

合併地域振興基金繰入金      1億 3,000万円    (前年度比▲   3,300万円) 

公共施設維持補修基金繰入金 1億 5,400万円    (前年度比＋1億1,600万円) 

 

(【参考⑥：財政調整基金 Ｈ30年度末残高見込み 15億4,520万円】 

 

４４４４    歳出歳出歳出歳出    主な事業主な事業主な事業主な事業     

別紙 報道発表時は資料２、全協説明時は資料３  

          「平成31年度歳出 主な事業」参照 

 

５５５５『『『『健やか・展やか・朗らか健やか・展やか・朗らか健やか・展やか・朗らか健やか・展やか・朗らか』』』』黒部創造予算黒部創造予算黒部創造予算黒部創造予算のののの重点化重点化重点化重点化        ◎：新規事業  ○：拡充事業 

 

 

 

（1）健やか黒部 ＜活き活き＞ 

重点テーマ キーワード 区分 事業名 
事業費 
（千円） 

若者が暮らし、結ばれ、 

産み育てる豊かさの向上 

移住・定住 

 ○ 地域おこし協力隊事業費 7,604 

◎  くろべで住もう移住定住サポート協議会補助金 2,470 

◎  市町村連携移住施策推進事業費 260 

 ○ 
住宅取得支援補助金 
空家情報バンク推進事業費 

18,000 
9,150 

◎  移住促進賃貸住宅居住支援補助金 6,600 

 ○ 民間宅地開発事業補助金（制度） － 

結婚前･新婚･子育て支援 

 ○ 三世代ハッピーホームサポート事業費 17,200 

◎ ○ すこやかくろべっ子誕生お祝い事業費 3,838 

◎  こども医療費助成費 高校生等 15,960 

◎  産前産後サポート事業費 109 

  結婚支援プロジェクト事業費 1,672 

ひとり親家庭 ◎  高校等入学支援金 1,350 

人生100年時代の到来を 

見据えた 

「生きがい」づくり 

健康寿命 

◎  29人以下単位老人クラブ補助金 84 

 ○ 高齢者ふれあい福祉事業費 9,321 

◎  健康チェック継続は力なり事業費 503 

全世代型医療社会福祉 ◎  介護職員就労定着支援金 2,400 

自助･互助･共助･公助 ◎  福祉サポーター設置事業費 40 

小     計 １７事業 96,561 
 

少子高齢化、人口減少という最大の壁に立ち向かい、持続的な地域活力創出を図る 

施策について、全庁横断的に力点を置く。［全42事業：730,475千円］ 
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（2）展やか黒部 ＜湧く湧く＞ 

重点テーマ キーワード 区分 事業名 
事業費 
（千円） 

黒部に住み、若者と女性が

活躍する地域活力の拡大 

雇用･UIJターン 

 ○ 就職定住促進事業費 3,820 

◎  地方創生移住就職支援金 2,200 

 ○ インターンシップ支援補助金 1,200 

  中小企業退職金共済制度加入助成事業費 1,000 

◎  奨学資金返済支援事業費 96 

起業･事業承継 

 ○ 特定商業地域等新規出店支援事業補助金 4,000 

  創業・事業承継促進事業補助金 1,350 

  空き店舗情報バンク整備事業補助金 250 

賑わい･活気 
◎  ももいろクローバーＺ春の一大事2019支援委員会補助金 6,000 

  道の駅整備事業費 347,666 

ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ･ﾌﾟﾗｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

の推進による持続可能な

「まち」づくり 

都市･居住機能の誘導 ◎  中心市街地活性化支援事業補助金 1,800 

地域公共交通 

 ○ 高齢者運転免許証自主返納支援事業費 3,441 

  交通まちづくり創生事業補助金 13,000 

  公共交通戦略推進協議会補助金 27,988 

  荻生駅ホーム待合室等整備事業費 79,200 

公共施設再編 ◎  譲渡施設の運営費等補助金 11,119 

小     計 １６事業 504,130 
 

（3）朗らか黒部 ＜晴れ晴れ＞ 

重点テーマ キーワード 区分 事業名 
事業費 
（千円） 

安全で安心な暮らしの強化 

防災･減災 ◎  県総合防災訓練開催費 1,439 

危機管理 ◎  ドライブレコーダー設置費 185 

ストックマネジメント   
道路ストック総点検（路面･橋梁･ﾄﾝﾈﾙ）委託費 
道路ストック（橋梁）長寿命化調査業務委託費 

31,500 
18,000 

地域力  ○ 安全なまちづくりセンター運営補助金 840 

多様な教育機会の 

充実による 

「ひと」づくり 

人材投資 
 ○ 小学生ジオパーク体験学習事業費 685 

 ○ 高校生等奨学資金給付金 3,720 

全世代型生涯学習 

◎  市民交流センター 基本設計業務委託費 34,115 

 ○ ｼｱﾀｰ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ2019 実行委員会運営負担金 38,500 

◎  ｼｱﾀｰ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ2019 市民鑑賞奨励事業費 800 

小     計 ９事業 129,784 

    

６６６６    行財政改革への取組行財政改革への取組行財政改革への取組行財政改革への取組        

  ・行政改革大綱改訂を踏まえた「働き方改革」等の推進 
         → 働き方改革研修、ＲＰＡ・勤怠管理・保育・校務支援システムの導入 

・「財政運営指針」に基づく財務規律の堅持 
【財政の弾力性を高める財政構造の見直し ＜抑える＞ 】 

     → 特別会計、企業会計繰出金の抑制、未利用財産の活用 

       【将来負担を見据えた財政基盤強化 ＜備える＞ 】 

         → 基金による財源涵養、交付税措置のある市債の活用 

       【財務マネジメントの強化 ＜量る＞ 】 

         → 公共施設マネジメントの推進、 
地方公会計の統一的基準に基づく財務諸表の整備と効果的な活用 

    

７７７７    予算の概要予算の概要予算の概要予算の概要        

別紙 報道発表時は資料３、全協説明時は資料４「当初予算の概要」参照 


