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平成３０年度当初予算概要 

１．一般会計予算額 

１,４３４.３億円(H29 1,458.9)  △２４.６億円 １.７％減 

普通交付税の合併特例措置の段階的な縮減など厳しい財政状況が見込ま

れる中、財政調整基金の取崩しに頼った予算編成の解消など将来の健全な

財政運営を目指し、事業の見直しを行い予算の縮減を行いました。 

そうした中でも、豊かな暮らしの創造を目指し、初年度となる第七次前

橋市総合計画及び前橋版総合戦略の着実な推進に向けて、子育てや教育環

境の整備、社会保障の充実、雇用の創出、まちづくりなどに配慮した、未

来に向けた一歩を踏み出す予算としています。 （参考 地財計画＋0.3%） 

（１）歳入関係  （単位 億円） 

区   分 30 年度 29 年度 対前年 伸び率 

市税収入 ５３３．９ ５２７．３ ＋６．６ +1.3％ 

地方交付税 １２０．０ １２２．０ △２．０ △1.6％ 

市債発行額 １５３．９ １７５．８ △２１．９ △12.5％ 

うち臨時財政対策債 ５７．０ ５７．０ ＋０．０ +0.0％ 

うち通常債 ９６．９ １１８．８ △２１．９ △18.4％ 

基金繰入金 ２８．４ ３４．０ △５．６ △16.5％ 

うち財政調整基金繰入金 １４．８ ２０．０ △５．２ △26.0％ 

※市債依存度：10.7％（前年度 12.0％） うち通常債の市債依存度：6.8％（前年度 8.1％）  

（２）歳出関係  （単位 億円） 

区   分 30 年度 29 年度 対前年 伸び率 

人件費 ２１７．８ ２１５．２ ＋２．６ +1.2％ 

うち退職手当 １７．６ １６．１ ＋１．５ +9.3％ 

扶助費 ２９２．３ ２８５．３ ＋７．０ +2.5％ 

公債費 １４９．１ １５２．３ △３．２ △2.1％ 

投資的経費 ２１４．１ ２５６．２ △４２．１ △16.4％ 

うち補助 １２２．６ １５２．８ △３０．２ △19.8％ 

うち単独 ８８．２ ９９．２ △１１．０ △11.1％ 

※億円単位のため、千円単位と伸び率が一致しないものがある。 

（３）基金残高、市債残高（30年度末見込） 

・財政調整基金  67.9 億円 (H29 末     70.7 億円)  △2.8 億円 

 ・市債残高      1,569.6 億円 (H29 末 1,552.9 億円)  +16.7 億円 

  うち通常債  938.1 億円 (H29 末    937.7 億円)   +0.4 億円 
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２．予算編成の基本方針 

平成３０年度は、第七次前橋市総合計画のスタート年となることから、将来

都市像「新しい価値の創造都市・前橋」の実現に向けて、「地域経営」の視点

で各事業を推進するとともに、少子高齢化や人口減少、厳しい財政状況等を踏

まえ、多様化・高度化する市民ニーズを的確に把握し、既存事業の廃止・見直

しによる一層の経費節減と財源の確保によって新たな事業の財源を生み出し、

未来への投資につなげるという方針のもとで予算を編成しました。 

 

３．主な予算の内容（新規・充実） 

 以下、第七次前橋市総合計画の６つのまちづくりの方向性（柱）ごとに主な

新規・充実事業について記載しています。上武道路「道の駅」設置事業やＣＣ

ＲＣ（生涯活躍のまち）整備事業などの大型事業については、国・県補助金や

市債を活用し、事業を実施していきます。 

※第七次前橋市総合計画の重点事業はゴシック文字としています。 
                            （単位 千円） 

（１）人をはぐくむまちづくり（教育・人づくり） 

 
充実 前橋イングリッシュサポーター（１０→１３人） １８，１１６ 

充実 前橋小学校教科指導講師（８→９人）      １６，６６９ 

新規 部活動指導員（５人）              ２，９８２ 

充実 前橋校務補助員（６→７人）           ５，５２７ 

充実 地域寺子屋事業（１０→１４会場）        ５，７０８     

充実 小中学生遠距離通学補助             １，０６５ 

新規 西部共同調理場延命化計画基本設計        ４，０００ 

新規 大胡城跡ガイダンス施設整備           ４，１００ 

新規 永明公民館整備事業             １８０，９８５ 

新規 第一コミュニティセンター運営          ９，１７５ 
 

 

（２）希望をかなえるまちづくり（結婚・出産・子育て） 

 

新規 結婚応援事業補助金                 ４５０ 

充実 放課後児童クラブ運営（６３→７１クラブ）  ９１５，４５６ 

充実 病児保育事業運営委託（１→２施設）      ２１，５２４ 

新規 病児保育施設整備費補助（１施設）       ３２，９９４ 

充実 プレイルームリニューアル           １４，６８８ 

充実 認定こども園施設給付（３７→４３園）  ４，５０３，０９９ 

充実 東保育所改修（３歳未満児受入のため）     １１，０００ 

充実 おたふくかぜ・ロタワクチン予防接種助成    ３４，６９７ 

新規 保育士等派遣事業補助（公立保育所民営化関係） １１，０４０ 
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（３）生涯活躍のまちづくり（健康・福祉） 

 

充実 ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）整備事業       ９３１，９７０ 

  充実 成人歯科健康診査（２０、２５歳追加）      １１，３０９ 

新規 健康ポイント事業（国民健康保険）         ２，０００ 

充実 緊急通報電話設置事業（対象拡充）         ７，１５４ 

充実 生活支援体制整備事業（介護保険）        ３３，３１９ 

新規 徘徊高齢者事前登録制度事業（介護保険）        ９９６ 

充実 訪問型介護サービス事業（介護保険）        ４，８００ 

新規 難病患者更新申請費用助成             １４，１５０ 
 

 

（４）活気あふれるまちづくり（産業振興） 
 
   
  新規 高校生のための企業説明会             ４，８４０ 

充実 次世代経営力強化セミナー                      ５１６ 

充実 設備投資促進補助金（対象拡充）         ３０，０００ 

新規 ＩＴ導入促進補助金               １０，０００ 

新規 こどもプログラミング道場               １８７ 

充実 販路開拓支援事業補助金              １，５００ 

充実 農産物直売所支援事業補助金            １，６００ 
 

 

（５）魅力あふれるまちづくり（シティプロモーション） 
   
 

充実 上武道路「道の駅」設置事業        １，１７３，６６８ 

新規 産学官連携による包括的な若者支援等の検討     ２，８０４ 

充実 スポーツコミッション負担金             ３３，６９１ 

新規 白樺牧場羊放牧管理事業              ６，２９４ 

新規 スローシティ認証区域看板設置補助金        １，０００ 

新規 若手落語家寄席の開催                 ５００ 

充実 まちなか空洞化対策事業補助金          ２０，０００ 
 

 

（６）持続可能なまちづくり（都市基盤） 
 
 
  新規 群馬総社駅西口開設等基礎調査          １０，５５２ 

  新規 地域公共交通再編実施計画策定事前調査       ８，０００ 

  新規 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業補助     ２，０００ 




