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【筑西市】平成３０年度当初予算の概要 

 

予算規模 

●一般会計        43,110,000千円 前年度比    1,160,000千円  2.8％増 

●特別会計（７会計） 27,882,583千円 前年度比 ▲2,192,666千円  7.3％減 

●企業会計（２会計）  7,811,312千円  前年度比 ▲3,581,889千円 31.4％減 

◎全会計       78,803,895千円 前年度比 ▲4,614,555千円  5.5％減 

 

 

●一般会計 

（歳入の主なもの） 

□市   税    14,796,023千円  前年度比    656,347千円  4.6％増 

□地方消費税交付金  1,800,000千円  前年度比   200,000千円 12.5％増 

□地方交付税     6,600,000千円  前年度比  ▲500,000千円  7.0％減 

□国庫支出金     5,450,518千円  前年度比   574,481千円 11.8％増 

□県支出金      3,002,995千円  前年度比 ▲1,163,690千円 27.9％減 

□市   債     6,310,800千円  前年度比  2,145,200千円  51.5％増 

     うち臨時財政対策債    1,500,000千円 

□基金繰入金     1,580,933千円    前年度比  ▲754,614千円 32.3％減 

      うち財政調整基金繰入金    1,106,494千円 

 

 

（歳出増となった主な事業） 

・道の駅整備事業                    1,197,762千円 増 

（ 433,772千円→1,631,534千円） 

・私立保育所等施設整備費補助事業             858,595千円 皆増 

・基金管理費                       482,726千円  増 

     （ 82,346千円→565,072千円 ※合併振興基金積立金 467,247千円 皆増） 

・中学校プール整備事業                  466,116千円 皆 

     （ 20,078千円→486,194千円） 

・八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金          350,540千円 増 

（135,680千円→486,220千円） 

・八丁台地区外関係経費                  171,620千円 増 

（ 20,008千円→191,628千円） 
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・障害福祉サービス費給付事業               162,654千円 増 

（1,586,513千円→1,749,167千円） 

・体育施設管理運営事業                  138,012千円 皆増 

・茨城国体施設整備事業                  116,576千円 皆増 

・子ども・子育て支援給付事業               112,841千円 増 

（2,099,997千円→2,212,838千円） 

・教育情報化整備事業費                  100,864千円 増 

（123,962千円→224,826千円） 

 

 

（歳出減となった主な事業） 

・新中核病院整備事業                  1,493,761千円 減 

（2,696,164千円→1,202,403千円） 

・市民病院運営支援事業                  256,770千円 減 

（ 895,000千円→ 638,230千円） 

・地方債償還金                      240,339千円 減 

（4,635,819千円→4,395,480千円） 

  内訳 元金（4,356,304千円→4,149,407千円）206,897千円 減 

     利子（ 279,515千円→ 246,073千円） 33,442千円 減 

・小川線街路整備事業                   156,015千円 減 

（ 223,425千円→  67,410千円） 

・筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）     145,872千円 減 

（1,122,504千円→ 976,632千円） 
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（主要事務事業） 

 

１．誰もが誇れる元気未来都市づくり 

・農林航空防除支援事業【継続】               4,300千円 増 

（23,000千円→27,300千円） 

・道の駅整備事業【継続】※再掲             1,197,762千円 増 

（433,772千円→1,631,534千円） 

・駅前・駅東駐車場改修事業【継続】             1,629千円 増 

（66,596千円→68,225千円） 

 

２．あらゆる世代が快適に暮らせる安心都市づくり 

・コミュニティサイクル事業【新規】                  皆増 

（0千円→4,021千円） 

・公共交通利用促進事業【新規】                    皆増 

（0千円→752千円） 

・運転免許自主返納支援事業【新規】                  皆増 

（0千円→400千円） 

・在宅心身障害者市単独扶助事業(難病患者福祉手当)【継続】   4,400千円 増 

（6,600千円→11,000千円） 

・任意予防接種事業(おたふくかぜ予防接種助成)【新規】         皆増 

（0千円→6,120千円） 

・新中核病院整備事業【継続】 

病院事業会計   （5,716,075千円→3,207,831千円）   2,508,244千円 減 

一般会計 ※再掲（2,696,164千円→1,202,403千円）   1,493,761千円 減 

・新中核病院周辺道路整備事業【継続】            68,626千円 減 

（181,000千円→112,374千円） 

・田宿猫島線整備事業【継続】                60,000千円 増 

（90,000千円→150,000千円） 

・玉戸・一本松線整備事業【新規】                   皆増 

（0千円→20,000千円） 

・鬼怒川緊急対策プロジェクト関連事業【継続】        91,977千円 増 

（10,000千円→101,977千円） 

・橋梁長寿命化事業【継続】                  6,250千円 増 

（221,750千円→228,000千円） 
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・八丁台土地区画整理事業【継続】 

特別会計       （34,913千円→505,658千円）      470,745千円 増 

一般会計 ※再掲（20,008千円→191,628千円）      171,620千円 増 

・小川線街路整備事業【再掲】               156,015千円 減 

（223,425千円→67,410千円） 

・消防団応援事業【新規】                       皆増 

（0千円→594千円） 

・自主防災組織支援事業【継続】               2,305千円 増 

（2,000千円→4,305千円） 

 

３．郷土愛を育む教育・文化都市づくり 

・小・中学校施設環境整備改修事業【継続】          84,564千円 増 

（31,612千円→116,176千円） 

・中学校プール整備事業【継続】※再掲            466,116千円 増 

（20,078千円→486,194千円） 

・歴史・文化資源活用推進事業【継続】             3,799千円 増 

（486千円→4,285千円） 

・板谷波山記念館整備事業【新規】                   皆増 

（0千円→1,159千円） 

・茨城国体関連事業【継続】 

茨城国体開催準備事業       （3,000千円→  6,427千円）   3,427千円 増 

茨城国体施設整備事業 ※再掲（    0千円→116,576千円）        皆増 

・体育施設管理運営事業【新規】※再掲                  皆増 

（0千円→138,012千円） 

・学校給食センター整備事業【継続】               37,759千円 増 

（103,864千円→141,623千円） 

 

４．自主・自立したまちづくりの強化 

・公共施設適正管理事業【新規】                     皆増 

（0千円→5,284千円） 

・スピカビル管理運営事業【継続】                2,822千円 増 

（289,432千円→292,254千円） 

・明野庁舎整備事業【継続】                                   62,852千円 減 

（178,824千円→115,972千円） 
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・集会施設修繕補助事業【新規】                                         皆増 

（0千円→50千円） 

・筑西市魅力発信事業【継続】                                    315千円 減 

（4,072千円→3,757千円） 

 

人口 10万人死守プロジェクト 

・定住促進住宅取得支援事業【拡充】                           6,956千円 増 

（104,164千円→111,120千円） 

・私立保育所等施設整備費補助事業【拡充】※再掲                       

（0千円→858,595千円）                   皆増 

※H29補正予算計上(6,075千円)から拡充 

・多子世帯保育料軽減事業【新規】                                      皆増 

（0千円→27,864千円） 

・地域子ども・子育て支援事業（病児保育事業補助金）【拡充】  

（0千円→15,156千円）                    皆増 

  ※これまでの病後児対応型のほか、新たに病児対応型の実施により拡充 

・母乳育児促進事業【新規】                                              皆増 

（0千円→6,820千円） 

・不妊治療費助成事業【拡充】                                   2,246千円 増 

（5,326千円→7,572千円） 

・学校給食費保護者負担軽減事業【拡充】                                            

（0千円→84,766千円）              皆増(1,000円上乗せ分) 

  ※従来の負担軽減分 300円に 1,000円を上乗せし 1,300円に拡充 


