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筑西市 平成３１年度当初予算について 

 

●予算規模 

○一般会計          40,500,000千円 前年度比  ▲2,610,000千円  6.1％減 

○特別会計（８会計）   26,831,071千円 前年度比 ▲1,064,011千円  3.8％減 

○企業会計（１会計）    3,723,148千円  前年度比 ▲4,088,164千円 52.3％減 

◎全会計         71,054,219千円 前年度比 ▲7,762,175千円  9.8％減 

 

 

●一般会計の主な増減 

（歳入の主な増減） 

□市   税      14,934,965千円  前年度比    138,942千円  0.9％増 

□地方消費税交付金    1,900,000千円  前年度比   100,000千円  5.6％増 

□自動車税環境性能割交付金 20,000千円  前年度比   20,000千円   皆増 

□自動車取得税交付金    75,000千円  前年度比  ▲25,000千円 25.0％減 

□地方交付税       6,600,000千円  前年度比      0千円 増減なし 

□分担金及び負担金     174,568千円  前年度比  ▲208,715千円 54.5％減 

□諸収入          759,736千円  前年度比   175,313千円 30.0％増 

□市   債       3,523,400千円  前年度比 ▲2,787,400千円  44.2％減 

うち臨時財政対策債   1,150,000千円  前年度比  ▲350,000千円  23.3％減 

□繰入金         1,636,580千円    前年度比    55,647千円  3.5％増 

     うち財政調整基金繰入金 1,082,582千円  前年度比   ▲23,912千円  2.2％減 

 

 

（歳出増となった主な事業） 

○総務費 

・公共施設包括管理事業【新規】                 167,466千円 皆増 

 ※他の事業で計上していた委託料などを集約したもので、純然たる皆増ではない。 

 

○民生費 

・子ども・子育て支援給付事業                  385,173千円 増 

(2,212,838千円→2,598,011千円) 
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・児童扶養手当関係費                        94,069千円 増 

（419,660千円→513,729千円） 

・障害福祉サービス費給付事業                   87,157千円 増 

（1,749,167千円→1,836,324千円） 

 

○衛生費 

・西部医療機構運営支援事業                  1,488,494千円 増 

（1千円→1,488,495千円） 

・県西総合病院組合清算事業【新規】               117,145千円 皆増 

 

○農林水産業費 

・茨城モデル水稲メガファーム育成事業【新規】           20,000千円 皆増 

 

○土木費 

・玉戸・一本松線整備事業                    187,000千円  増 

 （20,000千円→207,000千円） 

・道路維持補修事業                       171,872千円 増 

 （140,321千円→312,193千円） 

・公園整備事業【新規】                      98,129千円 皆増 

 

○教育費 

    ・茨城国体開催事業                        71,804千円 増 

（6,427千円→78,231千円） 

・明野地区義務教育学校整備事業【新規】              63,228千円 皆増 

 

 

（歳出減となった主な事業） 

 

○総務費 

・明野庁舎整備事業                       115,972千円 皆減 

・スピカビル管理運営事業                      116,942千円 減 

（292,254千円→ 175,312千円） 

 

○民生費 

・私立保育所等施設整備費補助事業                 422,114千円 減 

（858,595千円 → 436,481千円） 
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・国民健康保険特別会計繰出金                       161,838千円 減 

（1,046,632千円 → 884,794千円） 

 

○衛生費 

・新中核病院整備事業                       1,202,403千円 皆減 

・市民病院運営支援事業                      638,230千円 皆減 

・筑西広域市町村圏事務組合参画事業(ごみ・し尿）           127,901千円 減 

（976,632千円→ 848,731千円） 

 

○農林水産業費 

・圃場整備事業（経営体・黒子地区）                 76,095千円 減 

（108,151千円 → 32,056千円） 

・転作促進事業                           38,000千円 減 

（87,000千円 → 49,000千円） 

 

○土木費 

・道の駅整備事業                         1,128,273千円 減 

（1,631,534千円 → 503,261千円） 

・八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金               276,283千円 減 

（486,220千円 → 209,937千円） 

・田宿猫島線整備事業                       150,000千円 皆減 

 

○教育費 

・中学校プール整備事業                      403,513千円 減 

（486,194千円 → 82,681千円） 

  ・学校給食センター整備事業                    141,623千円 皆減 

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

 

●主要事務事業 

 

【１】誰もが誇れる元気未来都市づくり 

 

・ 企業立地促進事業                        1,344千円 減 

（12,375千円→11,031千円） 

・筑西市自治体ポイント活用推進事業【新規】             3,106千円 皆増 
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・ 観光資源開発事業                        6,964千円 増 

（11,552千円→18,516千円） 

・ 農産物ブランド化推進事業                     520千円 減 

（2,374千円→1,854千円） 

・道の駅整備事業 ※再掲                    1,128,273千円 減 

（1,631,534千円→503,261千円） 

 

【２】あらゆる世代が快適に暮らせる安心都市づくり 

 

・公共交通対策事業                        16,855千円 増 

（91,211千円→108,066千円） 

・コミュニティサイクル事業                     937千円 増 

（4,021千円→4,958千円） 

・空家等対策事業                          158千円 減 

（981千円→823千円） 

・認知症総合支援事業 ※介護保険特別会計               51千円 減 

（1,077千円→1,026千円） 

・玉戸・一本松線整備事業 ※再掲                187,000千円 増 

（20,000千円→207,000千円） 

・小川線街路整備事業                       41,055千円 増 

（67,410千円→108,465千円）  

・緊急時連絡管整備事業【新規】※水道事業会計          127,000千円 皆増 

（0千円→127,000千円） 

・西部医療機構運営支援事業 ※再掲              1,488,494千円 増 

（1千円→1,488,495千円） 

 

【３】郷土愛を育む教育・文化都市づくり 

 

・小中一貫教育推進事業                       184千円 減 

（3,263千円→3,079千円） 

・小学校空調設備整備事業【H30補正予算】             1,925,754千円 増 

（当初 43,200千円→補正後 1,968,954千円） 

・明野地区義務教育学校整備事業【新規】 ※再掲           63,228千円 皆増 

（0千円→63,228千円） 

・歴史・文化資源活用推進事業                    1,064千円 減 

（4,285千円→3,221千円） 
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・板谷波山記念館整備事業                       244千円 減 

（1,159千円→915千円） 

・全国報徳サミット筑西市大会事業【新規】              5,000千円 皆増 

（0千円→5,000千円）  

・地区公民館改修事業【新規】                    24,245千円 皆増 

（0千円→4,245千円） 

・ 茨城国体開催事業                        71,804千円 増 

（6,427千円→78,231千円）  

 

【４】自主・自立したまちづくりの強化 

 

・ 筑西市魅力発信事業                       2,467千円 増 

（3,757千円→6,224千円） 

・集会施設修繕補助事業                         30,000千円 増 

（50千円→30,050千円）  

・公共施設包括管理事業【新規】 ※再掲                 167,466千円 皆増 

 

〇人口 10万人死守プロジェクト 

 

・ 定住促進住宅取得支援事業                         999千円 増 

（111,120千円→112,119千円）  

・移住定住促進事業（1,172千円→4,710千円）                3,538千円 増 

（移住支援事業補助金【新規】）                      2,222千円 皆増 

 

・母と子の保健相談支援事業【新規】                    4,489千円 皆増 

（0千円→4,489千円） 

・妊娠・出産支援事業【新規】                       6,010千円 皆増 

（0千円→6,010千円） 

・婚活支援事業（300千円→800千円）                     500千円 増 

（いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金【新規】）          500千円 皆増 


