
 平成３０年度当初予算案のポイント
　　豊かな自然と活力ある都市が調和した

　　「安心で快適な住みよいまちづくり」を目指して

『みんなの活躍・安心を目指す積極型予算』
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特 別 会 計 7,339,499 9,044,391 △ 18.85%

企 業 会 計 1,032,289 1,131,303 △ 8.75%

予 算 総 額 21,471,788 22,875,694 △ 6.14%

一 般 会 計 13,100,000 12,700,000 3.15%

（単位：千円）

平成３０年度 平成２９年度 対前年度率

平成30年度 当初予算案のポイント①

みんなの活躍・安心を目指す積極型予算

本市最大の収入である地方交付税（普通交付税）は漸減化中ですが、東海環状自動車道インター開通

（2019目途）を視野に入れ、今実施すべき施策等について積極的に予算化するようにしています。

中長期的視点での「包括的な子育て支援と女性の活躍」「インターチェンジ開通を

契機としたまちづくり」「健康寿命の延伸と高齢者の活躍」という３つのテーマに重点

配分するようにし、平成30年度一般会計の当初予算額は、約３.０％増の約131億円

（総額は約6.2％減の約２１５億円）の「積極型予算」としています。
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平成30年度 当初予算案のポイント②

「新市まちづくり事業」に基づく合併特例債の活用等により、平成16年度の市債発行高は約

60億円でしたが、平成21年度以降は平年度化し、その後も減少してきています。

これに伴い、プライマリーバランス（基礎的財政収支）も、平成22年度以降は8年連続黒字と

なっています。

市債発行高及びプライマリーバランス

市税は、平成21年度の

約31億円をピークに減少

傾向にありましたが、平成

25年度から増加に転じま

した。それ以降は、約30

億円の微増減で推移してき

ています。

市 税
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地域情報化２６億円、防災無線６億円、中学校５億円、文化会館５億円、臨財債７億円等



平成30年度 当初予算案のポイント③

市債残高は、平成21年度末の

約368億円をピークに減少し、

平成30年度は市発足以来最小の

約243億円となる見込みです。

基金残高は、平成18年度（約70億円）以降増加してき

ましたが、平成27年度以降減少してきています。ただし、

平成29年度は補正予算後ベース、平成30年度は当初予算

ベースですので、近年の決算結果を鑑みれば、平成30年

度も結果的には減少幅は縮小する見込みです。

市債残高 基金残高
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平成30年度 当初予算案のポイント④

常勤一般職員数は、合併時から毎

年漸減してきています。平成16年度

の425人に対し、平成30年度は287

人で約32.5％縮減の予定です。

常勤一般職員数

常勤一般職員数漸減に伴い、その人件費

も漸減してきています。ただし、再任用職

員の活用等により、必ずしも職員数とは比

例しないことがあります。

常勤一般職人件費
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子どもの学ぶ姿の写真

女性活躍の写真

（単位：千円）

平成30年度 当初予算案のポイント⑤

女性活躍推進事業 5,000

高富児童館指定管理(利用者支援含む) 27,048

放課後児童クラブ改修(梅原小学校） 11,856

放課後子ども教室推進（小学3年生対象週１回） 3,742

私立幼稚園就園奨励費補助 21,296

幼稚園保育料助成 25,213

教育ローン利子補給 480

子ども医療費助成(高校生等分8,081を含む) 101,009

出産祝金 17,100 

不妊検査、一般・特定不妊治療補助 3,600

地域生活結婚支援協議会、結婚相談等 1,915

ＪＴＥ学習支援員(6人） 14,276

プログラミング学習推進(人型ロボット2台リース） 519

中学校スクールバス更新 8,967

小中学校教育ＩＣＴ備品等 36,900

伊自良中学校空調更新工事

17,000千円

包括的な子育て支援と

参考（Ｈ２9補正）
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新規

新規

新規

新規

新規

拡充

女性の活躍（特筆分）

拡充

新規



（単位：千円）

平成30年度 当初予算案のポイント⑥
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地域経済牽引事業（水栓バルブ等） 41,000

企業経営力強化セミナー補助金 450

都市計画基礎調査等（マスタープラン修正等含む）12,767

山県ターミナル整備 336,153

公共交通実証実験（デマンド含む） 8,233

工場用地基盤整備（武士ヶ洞関連等） 318,068

企業立地報奨金（制度はH2８から） 2,042

魅力発信WEBサイト改修（山県ベース） 10,000

田舎暮らし推奨企画振興事業 4,000

観光コンテンツ活性化事業 7,000

集落支援員報酬（地区自治会連合会長） 1,980

香り会館等管理（指定管理） 19,990

グリーンプラザ美山改修（オートキャンプ） 60,000

インターチェンジ開通を

拡充

拡充

新規

新規

新規

新規

契機としたまちづくり（特筆分）

新規

新規

新規

新規

拡充

新規

新規



（単位：千円）

健康づくりの写真

高齢者活躍の写真

平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成30年度 当初予算案のポイント⑦
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新規

新規

拡充

拡充

やまがた健康・介護フェスタ 1,514

集団検診WEB予約サービス 324

介護予防・生活支援サービス事業 43,200

とじこもり予防事業 13,790

市シルバー人材センター補助 9,900

市老人クラブ連合会等補助 4,482

敬老会開催事業（77歳以上） 5,947

みやまジョイフル倶楽部空調整備 1,500

買い物弱者対策支援事業補助 800

緊急通報システム(コールセンター方式) 4,464

社会体育施設管理(指定管理) 43,050

新規

拡充

新規

健康寿命の延伸と
高齢者の活躍（特筆分）

新規

新規

新規



　　　（単位：千円）  

（単位：千円）

平成30年度 当初予算案のポイント⑧
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橋梁耐震補修設計･補修工事 80,700

防災行政無線基本設計 5,000

J-ALERT受信機設備機器更新 2,538

常備消防事務委託（岐阜市） 478,825

第8分団本部詰所整備設計 1,500

耐震性防火水槽新設整備等 18,900

水道管路耐震化･更新計画策定（簡易診断含む） 13,805

防火団体育成（女性防火団体） 4,168

円原浄水場硬度処理設備工事 313,632

救急病院運営費補助 58,355

ふるさと納税代行業務 9,800

庁舎等設備調査・大規模修繕計画策定 13,000

市総合計画（後期基本計画）策定 370

市債償還（一般会計分のみ） 2,078,689

拡充

新規

新規

拡充

新規

そ の 他（防災関係・行政内部経費等）

新規

新規

新規

新規

新規

福祉を担う人づくり助成 300

高校生等医療費助成 8,081

出産祝金支給事業 17,100

有害鳥獣被害防止対策事務費・柵設置助成 1,000

狩猟免許取得補助 500

新築等祝（H29からは一律10万円の一括） 5,537

防災士資格取得奨励 150

全国大会等出場応援 3,000

幼稚園保育料助成 25,213

健康家庭表彰記念品［国民健康保険］ 750

認可外保育施設保育料助成 462

ふるさと暮らし奨励 5,300

※ 市民関連団体等への販売等 3,500

山県まちづくり振興券 70,893

新規



　　　（単位：千円）  

○女性活躍推進 5,000（新）
※母子家庭自立支援 1,400（継）、

母子生活支援 577（継）など

○山高未来プロジェクト 1,000（継）
※成人式で市内企業出展 ０（新）

香り会館等指定管理 19,990（新）など

平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成30年度 当初予算案のポイント⑨
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○魅力発信WEBサイト改修 10,000（新）

○観光コンテンツ活性化 7,000（新）
※グリーンプラザ美山改修 60,000（新）、

香り会館等指定管理 19,990（新）など

魅力発信（認知度向上）

※ RESASを活用した政策立案ワークショップ関連予算の再掲等

魅力ある職場づくり

○地域経済牽引事業 41,000（新）

○企業経営力強化セミナー 450（新）
※中小企業展示会等出展支援 500（継）、

中小企業支援 1,061（継）など

○商工会経営発達支援 2,000（拡）
※商工会補助 21,000（継）

○企業立地報奨 2,042（新）
※工場用地等基盤整備 318,068（継）、

企業立地奨励 25,928（継）など

地域経済力等の向上

○幼稚園保育料助成 25,213（継）
※私立幼稚園就園奨励 21,296（継）、

第1子からの3歳以上児保育料無料、
教育ローン利子補給 480（継）など

○高校生までの医療助成 101,009（継）
※児童発達支援 53,653（継）、

病児保育等 6,083（継）など

○教育ICT整備等 36,900（拡）
※JTE学習支援員 14,276（新）、

人型ロボット 519（新）など

○放課後子ども教室推進 3,742（新）
※梅原放課後児童クラブ改修 11,856（新）など

○地域子育て・利用者支援等 27,048（継）

○結婚相談･婚活イベント 1,815（拡）
※地域結婚支援協議会 100（継）、

結婚新生活支援 720（継）など

○出産祝金 17,100（継）
※不妊検査・治療助成 3,600（継）など

○田舎暮らし推奨企画進行 4,000（新）
※ふるさと暮らし奨励金 5,300（新）、

田舎暮らし空家活用支援 7,530（継）、
空家等利活用促進支援 2,000（拡）、
空家対策協議会 237（継）、
住宅取得･新築等祝金 5,537 など

包括的な子育て支援

結婚支援・移住促進


