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①市議会議員改選諸経費
○新市議会議員改選に要する経費。 【432千円】

②職員研修費
○新 IT活用による業務の合理化・自動化を推進するため、RPA(ロボティック・プロセス・
オートメーション)の導入を検討する。 【30千円】

③庁舎維持管理費
○新市役所庁舎(付属棟)の屋上防水改修工事を実施する。 【3,900千円】

④公用車集中管理費
○新恐竜図柄入りナンバープレートを装着し、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」をPRす
る。 【94千円】

⑤企画事務諸経費
○新(株)六千坊が平泉寺地区において、古民家を改修し整備する「ふるさと茶屋」について
支援を行う。 【15,000千円】

⑥地域おこし協力隊設置事業費
○新地域おこし協力隊が将来的に勝山市に移住してもらえるよう、協力隊の活動以外に副業
を可能とするなど、応募要件を見直し募集を行う。 【10,707千円】

⑦ふれあい市民事業費
○継地場産品等による返礼品の魅力を向上させるとともに、新たな寄附者の獲得を目指し、
ふるさと納税を更に推進する。 【39,518千円】

○新全庁職員あげて都市部でのふるさと納税推進に向けたＰＲ活動を実施する。
【282千円】

⑧ふるさと勝山移住定住促進事業費
○新福井県主催の就職サイトに掲載されている企業に就職するため、東京23区に在住又は
通勤していた方が市内に移住した場合、補助金を交付する。 【1,800千円】

○新旧友と語らい、ふるさとを懐かしみ、ふるさと回帰のきっかけとなる同窓会の開催を支
援する。 【50千円】

⑨ふるさと勝山回帰事業費
○継企業人材の確保につなげるため、勝山出身者を中心に、市内企業の紹介HP・冊子等を
作成し魅力を発信し、企業体験プログラム等を実施する。 【22,000千円】

⑩北谷地区活性化・再生事業費
○新北谷町コミュニティセンター敷地内に恐竜モニュメントの設置工事等を行う。

【1,338千円】

⑪賦課徴収事務費
○新市県民税特別徴収、法人市民税のeLTAXでの納付を可能とする。 【1,396千円】

⑫住民基本台帳ネットワーク整備事業費
○新住民基本台帳ネットワークシステムの更新を行う。 【537千円】

⑬参議院議員選挙費
○新平成31年7月28日任期満了に伴い参議院議員選挙を執行する。【12,446千円】

⑭知事及び県議会議員選挙費
○継平成31年4月22日任期満了に伴い知事選挙、4月29日任期満了に伴い県議会議
員選挙を執行する。 【7,369千円】

⑮市議会議員選挙費
○新平成31年8月31日任期満了に伴い市議会議員選挙を執行する。【26,940千円】
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⑯ジオパークまちづくり推進事業費
○新チャマゴンランドのジオパーク関連展示をリニューアルする。 【1,080千円】

○拡「雪室ブランド確立」という目標に向けて、新たに立ち上げる新組織の事業に対して支
援する。 【700千円】

⑰定住化促進事業費
○継定住人口の増加を図るため、住宅取得費に要する経費の一部を助成する。

【15,000千円】

①防災対策費
○新空家等対策協議会を開催し、危険な空き家等の認定やその措置について協議を行うとと
もに、空き家等の予防、流通、活用等総合的な対策を行う。 【172千円】

○新自主防災組織が合同で訓練を行う際に購入する防災資機材、連携して除雪を行うための
除雪機の購入に対し補助を行う。 【2,800千円】

②生活困窮者自立支援事業費
○新生活困窮者に対し、就労に至るまでの就職活動と生活面の支援を行う。【150千円】
○新生活困窮者等家庭の子どもに対し、学習と生活面の支援を行う。 【149千円】

③プレミアム付商品券事業費
○新消費税10%への引上げが低所得者・子育て世帯に与える影響を緩和するため、プレミ
アム付商品券を販売する。 【30,530千円】

④社会福祉総務諸経費
○新各地区で開催されていた戦没者慰霊祭を一本化し、市戦没者追悼式を実施する。

【84千円】

⑤地域福祉計画策定事業費
○新障害者基本法第11条に定める第5次障害者福祉計画を策定する。 【447千円】

⑥介護人材確保奨励金交付事業費・医療人材確保奨励金交付事業費
○継市外からの移住者又は勝山市に住所を有する新規学卒者で、市内の介護サービス事業所

の介護サービス従事者及び医療機関の看護師として勤務した方へ奨励金を交付する。

【1,700千円】

⑦第３子以上乳幼児育成奨励金支給事業費
○継 3人目以降の子どもを｢ふれあいの里・かつやまっ子」と認定し、その保護者に対し奨
励金を交付する。 【9,713千円】

⑧子ども・子育て支援事業計画策定事業費
○新子ども・子育て支援法第61条に定める第2期子ども・子育て支援事業計画を策定する。

【562千円】

⑨母子父子家庭等扶助費
○新ひとり親家庭の高校生が京福バスを利用して奥越明成、大野高校(定時制)へ通学する場
合及びえちぜん鉄道を利用して福井方面の高校へ通学する場合に定期券購入費用の一部を

助成する。 【461千円】

⑩公立保育園管理運営費
○新 3歳から5歳までの子どもなどの保育料を10月から無償化する。 【7,456千円】

○新年収360万円未満相当世帯の3歳から5歳までの子どもなどの10月以降実費徴収
となる副食費を助成する。 【180千円】

⑪特定教育･保育施設給付事業費
○新 3歳から5歳までの子どもなどの保育料を10月から無償化する。【74,753千円】
○新年収360万円未満相当世帯の3歳から5歳までの子どもなどの10月以降実費徴収
となる副食費を免除する。 【2,178千円】

○拡ケイテー保育園、中央保育園、松文保育園、南保育園の4園が幼保連携型認定こども園
に移行する。 【370,817千円】

○拡民間保育士等の処遇改善を図る。 【15,970千円】

⑫私立保育園等施設整備補助金
○新しろきこども園、きたこども園及びケイテーこども園の施設整備に対し補助を行う。

【35,614千円】

⑬病後児保育事業費
○新ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進するた
め、利用料を無料とする。 【40千円】
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⑭病児保育事業費
○新ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進するた
め、利用料を無料とする。 【40千円】

⑮保育補助者雇上強化事業
○新保育士の業務負担を軽減し、離職を防止するため、短時間勤務である保育補助者の雇用
に対し補助を行う。 【7,440千円】

⑯保育体制強化事業費
○新保育士の業務負担を軽減し、離職を防止するため、保育にかかる周辺業務を行う保育支
援者の雇用に対し補助を行う。 【5,400千円】

⑰医療的ケア児保育支援事業費
○新保育所等において医療的ケア児の受け入れを行うため、しろきこども園に看護師を配置
し、医療処置が必要な乳幼児の保育及び健康管理や医療的ケアを実施する。

【2,370千円】

⑱健康増進事業費
○新健康増進法第８条に定める第4次健康増進計画を策定する。 【55千円】

⑲予防接種事業費
○新 39歳から56歳の男性を対象に風しん抗体価検査を行い、抗体価が低い場合に予防接
種を実施する。 【4,094千円】

○拡乳幼児の予防接種に加え、高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種
についても広域化予防接種を実施する。 【100千円】

⑳母子保健事業費
○拡不妊治療について、年齢制限の撤廃、男性不妊治療の一部を対象にするなど助成範囲を
拡大、1回の治療につき10万円を上限（年5回まで）に拡充して助成する。

【1,500千円】

21救急対策事業費
○新増加する山岳救助に対応するため隊員の救助技術の習得・研磨に取組む。【25千円】

22消防団活動費
○新大野市と勝山市を会場として実施される緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練に参加
する。 【150千円】

23消防緊急通信指令施設整備事業費
○新消防緊急通信指令システムの更新に向け実施設計を行う。 【3,153千円】

24救急業務高度化整備促進事業費
○新高規格救急車の更新を行う。 【34,967千円】

①商工統計調査事務費
○新世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的
として、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握するための調査を

実施する。 【2,249千円】

②農林業センサス事業費
○新農林業の実態を明らかにし、多方面にわたり利活用できる総合的な統計資料を得るため
の調査を実施する。 【2,952千円】

③農地流動化促進事業費
○拡農地の流動化を積極的に推進するため、勝山市農業公社を通じて利用権設定を受ける担
い手となる農家を支援する。平成31年度より小区画農地や中山間地の農地に対し手厚く

補助することで、条件不利農地の流動化を促す。 【1,800千円】

④農業振興諸経費
○新道の駅の平成32年度オープンに向け、農林水産物出荷登録者数の拡大、生産者からの
相談及び指導、出荷販売計画の作成などへの支援を行う農林水産物出荷支援コーディネー

ターを配置する。 【864千円】
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⑤小規模荒廃地治山事業費
○継北谷町小原地区、北郷町檜曽谷地区の小規模な荒廃地の復旧工事を行う。

【7,706千円】

⑥九頭竜川勝山あゆ地域ブランド化振興事業費
○継漁業振興を目的に「九頭竜川勝山あゆ」のブランド化と安定供給の構築を図り、道の駅
での出店に向け、鮎の安定的な確保及び販売、加工品の開発、県内外へのＰＲ活動を実施

する。 【2,280千円】

⑦産業振興支援費
○拡産業支援コーディネーターについて、勤務日数を増やして支援体制を強化し、企業立地
を含めた産業全般の課題に対応する。 【1,452千円】

⑧商工会議所補助金
○拡勝山産業フェアをジオアリーナで開催し、各企業のブース設置によるPRや物販等を実
施。平成31年度より繊維に係る展示を追加するとともに、ふるさと回帰の観点から中高

生への参加を呼びかけ、規模を拡大して実施する。 【3,500千円】

⑨企業振興助成金
○継企業誘致による新設及び地元企業の増設・移設並びに従業員の新規雇用を確保した企業
に対し助成する。 【120,443千円】

⑩勝山ニューホテル管理費
○継公共施設等総合管理計画（個別計画）に基づき、客室内装等の改修を行う。改修にあわ
せ、ソファーベッドも更新することによりファミリー向けの宿泊を強化し集客の増加を図

る。 【36,197千円】

⑪白山平泉寺観光振興拠点管理費
○新(株)六千坊を指定管理者として、白山平泉寺観光振興拠点の指定管理を行い、地域住民
による国史跡「白山平泉寺」の持続可能な維持管理を目指す。 【5,755千円】

⑫ジオターミナル管理費
○継 100万人を目指す恐竜博物館来場者への勝山市内誘客のみならず、福井県全体につい
ての質の高い観光案内を行う。 【13,900千円】

⑬観光関連施設等管理費
○新道の駅の備品および什器等の整備にあたり、全体をコーディネートし、施設の高質化を
図る。 【53,154千円】

○新弁天桜の洗浄・消毒散布等を行い弁天桜並木の長寿命化を図る。 【1,291千円】

⑭観光素材魅力アップ事業費
○新中高年に人気の高い「綾小路きみまろ」を招聘し公演会を開催する。【2,000千円】
○新勝山市の特産品「さといも」を観光素材として磨き上げ、市内飲食店等で提供し、ＰＲ
できる体制を整える。 【1,000千円】

⑮温泉センター管理費
○新施設全体の魅力アップを図るための改修に向けた実施設計を行う。 【3,300千円】

⑯観光のまち推進事業費
○新道の駅で提供する特産品等を活かした土産物の開発を行い、全国発信することにより、
勝山市の魅力をアピールし道の駅の利用促進に繋げる。 【5,000千円】

○拡勝山城博物館と連携し、「勝ち山おやき」など勝山の春の食を楽しむイベントを清明茶
会と同時開催する。 【600千円】

○拡「灯りまつり」を開催し、LEDスカイランタンや音楽イベント、盆踊りなどと連携し
て市街地への誘客・賑わいの創出を図る。 【4,075千円】

⑰観光PR推進事業費
○新中部縦貫自動車道全線開通を視野に都市圏学生が制作したショートムービーを、市内観
光施設等での上映や中京圏の情報発信のコンテンツとして活用し、中京圏・関東圏からの

観光誘客、ふるさと回帰に繋げる。 【2,000千円】

○拡 TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジを継続して開催していくことで、観光
誘客及び法恩寺山有料道路の利用促進を図る。 【1,500千円】

⑱はたや記念館管理運営費
○継公共施設等総合管理計画（個別施設計画）に基づき、計画的に外壁の改修工事を実施す
る。 【1,667千円】
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⑲はたや記念館利活用推進事業費
○拡明治・大正時代の羽二重と精練・欧米染織技術・欧米ファッションとの関連について、
開館10周年記念企画展｢(仮)羽二重は何に使われたのか？｣を開催する。【1,000千円】

○継勝山やゆめおーれなどをイメージする光のオブジェを配置するなど、イルミネーション
の充実をクラウドファンディングにより実施する。 【2,500千円】

①地域交通対策事業費
○新県道336号線拡幅工事に伴い、埋蔵文化財調査を実施し、平泉寺観音堂前バス停建屋
の移設工事を実施する。 【4,005千円】

②環境整備事業費
○新市道7－46号線の舗装工事を実施し、和みの杜周辺地域の環境整備を行う。

【5,223千円】

③道の駅建設事業費
○継豊富な地域資源を活かした土産物販売及び中心市街地や周辺観光地へ周遊を促すため
の拠点施設として、平成32年度オープンを目指し、建築工事と外構工事を実施する。

名称：恐竜渓谷かつやま 敷地面積：１．２ｈａ 延床面積：６９２㎡

【509,337千円】

④社会資本整備総合交付金（砂防）事業費
○新県が昭和町3丁目ほか地係において急傾斜地崩壊対策工事を実施するために必要とな
る、急傾斜地崩壊危険区域指定申請を行う。 【1,200千円】

⑤公園維持管理費
○新樹木の樹形を整えるため、中央公園等の高木剪定を行う。 【4,000千円】

⑥長尾山総合公園管理費
○新ゴールデンウィークが10連休となるなど、例年以上の来園者が予測されることから、
ボランティアを募りパーク＆ライドを実施する。 【63千円】

⑦社会資本整備総合交付金(公園)事業費
○継公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園の改修工事を行う。 【66,155千円】

⑧社会資本整備総合交付金(道路)事業費
○継道路を中心とした社会資本の整備等を実施することにより、地域の活力基盤を創造
する。 【104,925千円】

⑨定住促進住宅維持管理費
○新定住促進住宅２号棟の鉄骨ブレース塗装改修工事を実施する。 【4,000千円】

⑩社会資本整備総合交付金(地域住宅計画)事業費
○継多世帯近居の住宅取得助成及び多世帯同居のリフォーム助成、ＵＩターン者・子育て世
帯空き家取得助成等を行う。 【24,860千円】

○新公営住宅等長寿命化計画を改定し、今後の市営住宅の維持管理方針を決定する。
（内5,300千円）

○拡屋根融雪設備設置促進事業補助金において、社会資本整備総合交付金を活用することに
より、実施件数を5件から10件に拡充して補助を行う。 （内3,000千円）

⑪空き家対策総合支援事業費
○新空家等対策計画に基づき、空き家のリフォーム及び除却に対する補助等を行う。

【3,921千円】

①道徳教育総合推進事業費
○拡児童・生徒の道徳性を地域社会全体で高める授業を実施する。平成31年度は前年度に
引き続き村岡小学校と新たに勝山南部中学校で実施する。 【200千円】

②外国語指導助手設置事業費
○継平成32年度からの英語教科化に先駆けて外国語指導助手2名を配置し、小学校の外国
語授業を補助する中で、いつでも、どこでも、主体的に英語を使える環境を整備する。

【8,899千円】

③小学校教育用コンピューター整備費
○新子供たちの学習への興味・関心を高め、わかりやすい授業や個々に応じた指導の充実を
図るため、荒土・野向・鹿谷・三室小にタブレット型端末を導入する。 【3,831千円】
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○拡学校図書館の図書をデータ管理できるよう、荒土・鹿谷・北郷小に管理用パソコンを導
入する。 【74千円】

④小学校校舎整備事業費
○新施設の老朽化に伴う緊急対応と予防保全のため、公共施設等総合管理計画(個別施設計
画)に基づき、成器西小学校の改修工事等を行う。 【42,223千円】

⑤中学校管理運営費
○新各中学校のプール設備の老朽化等に伴い、各中学校の1、2年生を対象に市営温水プー
ルを使用して、年2回の水泳授業を実施する。また、夏季休業中、中学生が1回無料で

市営温水プールを利用できるようにする。 【1,269千円】

⑥中学校教材備品整備費
○新市内3中学校のブラスバンド用楽器を購入する。 【2,000千円】

⑦中学校教育用コンピューター整備費
○拡学校図書館の図書をデータ管理できるよう、北部中に管理用パソコンを導入する。

【25千円】

⑧幼稚園管理運営費
○新幼稚園保育料を10月から無償化する。 【2,286千円】

○新年収360万円未満相当世帯の子どもなどの10月以降の副食費を助成する。
【24千円】

⑨公民館営繕工事費
○新公民館の長寿命化を図るため、公共施設等総合管理計画に基づき、平泉寺公民館の外壁、
内装、給排水衛生設備等の改修工事を実施する。 【14,334千円】

⑩文化財保護保存修理事業費
○新三室山史跡公園に、発掘された遺構等の写真入り解説板を2基設置し、来訪者の利便性
を図る。 【119千円】

⑪旧木下家住宅管理運営費
○新ゴールデンウィーク前にオープニング式典を行い一般公開を開始する。また、駐車場等
の舗装整備や案内看板の整備を行う。 【12,865千円】

⑫白山平泉寺歴史探遊館管理運営費
○新まほろば、はたや記念館ゆめおーれ勝山、勝山城博物館、越前大仏の4館が連携して誘
客増を図る事業を実施する。 【34千円】

⑬屋内体育施設管理運営費
○新勤労青少年体育センターの取壊工事を実施する。 【44,000千円】

⑭勝山市体育館管理運営費
○拡トレーニングルーム利用者の増加に対応するため、機器の拡充を行う。

【2,077千円】

⑮スポーツライフ推進事業費
○新長尾山総合公園クロスカントリーコースを多くの方に利用してもらうため、クロスカン
トリースキー用具を２ヶ年計画で更新する。 【450千円】

【一般会計 ○新 71事業 520,014千円 ○拡 17事業 408,390千円】
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［一般会計］
１款 議会費

事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

(新)市議会議員改選諸経費
【議会事務局】

２款 総務費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

職員研修費
[(新)RPA導入検討]

【総務課】
人事管理事務費

【総務課】
庁舎維持管理費
[(新)市庁舎屋上防水工事]

【総務課】
公用車集中管理費
[(新)恐竜ナンバープレート]

【総務課】
企画事務諸経費
[(新)新ふるさと茶屋支援事
業]

【未来創造課】
クラウドファンディング推
進事業費

【ふるさと創生・移住課】
(新)地域おこし協力隊設置事
業費

【ふるさと創生・移住課】

主　要　な　施　策

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1
(新)任期満了による市議会議員改選に要する経費。 一般

P53
432 432 -

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1

職員の研修等に要する経費。
(新)行財政改革の手段として、IT活用による業務の合理化・自動化を推進し市民サービス向
上につなげるため、庁内研究会を立ち上げ、RPA(ロボティック・プロセス・オートメー
ション)の導入を検討する。[30千円]

一般
P58

2,374 77 2,297 2,287

2

人事管理に要する経費。
・平成32年4月施行の会計年度任用職員制度に対応するため、嘱託・臨時職員の会計年度任
用職員への任用、勤務条件の検討、給与・勤務条件等に関連する多数の条例・規則の制定・
改正、人事給与システムの改修を行う。

一般
P58

21,126 21,126 22,741

3
市庁舎の維持管理に要する経費。
(新)市役所庁舎(付属棟)屋上防水の老朽化に伴い、修繕計画に基づき屋上防水改修工事を実
施する。[3,900千円]

一般
P61

21,656 788 20,868 20,447

4
公用車の集中管理に要する経費。
(新)公用車5台に恐竜図柄入りナンバープレートを装着し、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパー
ク」をPRする。[94千円]

一般
P62

2,132 2,132 4,138

5

新たな行政課題への対応等の企画事務に要する経費。
(新)地域のつながり力を強化し、意欲ある集落の活動をさらに促進することを目的として、
(株)六千坊が平泉寺地区において、古民家を改修し整備する「ふるさと茶屋」について支援
を行う。[15,000千円(県10,000千円)]

一般
P63

15,225 10,000 5,225 392

6

事業実施のための資金調達手段として、目標金額を設定し寄附金を募集するクラウドファン
ディングを推進するための経費。
・道の駅モニュメント製作　・ゆめおーれイルミネーション応援　
・綾小路きみまろ公演開催事業応援

一般
P63

2,389 1,292 1,097 811

7
(新)地域おこし協力隊の受け入れに要する経費。将来的に移住してもらえるよう、副業を可
能とする募集形態で個人の裁量の多い業務とする。従来所管課で必要に応じ予算計上してい
た経費を一括計上し柔軟に対応する。

一般
P64

10,707 10,707 -
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

大野・勝山地区広域行政事
務組合負担金

【未来創造課】
ふれあい市民事業費

[(新)首都圏ふるさと納税推
進事業]

【ふるさと創生・移住課】
ふるさと勝山移住定住促進
事業費
[(新)移住就職支援事業]

[(新)ふるさと回帰同窓会支
援事業]

【ふるさと創生・移住課】
ふるさと勝山回帰事業費

【ふるさと創生・移住課】
生活路線バス運行維持費

【市民・環境課】
地域交通対策事業費
[(新)平泉寺観音堂前バス停
移設工事] 【市民・環境課】
電車利用促進対策事業費

【市民・環境課】
消費者行政活性化事業費

【市民・環境課】
防災対策費
[(新)空家等対策協議会の開
催]

[(新)自主防災組織連携事業
補助金]

【総務課】
集落案内標識設置事業費

【総務課】
国際交流事業費

【生涯学習課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

8
勝山市と大野市で組織する大野・勝山地区広域行政事務組合の運営に要する経費。ビューク
リーンおくえつの運営をはじめ、介護認定審査会の運営、広域観光推進等の広域行政事務事
業等を行う。

一般
P65

483,117 483,117 467,507

9

勝山市出身者や勝山市に縁のある「ふれあい市民」「かつやま大使」への情報提供を通じ
て、勝山市に愛着を持つ方の増加及び国内の関係自治体との交流を図るための経費。
(新)全庁をあげて都市部でのふるさと納税推進に向けたPR活動を実施する。[282千円]
・地場産品等による返礼品の魅力を向上させ、新たな寄附者を獲得するなど、ふるさと納税
を更に推進する。

一般
P65

41,844 184 1,300 40,360 71,560

10

勝山市への移住定住の促進を図るための経費。U・Iターン希望者の移住先として、有力な選
択肢となるよう、移住のインセンティブとなる新たな支援策を導入する。
(新)福井県主催の就職サイトに掲載されている企業に就職するため、東京23区に在住又は通
勤していた方が市内に移住した場合、補助金を交付する。[1,800千円(県1,350千円)]
(新)旧友と語らい、ふるさとを懐かしみ、ふるさと回帰のきっかけとなる同窓会の開催を促
進するため、補助金を交付する。[50千円]

一般
P65

10,334 2,165 150 8,019 11,018

11

ふるさと回帰により、企業人材の確保につなげる経費。市内企業の紹介HP・冊子等を充実
させ、主に勝山出身者へ、その魅力を発信するとともに、企業体験プログラム等を実施す
る。
・企業HPとポータルサイトの構築　・企業紹介冊子の作成　・企業説明会の内容充実
・企業体験プログラムの実施

一般
P66

22,000 11,000 11,000 23,000

12
市民生活に密接した効率的な公共交通を維持確保するための経費。市内バスの運行に対し補
助する。

一般
P68

59,047 16,500 42,547 63,139

13

公共交通を維持・活性化するための公共交通環境整備に要する経費。
(新)県道336号線拡幅工事に伴い、埋蔵文化財調査を実施し、平泉寺観音堂前バス停建屋の
移設工事を行う。[4,005千円(他4,005千円)]

一般
P68

4,282 4,005 277 308

14
鉄道を社会資本として、県及び沿線市町で支援するための経費。
・電車利用促進のため、定期券・回数券購入助成や恐竜バスの運行等を行う。

一般
P69

58,973 58,973 58,970

15
消費者行政の一層の充実・強化を図るための経費。消費生活相談体制の強化をはじめ、出前
講座等による消費者教育を推進する。

一般
P71

3,412 1,002 2,410 2,966

16

防災備蓄品の購入や自主防災組織の育成促進等災害に備えるための経費。
(新)法務、不動産、建築、福祉等に関する有識者で構成される空家等対策協議会を開催し、
危険な空き家等の認定やその措置について協議を行うとともに、空き家等の予防、流通、活
用等総合的な対策を講じる。[172千円]
(新)広域的な地域防災力の強化のため、自主防災組織が合同で訓練を行う際に購入する防災
資機材、連携して除雪を行うための除雪機の購入に対し補助する。[2,800千円(県1,400千
円)]

一般
P72

15,250 1,400 13,850 16,809

17
集落案内表示板の設置に要する経費。老朽化が進んでいる表示板の盤面を「恐竜渓谷ふくい
ジオパーク」のロゴマークをデザインしたものに計画的に更新する。

一般
P75

940 940 940

18

国際交流の推進に要する経費。
・市内の青少年をアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島に派遣し、現地高校生等との交流をはじ
め、歴史的文化施設の見学や自然体験等の異文化体験を通して国際感覚の向上を図り、心豊
かでたくましい青少年を育成する。

一般
P76

2,500 2,500 2,451
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

北谷地区活性化・再生事業
費
[(新)恐竜モニュメント設置]

【ジオパークまちづくり課】

特色ある地域づくり事業費
【ジオパークまちづくり課】

賦課徴収事務費
[(新)地方税共通納税システ
ム運用]

【税務・収納課】
固定資産評価替事務費

【税務・収納課】
戸籍住民基本台帳費

【市民・環境課】
住民基本台帳ネットワーク
整備事業費
[(新)住民基本台帳ネット
ワークシステム更新]

【市民・環境課】
(新)参議院議員選挙費

【総務課】
知事及び県議会議員選挙費

【総務課】
(新)市議会議員選挙費

【総務課】
商工統計調査事務費
[(新)全国家計構造調査]

【未来創造課】
(新)農林業センサス事業費

【農業政策課】
監査委員活動費

【監査委員事務局】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

19

北谷地区の地域住民が主体となった活性化・再生を図るまちづくり活動を支援するための経
費。
(新)北谷町コミュニティセンター敷地内に恐竜モニュメントの設置工事等を行う。[1,338
千円(他1,338千円)]

一般
P79

9,208 1,495 7,713 7,211

20
市内10地区の特性を活かした個性ある地域振興を図るための経費。地域住民が一体となっ
て主体的に取組む活動を支援する。

一般
P79

8,891 8,891 21,590

21

市税の賦課徴収に要する経費。
(新)10月より市県民税特別徴収、法人市民税のeLTAXでの納付を可能とする。[1,396千
円]
・平成29年度より着手した勝山市デジタル空中写真撮影、家屋図及び地番図データ更新業
務が完了する。

一般
P81

59,650 6,667 2,804 50,179 59,975

22
固定資産の評価に必要な不動産鑑定等に要する経費。
・平成33年度固定資産税の評価替えにおいて活用する標準宅地等鑑定評価を行う。

一般
P82

11,370 11,370 293

23
戸籍、住民票、印鑑証明書等の交付及び住民異動届、戸籍届出等の受付業務に要する経費。 一般

P82
14,757 3,496 47 11,214 16,438

24

本人確認情報をネットワークで結んだ全国の行政機関が共有するシステムの運用に要する経
費。
(新)現在運用している住民基本台帳ネットワークシステムの更新を行う。[537千円]

一般
P83

2,709 2,709 3,339

25
(新)平成31年7月28日任期満了に伴い参議院議員選挙を執行する。
・投票日前日、福祉健康センター「すこやか」においても期日前投票所を開設する。

一般
P85

12,446 12,446 -

26

平成31年4月22日任期満了に伴い知事選挙、平成31年4月29日任期満了に伴い県議会議
員選挙を執行する。
・投票日前日、福祉健康センター「すこやか」においても期日前投票所を開設する。

一般
P86

7,369 7,369 6,546

27
(新)平成31年8月31日任期満了に伴い市議会議員選挙を執行する。
・投票日前日、福祉健康センター「すこやか」においても期日前投票所を開設する。

一般
P86

26,940 26,940 -

28

商工業等に関する各種統計に要する経費。
(新)世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的
として、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握するための調査を実
施する。[2,249千円(県2,249千円)]

一般
P88

4,164 3,118 1,046 4,021

29
(新)農林業の実態を明らかにし、国、県、市のほか多方面にわたり利活用できる総合的な統
計資料を得るための調査を行う。

一般
P89

2,952 2,952 -

30
監査委員の活動に要する経費。財政援助団体等（指定管理者含む）の財務経理等に関する調
査について、専門的な知識を有する公認会計士に委託し、適正な財務経理の推進を図る。

一般
P89

1,720 1,720 1,944
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３款 民生費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

生活困窮者自立支援事業費
[(新)就労準備支援事業]

[(新)子どもの学習・生活支
援事業]    【福祉・児童課】
(新)プレミアム付商品券事業
費

【福祉・児童課】
社会福祉総務諸経費

[(新)勝山市戦没者追悼式]

【福祉・児童課】
社会福祉協議会事業活動補
助金　　  【福祉・児童課】
地域福祉計画策定事業費
[(新)第5次障害者福祉計画
策定]     【福祉・児童課】
結婚相談事業費

【福祉・児童課】
避難行動要支援者対策事業
費           【福祉・児童課】
介護保険特別会計繰出金

【健康長寿課】
介護人材確保奨励金交付事
業費

【健康長寿課】
高齢者等の生活支援事業費

【健康長寿課】
健康の駅管理運営費

【健康長寿課】
障害者施策費

【福祉・児童課】
福祉サービス事業費

【福祉・児童課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1

生活困窮者自立支援法に基づく、自立相談支援事業等に要する経費。
(新)生活困窮者に対し、就労に至るまでの就職活動と生活面の支援を行う。[150千円(国
100千円)]
(新)生活困窮者等家庭の子どもに対し、学習と生活面の支援を行う。[149千円(国74千円)]

一般
P91

5,690 4,205 1,485 5,340

2
(新)消費税の10%への引き上げが低所得者・子育て世帯(0～2歳児)の消費に与える影響を
緩和するため、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品
券を販売する。

一般
P91

30,530 30,530 -

3

社会福祉全般における事務経費及び社会福祉主事の育成、各種福祉団体の補助金に要する経
費。
(新)各地区で開催されていた戦没者慰霊祭を一本化し、区長連合会及び遺族会とともに市戦
没者追悼式を実施する。[84千円]

一般
P92

5,077 465 7 4,605 4,915

4
市社会福祉協議会・地区社会福祉協議会への支援を行い、地域での共助機能を維持、強化
し、地域福祉の向上を図るための経費。

一般
P93

11,434 11,434 11,340

5
地域福祉計画及び関連計画を策定するための経費。
(新)障害者基本法第11条に定める第5次障害者福祉計画(自殺対策計画含む)を策定する。
[447千円(県298千円)]

一般
P93

447 298 149 735

6
結婚相談員による結婚相談登録者同士の紹介及び相談、お見合いの設定並びにイベント等の
開催に要する経費。
・料理教室やスポーツ交流による未婚男女の出会いイベントを開催する。

一般
P93

950 90 860 1,650

7
地域における共助の形成として避難行動要支援者の登録を図る経費。
・共助の取組の研究のため先進地視察を行う。

一般
P94

961 480 481 699

8
介護保険特別会計の運営に要する経費。
・介護給付費負担金　・地域支援事業負担金　・職員給与費等　・事務費

一般
P95

388,586 861 430 387,295 388,587

9
介護サービス従事者の確保と移住定住を促進するための経費。市外からの移住者又は勝山市
に住所を有する新規学卒者で新たに市内介護サービス事業所の介護サービス従事者として勤
務した方へ奨励金300千円(100千円/年)を交付する。

一般
P95

1,000 1,000 1,500

10

高齢者が住み慣れた地域社会で引き続き生活していくことを支援するための経費。
・百寿者への慶祝訪問　・民間保養施設の利用助成　・公衆浴場の利用助成　
・ねんりんピック参加者への激励　・敬老会事業

一般
P96

2,270 426 1,844 2,536

11

健康の駅「湯ったり勝山」の管理運営に要する経費。高齢者の健康増進・介護予防のため、
お出かけサロン、看護師による健康チェック、各種教室等などの健康づくりや憩いと交流の
場を提供する。

一般
P97

20,455 6,747 13,708 19,942

12

市単独の障害者施策に要する経費。
・県障害者スポーツ大会参加の経費、全国障害者スポーツ大会参加者への激励費、福祉タク
シーの助成、障害者団体への補助等市独自の障害福祉施策を実施する。

一般
P99

1,618 25 1,593 1,711

13

障害者総合支援法による障害福祉サービス事業に要する経費。
・障害児者が自立した日常生活又は社会生活を営めるよう施設入所支援及び通所支援を行
う。

一般
P99

691,126 344,254 172,126 174,746 674,395
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

地域生活支援事業費

【福祉・児童課】
後期高齢者医療広域連合負
担金       【市民・環境課】
後期高齢者医療特別会計繰
出金

【市民・環境課】
第３子以上乳幼児育成奨励
金支給事業費

【福祉・児童課】
子ども・子育て支援事業計
画策定事業費
[(新)第2期子ども・子育て支
援事業計画策定]

【福祉・児童課】
母子父子家庭等扶助費

[(新)ひとり親家庭高校生通
学定期代助成]

【福祉・児童課】
公立保育園管理運営費
[(新)保育料無償化]

[(新)副食費助成]

【福祉・児童課】
特定教育・保育施設給付事
業費
[(新)保育料無償化]

[(新)副食費助成]

[(拡)認定こども園移行]

[(拡)保育士等の処遇改善]
【福祉・児童課】

一時預かり事業費

【福祉・児童課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

14

障害者総合支援法による地域生活支援事業に要する経費。
・障害者が自立した日常生活又は社会生活を営めるように、障害者相談業務の実施、日常生
活用具の給付、地域活動支援センターの運営など社会参加を促進する事業を実施する。

一般
P100

24,998 8,566 4,283 12,149 24,776

15
福井県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療制度運営に要する経費。
・療養給付費負担金　　・共通経費負担金

一般
P101

301,883 301,883 319,241

16

後期高齢者医療特別会計の運営に要する経費。
・基盤安定負担金（低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者の保険税軽減分）
・職員給与費等　　・事務費

一般
P101

81,816 54,240 27,576 85,660

17

多子世帯の経済的負担を軽減するとともに良好な子育て環境を整備するための経費。3人目
以降の子どもを｢ふれあいの里・かつやまっ子」と認定し、その保護者に対し奨励金200千
円を交付する。

一般
P102

9,713 9,713 10,612

18

子ども・子育て支援事業計画の策定に要する経費。

(新)平成32年度から5年間を計画期間とする「第2期子ども・子育て支援事業計画」を策定
するための経費。計画策定に伴い、子ども・子育て支援審議会を開催し、検討を行う。
[562千円]

一般
P102

562 562 176

19

ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境作りを推進するための経
費。
(新)ひとり親家庭の高校生が京福バスを利用して奥越明成、大野高校(定時制)へ通学する場
合及びえちぜん鉄道を利用して福井方面の高校へ通学する場合に定期券購入費用の一部を助
成する。[461千円(230千円)]

一般
P104

2,809 937 230 1,642 2,177

20

公立保育園の管理運営に要する経費。
(新)3歳から5歳までの子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの保育料を
10月から無償化する。[7,456千円(国7,456千円)]
(新)年収360万円未満相当世帯の3歳から5歳までの子ども及び同時入園第3子以降の子ども
について、10月以降の副食費を助成する。[180千円(国180千円)]

一般
P105

11,959 985 7,880 3,094 17,573

21

子ども・ 子育て支援法に基づき私立保育所、認定こども園への施設型給付費に要する経
費。
(新)3歳から5歳までの子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの保育所、
認定こども園保育料を10月から無償化する。[74,753千円(国56,065千円、県18,688千
円)]
(新)年収360万円未満相当世帯の3歳から5歳までの子ども及び同時入園第3子以降の子ども
について、10月以降の副食費を助成する。[2,178千円(国1,634千円、県544千円)]
(拡)平成31年度よりケイテー保育園、中央保育園、松文保育園、南保育園の4園が幼保連携
型認定こども園に移行する。[370,817千円(国185,408千円、県92,704千円)]
(拡)保育士等の処遇改善を図るため給付費を増額する(保育士等平均+1.8％)。[15,970千円
(国7,985千円、県3,992千円)]

一般
P106

842,620 371,843 193,819 16,290 260,668 875,831

22

保護者の就労及び通院など一時的な保育ニーズに対応するための経費。保育所等に入所して
いない乳幼児の一時的な保育を行う。中央こども園、しろきこども園、きたこども園、鹿谷
保育園、上野こども園に加え、平成31年度よりケイテーこども園、まつぶんこども園、南
こども園の3園が実施する(利用料2,000円/日、1,000円/4時間未満)。

一般
P107

23,108 7,559 7,773 7,776 12,048
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

私立保育園等運営助成事業
費

【福祉・児童課】
ふれあい保育推進事業費

【福祉・児童課】
私立保育園等施設整備補助
金
[(新)認定こども園改修補助]

【福祉・児童課】
延長保育事業費

【福祉・児童課】
病後児保育事業費

[(新)ひとり親家庭の利用料

無料化]    【福祉・児童課】
病児保育事業費

[(新)ひとり親家庭の利用料

無料化]    【福祉・児童課】
(新)保育補助者雇上強化事業
費           【福祉・児童課】
(新)保育体制強化事業費

【福祉・児童課】
(新)医療的ケア児保育支援事
業費        【福祉・児童課】
放課後児童健全育成事業費

【福祉・児童課】
放課後子ども教室推進事業
費           【福祉・児童課】
生活保護扶助費

【福祉・児童課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

23

私立保育園の運営等に対する助成金。
・県が定める基準を超えて保育士又は保育教諭を配置する場合の加配に対し助成する。
・職員退職共済掛金に対し助成する。
・園外活動を行う際のバス借上費に対し助成する。

一般
P107

12,660 12,660 13,840

24

中軽度障害児の保育に要する経費。保育を必要とする中軽度障害児を健常児とともに集団保
育することによって、社会性を育み、健全な成長を促進するなど、中軽度障害児に適切な指
導を行い児童の福祉増進を図る。

一般
P107

16,749 3,283 13,466 16,136

25

社会福祉法人が行う児童福祉施設の施設整備に対する補助金。
(新)国庫補助事業：しろきこども園大規模修繕(防水及び給食室改修)、きたこども園大規模
修繕(給食室改修)及び防犯対策強化(ブロック塀等の改修)、市単独事業：きたこども園検収
室増築、ケイテーこども園手洗い場改修[35,614千円(国23,544千円)]

一般
P107

35,614 23,544 12,070 4,115

26

保護者の通勤範囲の拡大や就労形態の多様化に対応するため私立保育所等の保育時間延長に
要する経費(利用料30分延長100円/回・上限500円/月、1時間延長200円/回・上限
1,000円/月、1時間超延長300円/回・上限1,500円/月)。

一般
P108

6,424 1,863 1,863 2,698 6,533

27

病気の回復期にある小学校6年生までの児童を医療機関に併設された専用スペースにおいて
保育看護することにより、保護者の就労と児童の早期回復を支援するための経費。実施施設
はひかり病児保育園(利用料2,000円/日)。
(新)ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進するた
め、利用料を無料とする。[40千円(国6千円、県16千円)]

一般
P108

6,525 2,111 2,159 146 2,109 6,392

28

病気中の小学校6年生までの児童を医療機関に併設された専用スペースにおいて保育看護す
ることにより、保護者の就労と児童の早期回復を支援するための経費。実施施設はひかり病
児保育園(利用料2,000円/日)。
(新)ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進するた
め、利用料を無料とする。[40千円(国6千円、県16千円)]

一般
P108

11,923 3,769 3,947 628 3,579 11,579

29
(新)保育士の業務負担を軽減し、離職を防止するため、短時間勤務である保育補助者(保育士
資格なし)の雇用に対し補助する。

一般
P109

7,440 6,510 930 -

30
(新)保育士の業務負担を軽減し、離職を防止するため、保育にかかる周辺業務(給食配膳、清
掃等)を行う保育支援者の雇用に対し補助する。

一般
P109

5,400 4,050 1,350 -

31
(新)保育所等において医療的ケア児の受け入れを行うため、しろきこども園に看護師を配置
し、医療処置が必要な乳幼児の保育及び健康管理や医療的ケアを実施する。

一般
P109

2,370 1,777 593 -

32
児童の健全な育成を図るため、児童センターにおいて、放課後等の留守家庭児童を対象に適
切な遊びや生活の場を提供するための経費。

一般
P110

53,209 17,736 17,736 17,737 55,556

33
市内の全児童センター(9箇所)において、児童の安全・安心な活動拠点(居場所)を設け地域の
方々とともに学習や運動、文化活動、交流活動等を行うための経費。

一般
P111

27,670 10,353 159 17,158 28,004

34
生活に困窮する市民に対し、必要な保護を行い、最低生活を保障するとともに、その自立を
助長するための経費。

一般
P112

78,854 59,140 1,074 18,640 85,359

-12-
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４款 衛生費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

医療人材確保奨励金交付事
業費

【健康長寿課】
地域医療推進事業費

【健康長寿課】
国民健康保険特別会計繰出
金

【市民・環境課】
栄養指導費

【健康長寿課】
勝山市営温水プール管理費

【健康長寿課】
健康増進事業費
[(新)第4次健康増進計画策
定]

【健康長寿課】
予防接種事業費
[(新)風しん抗体価検査・予
防接種]
[(拡)予防接種の広域対応]

【健康長寿課】
がん検診事業費

【健康長寿課】
後期高齢者保健事業費

【健康長寿課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1
医療機関の看護師の確保と移住定住を促進するための経費。市外からの移住者又は勝山市に
住所を有する新規学卒者で市内医療機関の看護師として勤務した方に奨励金300千円(100
千円/年)を交付する。

一般
P113

700 700 500

2
地域医療を推進するため、講演会を開催するなど市民への普及啓発を図るための経費。 一般

P113
136 136 135

3
国民健康保険特別会計の運営に要する経費。
・基盤安定負担金（保険税軽減分）　・基盤安定負担金（保険者支援分）　　
・職員給与費等　・事務費　　・出産育児一時金　　・財政安定化支援事業

一般
P114

167,642 17,728 58,834 91,080 162,600

4
生活習慣病予防等、健康づくりのための食生活について、地域で普及啓発活動を行うため、
食生活改善推進員を養成する経費。

一般
P114

236 88 60 88 189

5
市営温水プールの管理に要する経費。
・今後も安全に使用できるよう施設点検に基づき改修が必要な箇所の実施設計を行う。

一般
P114

4,015 2,200 1,815 1,328

6

市民の健康づくりを推進するための経費。
(新)乳幼児から高齢者までの市民の健康づくりの推進を目的に第4次健康増進計画(平成32
年度～平成37年度)を策定する。また、自殺予防対策を総合的に推進するための自殺対策計
画も健康増進計画とあわせて策定する。[55千円(県37千円)]
・市民の健康づくりや生活習慣病予防のため、日々のウォーキングや健康講座の参加による
ポイントラリーで自主的な健康行動を支援する。協賛店を募集し地域との連携により社会全
体で健康づくりを支援する体制を整備する。

一般
P114

6,920 832 3,652 2,436 6,227

7

予防接種の推進により感染症の発生や拡大を防ぐための経費。
(新)風しんの抗体保有率の低い39歳から56歳の男性を対象に無料で風しん抗体価検査を行
い、抗体価が低い場合に予防接種を行う。[4,094千円(国1,541千円)]
(拡)乳幼児の予防接種(A類)に加え、高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌予
防接種(B類)についても県内どこでも接種できる広域化予防接種を実施し、市民の利便性を
高める。[100千円]

一般
P115

49,660 1,541 48,119 48,289

8

がんの早期発見早期治療を目指すための経費。胃・大腸・肺・子宮・乳がん検診を実施す
る。
・子宮頸がん好発年齢である20、30代の検診対象者には受診券を個別通知するとともに、
がん検診受診率が低迷している40歳から60歳の5歳刻みに受診勧奨通知や保健推進員によ
る受診勧奨を強化するなど受診率の向上を図る。

一般
P115

22,700 200 713 1,541 20,246 23,474

9
後期高齢者の健康づくりを推進するための経費。健康診査や保健指導等を実施する。
・口腔機能低下を防ぎ、疾病予防につなげるため、75歳のみ歯・歯肉の状態や口腔清掃状
態等をチェックする無料歯科健診を実施する。

一般
P116

8,339 8,339 8,851

-13-
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

母子保健事業費
[(拡)不妊治療費助成]

【健康長寿課】
水道事業会計繰出金

【上下水道課】
(新)環境整備事業費

【市民・環境課】
エコ環境都市推進事業費

【市民・環境課】
ごみ分別・減量化・リサイ
クル推進事業費

【市民・環境課】
勝山・永平寺衛生管理組合
負担金     【市民・環境課】

５款 労働費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

シルバー人材センター補助
金             【商工振興課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

10

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健に要する経費。
(拡)年齢制限の撤廃、男性不妊治療の一部を対象にするなど助成範囲を拡大するとともに、
1回の治療につき10万円を上限に年5回まで助成するなど助成金額を拡充し、不妊治療に要
する経済的負担の軽減を図る。[1,500千円]
・妊婦が安心して出産できる環境の確立を目指し、市内産科医療の利用促進を図ることを目
的に、福井勝山総合病院で定期の妊婦健診を受け県内医療機関で出産予定の方に対し10万
円を交付する。
・福井勝山総合病院の産婦人科で実施する助産師による母乳相談及びマッサージを、産後1
年未満の産婦に対し1回500円で3回まで助成する。
・産後うつの早期発見を図るため、産後2週間と1か月の産婦に対し、福井勝山総合病院の
産婦人科で実施する産婦健診の費用を全額助成する。

一般
P116

26,615 1,436 861 200 24,118 31,775

11

水道事業会計の運営に要する経費。
・簡易水道統合等にかかる企業債償還元金及び利子の一部
・公営企業職員にかかる児童手当等の一部
・浄土寺川ダム維持管理負担金の1/2

一般
P118

44,215 44,215 42,590

12
(新)和みの杜周辺地域の環境整備に要する経費。市道7－46号線の舗装工事を行う。 一般

P118
5,223 3,800 1,423 -

13

エコ環境都市の実現に要する経費。
・国や自動車メーカーの補助を受けて、はたや記念館ゆめおーれ勝山の駐車場に設置した電
気自動車用急速充電器の維持管理を行う。
・かつやまをきれいにする運動事業を推進する。
・四季折々の花の咲くまちづくりを推進するため花苗等の購入に対し補助する。
・生ごみ処理機購入に対し補助する。

一般
P120

1,771 568 1,203 1,848

14

ごみの分別と減量に対する意識の啓発、取組の推進に要する経費。
・ごみの適切な処分を促すとともに、収集日やごみ出しルール等を記載したごみカレンダー
を発行する。
・集団回収を推進するため、古紙等の回収に対し補助する。

一般
P121

6,714 6,714 7,806

15
勝山・永平寺衛生管理組合の運営及び管理に要する経費。 一般

P123
21,844 21,844 21,855

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1
高年齢者の能力を活かした就業及び社会参加活動を促進するための経費。(公社)勝山市シル
バー人材センターが行う事業に対し補助する。

一般
P124

9,539 9,539 9,541

-14-
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６款 農林水産業費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

農業委員会費

【農業委員会事務局】
(拡)農地流動化促進事業費

【農業委員会事務局】
機構集積支援事業費

【農業委員会事務局】
農業集落排水事業特別会計
繰出金

【上下水道課】
水田利用合理化事業費

【農業政策課】
農業振興諸経費
[(新)農林水産物出荷支援
コーディネーター]

【農業政策課】
中山間地域等直接支払事業
費

【農業政策課】
地域農業確立支援事業費

【農業政策課】
田舎暮らし体験交流事業費

【農業政策課】
環境保全型農業支援事業費

       【農業政策課】
鳥獣害のない里づくり推進
事業費       【林業振興課】
大用水・農道水路等維持管
理費

【農業政策課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1

農業委員会の運営に要する経費。
・平成30年9月に新しい体制（農業委員12名、農地利用最適化推進委員10名計22名）と
なり、農地の集積・集約、耕作放棄地の発生防止・解消等の実践活動を行う。農業委員及び
農地利用最適化推進委員に対し、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じた報酬
を基本の報酬に加算して支払う。

一般
P125

10,985 9,137 1,848 8,628

2
(拡)農地の流動化を積極的に推進するため、農地利用集積円滑化団体((公財)勝山市農業公社)
を通じて利用権設定を受ける担い手を支援する。平成31年度より小区画農地や中山間地の
農地に対し手厚く補助することで、条件不利農地の流動化を促す。

一般
P126

1,800 1,800 1,800

3
農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を推進するための経費。遊休農地を把
握し、土地の所有者への利用意向調査を行う。

一般
P126

768 768 1,421

4
農業集落排水の運営に要する経費。
・農業集落排水処理施設の維持管理費の一部
・市債償還元金及び利子の一部

一般
P127

89,835 89,835 90,404

5
市の特産奨励作物の産地強化と生産規模拡大を積極的に推進するための経費。転作の団地
化、国や県の補助事業の対象とならない機械等の導入、「えごま」の実の出荷に対してそれ
ぞれ支援する。

一般
P127

12,000 12,000 12,000

6

地域農業の振興に要する経費。
(新)道の駅の平成32年度オープンに向け、農林水産物出荷登録者数の拡大、生産者からの相
談及び指導、出荷販売計画の作成などへの支援を行う農林水産物出荷支援コーディネーター
を配置する。[864千円]

一般
P127

10,339 10,339 9,375

7
耕作放棄地の増加が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産活動の維持を図
り、多面的機能を確保するための経費。集落等が農用地を維持・管理していくための協定を
締結し、農業生産活動等を行う場合に補助する。

一般
P128

83,343 62,507 20,836 83,383

8

地域農業のあり方を地域自らが確立するための経費。地域が抱える「人と農地の問題」を解
決するための設計図となる「人・農地プラン」について、地域自らが継続的な話し合いによ
る見直しを進める活動に対して支援する。また、農業の生産性向上のために、担い手への農
地集積と農地の集約化を図った地域や、経営転換・リタイアした農業者に対し、協力金を交
付する。

一般
P129

2,640 2,612 28 21,761

9

田舎暮らし体験の実施に要する経費。都市住民が市内の受入農家等を拠点とした各種体験及
び交流活動を通じて滞在することにより、地域の活性化及び交流、定住人口の増加を図る。
1受入農家あたりの宿泊数に上限を設けることにより受入農家数の拡大並びに体験プログラ
ムの多種化、充実を図る。

一般
P130

890 890 2,247

10

環境にやさしいエコ農業を推進するための経費。化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低
減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対して
支援する。

一般
P130

3,335 2,501 834 3,512

11
有害鳥獣による農林水産物の被害を防止するための経費。地域ぐるみで設置管理する防御柵
(電気柵等)の整備等に対し助成する。

一般
P130

2,085 1,382 703 2,372

12

勝山大用水及び農道・水路の維持管理に要する経費。
・農業用水利施設の長寿命化を図るため、公共施設等総合管理計画(個別施設計画)に基づ
き、計画的に勝山大用水の更新を行う。

一般
P131

11,699 6,000 5,699 12,910

-15-
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

農地多面的機能支払事業費

【農業政策課】
土地改良（県単）事業費

【農業政策課】
県営事業負担金

【農業政策課】
市単土地改良事業補助金

【農業政策課】
有害鳥獣駆除事業費

【林業振興課】
市有林造成事業特別会計繰
出金　  　　【林業振興課】
林道（県単）事業費

【林業振興課】
林道（単独）事業費

【林業振興課】
道整備交付金事業費

【林業振興課】
小規模荒廃地治山事業費

【林業振興課】
九頭竜川勝山あゆ地域ブラ
ンド化振興事業費

【農業政策課】

７款 商工費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

産業振興支援費
[(拡)産業支援コーディネー
ター]

【ふるさと創生・移住課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

13

農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るための経費。多面的機能の維持の観点から必要
と認める農用地を対象に、農地法面の草刈、水路の泥上げ等の保全活動（農地維持支払）、
水路、ため池の軽微な補修や植栽による景観形成、施設の長寿命化のための活動（資源向上
支払）に対し補助する。

一般
P131

123,831 93,023 30,808 117,444

14
土地改良に要する経費。機能低下した用排水路の改修工事等を行う。 一般

P132
9,300 4,650 1,050 3,600 6,000

15
県が施工する土地改良事業に要する経費。中山間地域総合整備事業、農村地域防災減災事
業、農業用河川工作物応急対策事業において工事、調査、測量、詳細設計を行う。

一般
P132

72,840 62,100 312 10,428 55,895

16
国、県の補助対象とならない土地改良に要する経費。地区等が実施する農業用施設の改修工
事や小規模な客土工事に対し補助する。

一般
P132

5,000 5,000 7,000

17

有害鳥獣による農林水産物の被害を防止及び軽減並びに市民生活の安全を確保するための経
費。有害鳥獣の捕獲、駆除を実施する。
・狩猟免許所持者を鳥獣被害対策実施隊の隊員に委嘱し、捕獲体制の充実を図る。
・カワウによる九頭竜川勝山あゆの食害対策として、カワウの捕獲や威嚇を強化して取り組
む。

一般
P133

5,934 1,222 4,712 6,108

18
市有林造成事業特別会計の運営に要する経費。
・職員給与費の一部

一般
P135

4,842 4,842 12,212

19
林道整備に要する経費。改良工事(2路線)、舗装工事(3路線)を行う。 一般

P135
8,500 4,250 730 3,520 11,000

20
国、県の補助対象とならない林道整備に要する経費。地区等が実施する林道、作業道等の整
備に対し補助する。

一般
P135

1,566 300 1,266 5,850

21
地域再生計画に基づいた林道整備に要する経費。森林基幹道林道岩屋線の舗装工事を行い、
森林へのアクセス改善・確保や緊急時の対応に備えた隣接市町との連絡網を整備する。

一般
P136

10,380 6,425 3,500 455 17,520

22
山地災害の未然防止及び復旧に要する経費。北谷町小原地区、北郷町檜曽谷地区において小
規模な荒廃地の復旧工事を行う。

一般
P138

7,706 3,750 3,900 56 4,200

23

漁業振興を目的に「九頭竜川勝山あゆ」のブランド化と安定供給の構築を図るための経費。
道の駅の平成32年度オープンに向け、鮎の安定的な確保、販売及び鮎を用いた加工品の開
発並びに県内外へのPR活動を実施する。

一般
P138

2,280 1,140 1,140 3,340

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1

地域産業の活性化と雇用機会の拡大を図るための経費。
(拡)産業支援コーディネーターについて、勤務日数を増やして支援体制を強化し、企業立地
を含めた産業全般の課題に対応する。[1,452千円(県726千円)]

一般
P139

2,409 726 1,683 3,619
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

商工会議所補助金
[(拡)勝山産業フェア開催事
業補助金]

【商工振興課】
企業振興助成金

【ふるさと創生・移住課】
商工振興事業費

【商工振興課】
ジオパークまちづくり推進
事業費

[(新)チャマゴンランド展示
リニューアル]
[(拡)雪氷熱エネルギー利用
促進事業]

【ジオパークまちづくり課】

勝山ニューホテル管理費

【観光政策課】
白山平泉寺観光振興拠点管
理費
[(新)指定管理者制度の導入]

【観光政策課】
ジオターミナル管理費

【観光政策課】
観光関連施設等管理費
[(新)道の駅設備等整備事業]

[(新)弁天桜長寿命化事業]

【観光政策課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

2

勝山商工会議所への補助に要する経費。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(拡)勝山産業フェアをジオアリーナで開催し、各企業のブース設置によるPRや物販等を実
施。平成31年度より繊維に係る展示を追加するとともに、ふるさと回帰の観点から中高生
への参加を呼びかけ、規模を拡大して実施する。[3,500千円]

一般
P140

8,680 8,680 8,170

3
地域産業の活性化と雇用機会の拡大を図るための経費。企業誘致による新設及び地元企業の
増設・移設並びに従業員の新規雇用を確保した企業に対し助成する。

一般
P140

120,443 120,443 123,234

4

商工業者への支援及び消費拡大を図るための経費。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・おもてなし商業エリア創出事業について、平成30年度で県補助が廃止となるが市単独で
継続して実施する。地域資源を活用した新たな土産物開発、既存商品改良に対し補助する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ものづくり技術・研究開発支援事業については、市の産業の活性化を図るため復活させ、
中小企業の振興に繋がる新たな産業技術、新製品の開発等に補助する。

一般
P140

9,222 9,222 13,804

5

エコミュージアムの活動で培ってきた市民力、地域力をより将来に向けて発展させるため、
ジオパークの手法による「まちづくり」を推進するための経費。勝山の自然や歴史文化など
を保全するとともに、地域を知り学び、活用することによって地域アイデンティティの形成
を図り、持続可能な地域の発展を目指す。
(新)チャマゴンランドのジオパーク関連展示をリニューアルする。[1,080千円]

(拡)「雪室ブランド確立」という目標に向けて新たに立ち上げる新組織の事業に対して支援
する。[700千円]
・恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークを市内外にＰＲするため、勝山市に在住又は勝山市内の事
業所に勤務する者で組織する団体や勝山市内の事業所が、恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークの
ロゴマークを使用した看板や印刷物等を製作する際に、その製作費の一部を助成する。

一般
P141

12,419 2,250 11 10,158 12,182

6

勝山ニューホテルの管理に要する経費。
・公共施設等総合管理計画(個別施設計画)に基づき、客室内装等の改修を行う。改修にあわ
せ、ソファーベッドも更新することによりファミリー向けの宿泊を強化し集客の増加を図
る。

一般
P142

42,039 25,100 3,519 13,420 29,482

7

白山平泉寺観光振興拠点の管理に要する経費。

(新)(株)六千坊を指定管理者として、白山平泉寺観光振興拠点の指定管理を行い、地域住民
による国史跡「白山平泉寺」の持続可能な維持管理を目指す。[5,755千円]

一般
P142

7,336 120 7,216 4,329

8
勝山市ジオターミナル観光交流施設部分の管理に要する経費。100万人を目指す恐竜博物館
来場者への勝山市内誘客のみならず、福井県全体についての質の高い観光案内を行う。

一般
P143

13,900 8,000 5,900 14,500

9

・恐竜モニュメントや観光公衆トイレ、案内看板などの管理に要する経費。
(新)道の駅の備品及び什器等の整備にあたり、全体をコーディネートし、施設の高質化を図
る。[53,154千円(県6,626千円、債29,600千円)]
(新)弁天桜の洗浄・消毒散布等を行い弁天桜並木の長寿命化を図る。[1,291千円(他1,291
千円)]

一般
P143

62,403 6,626 29,600 1,410 24,767 6,451
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

観光素材魅力アップ事業費
[(新)イベント開催事業]

[(新)まつりと食で魅せるま
ちづくり事業]

【観光政策課】
温泉センター管理費
[(新)リニューアル実施設計]

【観光政策課】
観光のまち推進事業費
[(新)食による観光誘客推進
事業]
[(拡)観光まちづくり事業]

[(拡)あかりの灯るまちづく

り推進事業] 【観光政策課】
観光ＰＲ推進事業費
[(新)都市圏学生ショート
ムービー活用事業]

[(拡)ＴＧＲラリーチャレン
ジ開催支援事業]

【観光政策課】
はたや記念館管理運営費

【商工振興課】
はたや記念館利活用推進事
業費
[(拡)開館10周年記念企画
展]

【商工振興課】

８款 土木費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

定住化促進事業費
【建設課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

10

観光客の誘客を促進するため、観光素材の魅力アップを図る経費。
(新)中高年に人気の高い「綾小路きみまろ」を招聘し公演会を開催する。[2,000千円(他
2,000千円)]
(新)勝山市の特産品「さといも」を観光素材として磨き上げ、市内飲食店等で提供し、ＰＲ
できる体制を整える。[1,000千円(県500千円)]
・ガイド養成講座、説明看板の整備などにより旧料亭花月楼及びゆめおーれ勝山を拠点に、
まちなかを巡るツアーの構築を行う。

一般
P145

14,659 2,103 2,000 10,556 18,496

11

温泉センター水芭蕉の管理に要する経費。
(新)温泉センター水芭蕉の施設全体の魅力アップを図るため、改修に向けた実施設計を行
う。[3,300千円]

一般
P146

15,466 2,600 12,866 7,408

12

勝山市観光まちづくり(株)への補助及び委託により、観光の産業化を図るための経費。
(新)道の駅で提供する特産品等を活かした土産物の開発を行い全国発信することにより、勝
山市の魅力をアピールし、道の駅の利用促進に繋げる。[5,000千円(国2,500千円)]
(拡)勝山城博物館と連携し、「勝ち山おやき」など勝山の春の食を楽しむイベントを清明茶
会と同時開催する。[600千円]
(拡)「灯りまつり」を開催し、LEDスカイランタンや音楽イベント、盆踊りなどと連携して
市街地への誘客・賑わいの創出を図る。[4,075千円(県2,037千円)]

一般
P146

15,689 2,500 2,037 100 11,052 11,521

13

観光客の誘客促進に向けて、市外、県外に観光ＰＲするための経費。
(新)中部縦貫自動車道全線開通を視野に都市圏学生が制作したショートムービーを、市内観
光施設等での上映や中京圏での情報発信のコンテンツとして活用し、中京圏・関東圏からの
観光誘客、ふるさと回帰に繋げる。[2,000千円(国1,000千円)]
(拡)TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジを継続して開催していくことで、観光誘
客及び法恩寺山有料道路の利用促進を図る。[1,500千円]

一般
P146

8,231 1,000 7 400 6,824 11,098

14

はたや記念館ゆめおーれ勝山の管理運営に要する経費。
・はたや記念館の長寿命化を図るため、公共施設等総合管理計画(個別施設計画)に基づき、
計画的に外壁の改修工事を実施する。

一般
P147

11,304 1,500 1,331 8,473 12,477

15

はたや記念館ゆめおーれ勝山の利活用に要する経費。

(拡)明治･大正時代の羽二重と精練･欧米染織技術･欧米ファッションとの関連について、開
館10周年記念企画展｢(仮)羽二重は何に使われたのか？｣を開催する。[1,000千円(県500
千円)]
・ゆめおーれをイメージする光のオブジェを配置するなど、イルミネーションの充実をクラ
ウドファンディングにより実施する。

一般
P148

35,613 1,750 1,142 32,721 34,898

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1
定住人口の増加を図るための経費。住宅取得費等の一部を助成する。 一般

P150
15,000 15,000 15,000
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

道路修繕工事費
【建設課】

道路（単独）事業費

【建設課】
交通安全施設整備事業費

【建設課】
道の駅建設事業費

【都市政策課】
水路修繕工事費

【建設課】
水路改良工事費

【建設課】
(新)社会資本整備総合交付金
（砂防）事業費

【建設課】
下水道事業特別会計繰出金

【上下水道課】
公園維持管理費
[(新)中央公園高木剪定]

【建設課】
長尾山総合公園管理費
[(新)パーク＆ライドボラン

ティア]       【都市政策課】
長尾山公園事業費（単独
分）           【都市政策課】
社会資本整備総合交付金
（公園）事業費

【都市政策課】
社会資本整備総合交付金
（公園）事業費

【建設課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

2
道路の修繕に要する経費。地元からの要望、市職員による道路パトロールの結果に基づき順
次修繕を行う。

一般
P153

5,090 3,000 2,090 5,000

3

道路改良及び防犯灯設置等に要する経費。まちの基盤と生活環境の整備のため、地元からの
要望等に基づき、順次改良を行う。
・道路の長寿命化を図るため、公共施設等総合管理計画(個別施設計画)に基づき、計画的に
舗装の修繕等を行う。
・勝山インター線の勝山ICから勝山恐竜橋間において、歩行者の安心安全な通行のため、防
犯灯を設置する。

一般
P154

97,671 32,600 65,071 94,650

4
快適で住みよい交通社会を実現するため、交通安全施設の整備及び改修を行うための経費。
薄くなった区画線の引き直しや市職員による道路パトロール結果に基づきガードレール等の
修繕を行う。

一般
P154

5,335 500 4,835 9,035

5
道の駅建設に要する経費。豊富な地域資源を活かした土産物販売及び中心市街地や周辺観光
地へ周遊を促すための拠点施設として、平成32年度オープンを目指し、建築工事と外構工
事を行う。

一般
P155

509,337 104,466 99,486 111,000 183,962 10,423 111,288

6
水路の修繕に要する経費。区からの要望、市職員による道路パトロールの結果に基づき、年
次計画を立て、順次修繕を行う。

一般
P157

6,678 6,000 678 8,600

7
水路の改良に要する経費。まちの基盤と生活環境の整備のため、地元からの要望等に基づ
き、年次計画を立て、順次改良を行う。

一般
P158

30,522 17,800 12,722 33,128

8
(新)土砂災害の発生から人命や財産を保全するため、県が昭和町3丁目ほか地係において急
傾斜地崩壊対策工事を実施するために必要となる、急傾斜地崩壊危険区域指定申請を行う。

一般
P158

1,200 600 600 -

9

下水道事業特別会計の運営に要する経費。平成31年度より処理区域内人口密度が低くなっ
たことにより、建設改良費に対する地方財政措置が拡充される。
・下水処理にかかる維持管理費の一部
・市債償還元金及び利子の一部

一般
P160

253,872 253,872 224,635

10

都市公園の維持管理に要する経費。
(新)樹木の樹形を整えるため、中央公園等の高木剪定を行う。[4,000千円] 一般

P160
23,131 160 22,971 21,406

11

長尾山総合公園(かつやま恐竜の森)の運営に要する経費。
(新)ゴールデンウィークが10連休となる等、例年以上の来園者が予測されることから、ボラ
ンティアを募りパーク＆ライドを実施する。[63千円]

一般
P161

43,228 8,800 34,428 41,670

12
長尾山総合公園(かつやま恐竜の森)の施設整備に要する経費。施設修繕計画に基づき、遊具
回りの安全対策工事と、照明灯修繕や、舗装・排水施設の整備を行う。

一般
P161

5,193 5,193 5,700

13

長尾山総合公園(かつやま恐竜の森)の改修に要する経費。公園施設長寿命化計画に基づき、
休憩施設と防護柵の改修工事を行う。

一般
P161

6,300 3,000 2,900 400 8,400

14

公園の改修・更新に要する経費。公園施設長寿命化計画に基づき、優先度の高い8公園の遊
具、舗装、照明灯等の改修工事を行う。

一般
P162

59,855 28,500 28,200 3,155 81,905
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

社会資本整備総合交付金
（道路）事業費

【建設課】
定住促進住宅維持管理費
[(新)ブレース塗装工事]

【建設課】
社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画）事業費
[(新)公営住宅等長寿命化計
画改定]
[(拡)屋根融雪設備設置促進
事業補助金]

【建設課】
(新)空き家対策総合支援事業
費

【建設課】

９款 消防費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

救急対策事業費
[(新)山岳レスキュー講習]

【消防署】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

15

道路を中心とした社会資本の整備等を実施することにより、地域の活力基盤を創造するため
の経費。
・市道1-2号線（北郷町坂東島地係）の拡幅工事を行う。
・市道6-81号線ほか消雪設備整備について、散水管の敷設工事を行う。
・市道7-30号線消雪施設整備について、詳細設計を行う。
・橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁修繕工事を行う。(北郷町上野、鹿谷町志田、鹿谷
町西遅羽口)
・橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁修繕詳細設計を行う。（旭町1丁目、鹿谷町矢戸
口、村岡町暮見）
・個別施設計画に基づいたトンネル修繕詳細設計を行う。（蓬生坂トンネル）
・安全で円滑な交通を確保するため、市道橋梁の47橋の定期点検を行う。

一般
P162

104,925 55,767 37,300 11,858 171,048

16

定住促進住宅の維持管理に要する経費。
(新)定住促進住宅２号棟の鉄骨ブレース塗装改修工事を行う。[4,000千円(他4,000千円)］

一般
P163

6,358 6,358 2,382

17

福井県地域住宅等整備計画等に基づき実施する事業に要する経費。

(新)公営住宅等長寿命化計画(現計画期間H22～H31)を改定し、今後の市営住宅の維持管理
方針を決定する。[5,300千円(国2,385千円)]
(拡)屋根融雪設備設置促進事業補助金において、社会資本整備総合交付金(防災・安全)を活
用することにより、実施件数を5件から10件に拡充する。[3,000千円(国1,500千円)]
・木造住宅診断等業務委託(耐震診断・補強プラン)
・木造市営住宅取壊
・木造住宅耐震改修促進事業(全体改修・部分改修)
・吹付けアスベスト調査事業
・多世帯同居・近居推進事業
・Ｕ・Ｉターン者・子育て世帯空き家取得支援事業
・福井の伝統的民家普及促進事業(耐震補強)
・公的賃貸住宅家賃低廉化事業

一般
P163

24,860 11,470 3,167 10,223 18,330

18

(新)勝山市空家等対策計画に基づき、空き家のリフォーム及び除却に対する補助等を行う。
・老朽危険空き家解体事業(解体費用に対する補助)
・空き家リフォーム支援事業(中古住宅取得時のリフォーム補助)
・空き家流通促進事業(空き家の適正管理に関するお知らせの配布)

一般
P164

3,921 1,960 730 1,231 -

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1
救急体制の充実に要する経費。
(新)増加する山岳救助に対応するため隊員の救助技術の習得・研磨に取組む。[25千円]

一般
P168

3,984 3,984 3,606
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

消防団活動費
[(新)緊急消防援助隊中部ブ
ロック合同訓練] 【消防署】
消防施設維持管理費

【消防署】
消防施設整備事業費

【消防署】
上水道会計等消火栓新設等
負担金

【消防署】
(新)消防緊急通信指令施設整
備事業費           【消防署】
(新)救急業務高度化整備事業
費　　              【消防署】

10款 教育費
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

教育指導費

【教育総務課】
総合的学習推進事業費

【教育総務課】
(拡)道徳教育総合推進事業費

【教育総務課】
地域と進める体験推進事業
費

【教育総務課】
外国語指導助手設置事業費

【教育総務課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

2
消防団活動に要する経費。
(新)大野市と勝山市を会場として開催される緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練に参加す
る。[150千円]

一般
P168

14,696 14,696 14,289

3

消防関係施設の維持管理に要する経費。
・自衛消防隊活動を円滑に遂行するため、各地区の自衛消防隊保有の可搬式小型動力ポンプ
を軽量型の物へ計画的に更新する。
・自衛消防力の充実強化を図るため、各地区の消火栓器具一式の新設や消火栓ホース等の更
新等に対して補助する。

一般
P169

6,016 4,900 1,116 5,889

4
消防関係施設の整備に要する経費。
・火災の際に対応できるよう、消防水利の基準に基づき、片瀬町に耐震性貯水槽を設置す
る。

一般
P170

6,500 6,500 16,646

5
消火栓の新設、移設に要する経費。
・既設の地下式消火栓を積雪等の影響を受けにくい地上式消火栓に改良する他、不良箇所の
修繕や移設を行う。

一般
P170

6,750 6,750 8,720

6
(新)消防緊急通信指令システム整備に要する経費。平成22年度に配備されている指令台を更
新するための実施設計を行う。[3,153千円(債2,300千円)]

一般
P170

3,153 2,300 853 -

7
(新)救急業務高度化に伴う救急車更新整備に要する経費。平成10年に配備されている高規格
救急車を更新する。[34,967千円(債32,100千円)]

一般
P170

34,967 32,100 2,867 -

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1

公立小中学校教育に関する指導、学校教育計画、教職員研修会及び支援員の配置等に要する
経費。
・教員の負担軽減を図るため、学習プリント等の印刷、授業準備の事務補助を行う学校運営
支援員等を小中学校に配置する。                                                                                                                                              
・福井大学教職大学院に教員を派遣し、高度な専門知識と教育研究力を身につけたリーダー
となる教員を育成する。

一般
P174

33,346 1,984 31,362 30,663

2
小中学校の「総合的な学習の時間」や花壇作りなどの環境美化、質の高いESDを推進するた
めの経費。

一般
P175

1,000 1,000 1,092

3

(拡)児童・生徒の道徳性を地域社会全体で高める授業の実施に要する経費。授業を教室から
地域に移して行ったり、親子で一緒に道徳の授業を受けたりして、地域や親子のコミュニ
ケーションを深め、世代を超えた道徳的価値の交流を図る。平成31年度は前年度に引き続
き村岡小学校と新たに勝山南部中学校で実施する。

一般
P175

200 200 100

4
ふるさとに誇りや愛着を持ち新たな活力を生み出す人材を育成するために、地域への積極的
な参加や体験活動等を実施するための経費。児童・生徒が地域の人々とともに、自らの地域
の課題等を改善するために企画・提案した体験学習に取組む。

一般
P175

2,000 1,000 1,000 2,400

5
外国語指導助手(ALT)の配置に要する経費。平成32年度の英語教科化に向けて、ALT2名
により小学校の外国語授業を補助し、いつでも、どこでも、主体的に英語を使える環境を整
備する。

一般
P176

8,899 8,899 7,457
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

小学校教育用コンピュー
ター整備費
[(新)タブレット端末導入]

[(拡)学校図書館図書管理シ
ステム用パソコン導入]

【教育総務課】
小学校校舎整備事業費
[(新)成器西小学校改修工事]

【教育総務課】
中学校管理運営費
[(新)市営温水プールでの水
泳授業]

【教育総務課】
中学校振興事業費

【教育総務課】
中学校教材備品整備費
[(新)ブラスバンド用楽器の
購入]　　    【教育総務課】
中学校教育用コンピュー
ター整備費
[(拡)学校図書館図書管理シ
ステム用パソコン導入]

【教育総務課】
幼稚園管理運営費

[(新)保育料無償化]
[(新)副食費助成]

【教育総務課】
青少年健全育成計画推進事
業費

【生涯学習課】
社会教育事業費

【生涯学習課】
資格取得事業費

【生涯学習課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

6

小学校教育用コンピューターの整備に要する経費。

(新)子供たちの学習への興味･関心を高め、わかりやすい授業や個々に応じた指導の充実を
図るため、荒土小・野向小・鹿谷小・三室小にタブレット型端末を導入する。[3,831千円]
(拡)学校図書館の図書をデータ管理できるよう、荒土小・鹿谷小・北郷小に管理用パソコン
を導入する [74千円]

一般
P181

29,589 29,589 29,653

7
小学校の施設営繕に要する経費。
(新)施設の老朽化に伴う緊急対応と予防保全のため、公共施設等総合管理計画(個別施設計
画)に基づき、成器西小学校の改修工事等を行う。[42,223千円(債38,000千円)]

一般
P182

42,223 38,000 4,223 -

8

中学校の管理運営に係る経費。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(新)各中学校のプール設備の老朽化等に伴い、各中学校の1、2年生を対象に市営温水プール
を使用して、年2回の水泳授業を実施する。また、夏季休業中、中学生が1回無料で市営温
水プールを利用できるようにする。[1,269千円]
・市立中学校再編検討委員会において、市立中学校の再編について教育委員会の諮問に応じ
て検討を行う。平成31年度は2回開催しその結果を答申する。

一般
P182

24,976 259 263 24,454 24,830

9
中学校で取り組む活動や事業に要する経費。
・教員の負担軽減を図るため、部活動指導員を中学校に配置する。

一般
P185

32,707 1,093 31,614 34,132

10

中学校の教材備品の整備に要する経費。
(新)市内3中学校のブラスバンド用楽器を購入する。[2,000千円]

一般
P185

4,926 4,926 2,953

11

中学校教育用コンピューターの整備に要する経費。

(拡)学校図書館の図書をデータ管理できるよう、 1校 (勝山北部中)に管理用パソコンを導入
する。[25千円]

一般
P185

12,938 12,938 10,738

12

市立幼稚園の管理運営に要する経費。勝山中部幼稚園を廃園とし、H31.4より成器南幼稚
園に統合する。
(新)幼稚園保育料を10月から無償化する。[2,286千円(国2,286千円)］
(新)年収360万円未満相当世帯の3歳から5歳までの子ども及び同時入園第3子以降の子ども
において、10月以降の副食費を助成する。[24千円(国24千円)]

一般
P187

1,552 112 872 568 2,260

13

「勝山市青少年健全育成計画」に基づき、家庭・地域・学校が連携し、次代を担う青少年の
健全育成のための活動に要する経費。
・国内最大の恐竜化石発掘地である特性を活かし、恐竜をテーマに様々な学習・体験を行
い、恐竜への興味・関心・知識を深めるとともに、ふるさとへの誇りと愛着心を養うことを
目的としたかつやまこども恐竜LABO(Laboratory=研究室)の活動を支援する。
・市内小学5年生を対象に、豊かな自然の中で交流キャンプを実施する。

一般
P188

3,722 3,722 4,740

14

社会教育を推進するための経費。
・成人式でのアトラクションや交流会を成人式実行委員会に委託する。
・小学生が公民館において集団で宿泊しながら通学する合宿通学事業に対し補助する。

一般
P189

3,812 216 3,596 839

15
公民館主事の専門性を高めるための経費。社会教育主事の資格取得に向けた講習を受講す
る。

一般
P191

173 173 65
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

公民館管理運営費

【生涯学習課】
公民館営繕工事費
[(新)平泉寺公民館長寿命化
工事]

【生涯学習課】
地区公民館施設整備事業費

【生涯学習課】
世界遺産登録推進事業費

【史蹟整備課】
文化財保護保存修理事業費
[(新)三室史跡公園説明板設

置]             【史蹟整備課】
(新)旧木下家住宅管理運営費

【史蹟整備課】
白山平泉寺歴史探遊館管理
運営費
[(新)4館連携事業]

【史蹟整備課】
図書館管理運営費

【図書館】
図書館施設整備事業費

【図書館】
屋内体育施設管理運営費

[(新)勤労青少年体育セン

ター取壊し] 【スポーツ課】
屋外体育施設管理運営費

【スポーツ課】
勝山市体育館管理運営費
[(拡)トレーニング機器の充

実]             【スポーツ課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳
№

予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

16

公民館の管理運営に要する経費。
・地域づくり活動の拠点としての機能を維持・強化するため、順次公民館に嘱託主事を配置
する。各種研修により専門性を高めながら、地域づくりのコーディネーターとしての人材育
成を図る。

一般
P192

81,449 92 81,357 72,833

17

公民館の施設営繕に要する経費。
(新)平泉寺公民館の長寿命化を図るため、公共施設等総合管理計画(個別計画)に基づき、平
泉寺公民館の外壁、内装、給排水衛生設備等の改修工事を実施する。[14,334千円(債
12,900千円)]

一般
P193

14,334 12,900 1,434 500

18

地域住民の福祉向上及びコミュニティ活動の推進を図るために行う地区公民館等の整備に要
する経費。各地区からの要望に基づき、地区公民館等の改修に対して補助する。平成31年
度は、坂東島区、妙金島区、片瀬区の３館を改修予定。

一般
P193

450 450 368

19

「霊峰白山と山麓の文化的景観」の世界遺産登録推進に要する経費。
・奥州平泉の世界遺産登録や最新の動向、白山平泉寺と奥州平泉の関係をテーマに世界遺産
講演会を開催する。

一般
P195

276 276 3,240

20

市内に点在する国・県・市指定文化財の適切な保存管理と活用に要する経費。
(新)三室山史跡公園に、発掘された遺構等の写真入り解説板を2基設置し、来訪者の利便性
をはかる。[119千円]

一般
P196

3,989 3,989 4,068

21

(新)旧木下家住宅の管理運営に要する経費。ゴールデンウイーク前にオープニング式典を行
い、一般公開を開始する。ゴールデンウイーク中は旧木下家に関する講演会や餅つきなどで
オープニングを祝うほか、年間を通して各種イベントを開催する。また、約20台収容の駐
車場等の舗装整備や案内看板の整備を行う。

一般
P196

12,865 8,000 1 4,864 131,714

22

国史跡白山平泉寺旧境内の総合案内窓口となる「白山平泉寺歴史探遊館まほろば」の管理運
営に要する経費。
(新)まほろば、はたや記念館ゆめおーれ勝山、(公財)勝山城博物館、越前大仏の4館が連携し
て誘客増を図る事業を実施する。[34千円]

一般
P197

8,799 78 8,721 11,684

23

市立図書館の管理運営に要する経費。
・学校図書室の機能充実に向けて図書整備の支援を行う。
・生後6ヶ月から1歳6ヶ月の赤ちゃんと保護者を対象に、ブックスタート事業を行い、乳幼
児からの読書推進を図る。

一般
P199

30,358 168 30,190 34,276

24
市立図書館の施設整備に要する経費。屋根融雪システムを更新するための実施設計を行う。 一般

P200
500 500 -

25

屋内体育施設(勤労青少年体育センター、海洋センター、林業者健康トレーニングセンター)
の管理運営に要する経費。
(新)公共施設等総合管理計画(個別施設計画)に基づき、勤労青少年体育センターの取壊工事
を行う。[44,000千円]

一般
P202

52,736 481 52,255 8,229

26
屋外体育施設(長山公園グラウンド、庭球場等)の管理運営に要する経費。
・長尾山総合公園クロスカントリーコースを整備するためスノーモービルを更新する。

一般
P203

3,773 235 3,538 3,082

27

勝山市体育館「ジオアリーナ」の管理運営に要する経費。
(拡)トレーニングルーム利用者の増加に対応するため、機器の拡充を行う。[2,077千円(他
1,661千円)]

一般
P203

22,692 7,064 15,628 23,250
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

スポーツライフ推進事業費
[(新)クロスカントリース
キー整備]   【スポーツ課】
勝山恐竜クロカンマラソン
事業費       【スポーツ課】

［特別会計］
事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

下水道管渠布設（交付金）
事業費　  　【上下水道課】
下水道管渠布設（起債）事
業費           【上下水道課】
処理施設改築（交付金）事
業費
[(新)浄化センター第4期改
築・更新工事(長寿命化)]

【上下水道課】
市有林造成（補助）事業費

【林業振興課】
一般被保険者療養給付費負
担金        【市民・環境課】
一般被保険者高額療養費補
助金        【市民・環境課】
出産育児一時金

【市民・環境課】
一般被保険者医療給付費納
付金        【市民・環境課】
特定健康診査等事業費

【市民・環境課】
保健衛生普及費及び疾病予
防諸経費 【市民・環境課】
(拡)育英資金貸付金

【教育総務課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

※一般会計：新規71事業 520,014千円、拡充17事業 408,390千円

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

28

生涯にわたるスポーツライフのために、スポーツ環境の整備に要する経費。
(新)長尾山総合公園クロスカントリーコースを多くの方に利用してもらうため、クロスカン
トリースキー用具を2ヶ年計画で更新する。[450千円]

一般
P205

1,622 1,622 1,299

29
第15回勝山恐竜クロカンマラソン大会(平成31年6月9日(日))の開催にかかる経費。 一般

P205
10,300 10,300 10,000

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

1
公共下水道管渠の面的整備を進めるための経費。
・遅羽町比島で下水道管渠布設工事（下水道管渠圧送管及び流下管）を行う。

下水
P12

42,780 20,000 22,700 80 10,695

2
公共下水道施設の整備及び改修に要する経費。
・大蓮寺川元禄線放水路工事に伴う下水道管渠の移設を行う。

下水
P12

60,155 47,900 12,255 35,828

3

浄化センターの改築に要する経費。

(新)浄化センターの第4期改築・更新工事(長寿命化)を平成32年度にわたり実施する。(管理
棟及び機械棟の耐震、自動除塵機等設備の更新、受変電設備等電気設備の更新を行う。
[259,796千円(国136,550千円、債123,200千円)][債務負担行為～H32 439,000千円
(国234,200千円、債204,800千円)]

下水
P13

259,796 136,550 123,200 46 45,529

4
計画的に市有林を整備するための経費。森林環境保全直接支援事業補助金を活用し、間伐等
の施業や作業道の整備を行う。

市有林
P8

43,756 37,190 6,566 56,024

5
保険医療機関等で疾病や負傷の治療を受ける際に要する経費(自己負担額を除く)。 国保

P15
1,407,458 1,407,458 1,442,785

6
同月内で被保険者世帯の医療費自己負担額が高額になった場合に、規定された自己負担限度
額を超えた額を支給するための経費。

国保
P16

205,511 205,511 226,356

7
出産に伴う経済的負担の軽減を図るための経費。被保険者が出産した際に一時金(420千円)
を支給する。

国保
P18

5,043 3,360 1,683 6,724

8
国民健康保険の県広域化に伴い、県が決定する国保事業費納付金に要する経費。市はその納
付金相当額を保険税として徴収し、県に納付する。

国保
P19

427,971 28,166 81,562 318,243 406,650

9

生活習慣病予防に重点を置いて、40歳から74歳までを対象に特定健康診査及び特定保健指
導を行うための経費。特定健康診査未受診者を対象に積極的な受診勧奨の強化を行い特定健
診受診率の向上を図り、生活習慣病等の重症化を未然に防ぎ、被保険者の健康維持や将来を
見据え医療費の抑制を行う。

国保
P22

16,486 9,288 1,012 6,186 17,302

10
国保被保険者の健康維持・増進や医療費適正化に要する経費。人間ドックや健康づくり教室
等を行う。

国保
P23

17,023 7,243 9,780 18,549

11

(拡)市内に居住する者の子弟で有能な資質をもち、かつ、経済的理由によって就学困難な方
に対し奨学資金を貸与し、有能な人材の育成を図るための経費。返還減免の対象者に県内の
大学等を卒業した者を追加、定住要件年数を5年から3年へ緩和、減免対象期間を3年間から
完納までと拡充することで、より一層定住促進を図る。

育英
P8

38,360 38,359 1 47,300
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事業名 事業の概要

国　庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一般
財源

農山漁村地域整備（交付
金）事業費

【上下水道課】
農業集落排水管理運営費

【上下水道課】
居宅介護サービス給付費負
担金           【健康長寿課】
地域密着型介護サービス給
付費負担金 【健康長寿課】
施設介護サービス給付費負
担金          【健康長寿課】
介護予防普及啓発事業費
[(新)フレイル予防事業]

【健康長寿課】
(新)地域リハビリテーション
活動支援事業費

【健康長寿課】
後期高齢者医療広域連合納
付金       【市民・環境課】
原水及び浄水費

【上下水道課】
配水及び給水費

【上下水道課】
改良工事費

[(新)若猪野水源地2号井戸さ
く井工事、4号井戸洗浄工

事]           【上下水道課】

　　　　　　　　  　　　事業費等　　　　　　（単位：千円）

左の財源内訳

※特別会計：新規4事業 311,733千円、拡充1事業 38,360千円

№
予算書
頁番号

　・（新）は新規事業
　・（拡）は拡充事業
　・［(新)］は事業目内新規事業
　・［(拡)］は事業目内拡充事業

　　・［ ］内は事業目内新規事業予算額
　　・［ ］中（）は特定財源内訳：国：国庫支出金、県：県支出金、債：地方債、他：その他
　　・財源内訳がないものは全額一般財源

本年度
当　初
予算額

前年度
当　初
予算額

12

農業集落排水施設の維持管理の増加が予想されることから、既存施設の長寿命化、維持管理
費を含むライフサイクルコストの低減、予算の最適化、安全性の確保、施設機能の健全化を
図るための経費。勝山東部、伊知地・坂東島地区の機能診断を行う。

農集
P11

4,000 4,000 6,000

13
農業集落排水施設の管理運営に要する経費。 農集

P11
49,252 9,553 39,699 46,626

14
デイサービス等において在宅の要介護認定者が介護サービスを受ける際に要する経費（自己
負担額を除く）。

介護
P16

815,400 209,395 101,925 322,083 181,997 817,300

15
グループホーム等の地域密着型サービス事業所において要介護認定者が介護サービスを受け
る際に要する経費（自己負担額を除く）。

介護
P16

337,900 86,773 42,238 133,471 75,418 331,300

16
介護保険施設において要介護認定者が介護サービスを受ける際に要する経費(自己負担額を
除く)。

介護
P16

1,089,300 225,267 190,628 430,274 243,131 1,084,000

17

介護予防に関する知識の普及啓発や介護予防教室、介護相談を実施するための経費。
(新)フレイル(加齢により心身の活力が低下した虚弱な状態)チェックを実施することで、高
齢者が自分の健康状態を知ることができ、栄養・運動・社会参加などの指導を行うことでフ
レイル予防を推進する。[160千円(県160千円)]

介護
P23

13,776 3,476 1,852 5,427 3,021 13,726

18

(新)リハビリテーション専門職が介護予防教室や地域の集いの場などにおいて、高齢者の能
力を評価し改善方法等を助言することなどにより、介護予防を推進する。

介護
P24

50 13 6 20 11 -

19
福井県後期高齢者医療連合広域連合の後期高齢者医療制度運営に要する経費。
・保険料負担金　　・保険基盤安定負担金

後期
P11

310,588 72,320 238,268 314,148

20
安心できれいな水道水を供給するために、取水にかかる設備及び膜ろ過、滅菌設備の維持管
理を行うための経費。

水道
P5

69,956 69,956 67,088

21
安心できれいな水道水を供給するために、配水池、配水管、その他上水の供給にかかる設備
の維持管理を行うための経費。

水道
P5

53,672 53,672 58,809

22

安心できれいな水道水を供給するために、水道管の布設替工事やポンプ、機械設備の更新工
事、地下式消火栓を地上式消火栓への改良を行うための経費。
(新)給水制限への中長期的な対策として、既存井戸の取水能力低下を回復させ、適正な維持
管理を行い、有効活用を図る。平成31年度は若猪野水源地2号井戸のさく井工事、4号井戸
の洗浄工事を行い、取水能力の回復を図る。[51,727千円(債51,700千円)]

水道
P6

152,692 125,200 27,492 57,187
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移住促進Ｕターン奨励金【500千円】
市内の実家にUターンする方の世帯を支援する奨励金を交付

●１世帯5万円（１世帯１回限り）

移住促進家賃助成事業補助金【4,970千円・農業120千円】
市外から移住し、市内の民間賃貸住宅に居住される方の家賃の一部を助成

●月額：1万円（上限）●補助期間：2年間

※45歳以下で認定新規就農者の対象となる方：月額１万円を加算

※満18歳未満の年度末まで子を扶養する方：月額1万円を加算

移住促進引越費用助成事業補助金【600千円】
市外からの移住にかかる家財道具等の運搬に要する経費の一部を助成

●運搬費用の3分の2（上限：10万円）

勝山暮らし体験ツアー
市内へ移住を検討している方に、勝山を体験し魅力を知っていただくための

ツアーを実施（農業・雪国体験、子育て環境・空き家・職場見学等）

移住就職支援事業補助金【1,800 千円】
県主催の就職サイトに掲載されている企業に就職するため、東

京23区に在住又は通勤していた方が市内に移住した場合、補

助金を交付●単身：60万円、世帯100万円

移住促進民間賃貸社宅助成事業補助金【240千円】
市外から移住する従業員のために借り上げた民間賃貸社宅費用

の一部を助成●月額：1万円（上限） ●補助期間2年間

ふるさと勝山回帰事業【22,000千円】
勝山市出身者等に向け市内企業の魅力を発信し知ってもらうこ

とにより、企業人材の確保に繋げる。（１）企業HPとポータル

サイトの構築（２）企業紹介冊子の作成（３）企業説明会の内

容充実（４）企業体験プログラムの実施 等

移住促進市外通勤支援給付金【96千円】
市外から移住し、市外の事業所に通勤する方への給付金

●月額：2千円 ●給付期間：2年間

介護及び医療人材確保奨励金【1,700 千円】
市外からの移住者又は勝山市に住所を有する新規卒業者で、市

内の介護サービス事業所の介護サービス従事者及び医療機関の

看護師・准看護師として勤務した方への奨励金

●年額：10万円 ●交付期間：3年間

市嘱託職員採用
公民館主事(嘱託)にＵＩターン手当を支給

育英資金奨学金返還減免制度
返還期間内に市内に住所を有する方の奨学金返還額を減免

●当該年度の返還額の4分の1

※市内の医療機関に看護師・准看護師、市内の介護サービス事業所に介護サ

ービス従事者として就職した方：2分の1

※市内医療機関に医師として就職した方：全額

●減免期間：完納まで（毎年申請）

移住促進教育資金利子補給制度【100千円】
市内に支店のある金融機関で教育資金に係る融資を受けた方の返済利子の

一部を補給

●当該年度に支払った返済利子額の3分の2（上限：5万円）

●補給期間：3年間

子ども医療費助成事業【62,500 千円】
中学校修了までの子どもの医療の窓口での支払いが無料

移住者交流会【120千円】
安心して住み続けていただけるよう定期的な情報交換の場を提供

移住者新規チャレンジ支援事業補助金【100千円】
移住者が生きがいを持って、地域とともに勝山暮らしを送るための自主的か

つ主体的な活動に必要な経費の一部を助成

●上限5万円／年 ●補助期間：2年間

結婚支援 県外女性×市内男性 交流イベント【950千円】
勝山の自然や伝統・風習などの体験を通し、都会の女性へ勝山の魅力を伝え

るとともに、市内の男性との交流を図る

市広報で移住特集
市広報で移住者のインタビュー記事や移住に関する情報を掲載

PR動画作成【2,000 千円】
平成 30 年度に都市圏学生が作成したショートムービー（PR

動画）を活用し、ふるさと回帰を促進

ふるさと回帰同窓会支援事業補助金【50千円】
ふるさと回帰のきっかけとなる同窓会（市外在住者参加が必

要）の開催を促進するため補助金を交付

●1回につき1万円、同一の同窓会への補助は1回限り

ふるさと創生政策アドバイザーの設置【367千円】
移住促進等市の重要施策について助言・情報提供いただくた

め、首都圏等在住の経済界に携わる勝山市出身者をアドバイザ

ーとして設置

勝山市のＵ･Ｉターン施策
2018
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子育て世代包括支援センター【1,251千円】
 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援として、相談教室等の充実を図ります。

子育て相談室【179千円】
 子育て支援事業等の利用者支援、情報提供、相談等を行います。

保育園、認定こども園関係【約１億９千万円】
 公立保育園２園、私立保育園２園、認定こども園７園で、休日保育、延長保育、
 障害児保育等を実施。（待機児童なし）
　 保育利用料の無償化（平成３１年１０月より）（内84,495千円）
　３歳から５歳までの子どもと、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもの幼稚
　園、保育所、認定こども園等の利用料が無償となります。
    副食費の助成（平成３１年１０月より）（内2,382千円）
　年収３６０万円未満相当の世帯の３歳から５歳までの子どもと、同時入園の第 ３子以　　　
　降の子どもの副食費を助成します。
    医療的ケア児保育（内2,370千円）
　医療的ケアが必要な子どもの受け入れを行います。
    保育補助者雇上強化・保育体制強化（内12,840千円）
　保育士の業務負担を軽減し、離職を防止するため、保育補助者及び保育支援者の雇用に
　対し補助します。
    私立保育園４園が認定こども園に移行し、１号の定員が２８名増加
    公定価格の改定による保育士等の処遇改善　＋1.8％ＵＰ
・一時預かり事業（内23,108千円）
 　保育園に入園していないお子さんを、認定こども園・保育園で一時的に預かります。　
　（市内８園で実施）
・保育料の軽減
 　①世帯の第３子以降は就学前まで無料
 　②２人以上同時入園の場合：２人目は半額、３人目以降は無料
 　③住民税非課税世帯及び年収約３６０万円未満相当世帯等の保育料軽減

病児・病後児保育【18,448千円】
 ひかり病児保育園で実施。（利用料2,000円／日）   　ひとり親家庭の利用料無料
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勝山市の子育て支援
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  ･･･新規事業
  ･･･拡充事業
　　

にこにこ妊婦奨励金（安心・安全な出産体制）【5,600千円】
 福井勝山総合病院で妊婦健診を１回目から受診し、出産支援連携体制により 
 県内の病院で出産する場合に10万円を支給します。

　不妊治療への助成【1,500千円】
年齢制限の撤廃、男性不妊治療の一部を対象にするなど助成範囲を拡大、1回
の治療につき10万円を上限（年5回まで）に拡充して助成します。

妊婦健診無料化【11,672千円】
 基本的な妊婦健診は14回まで無料です。

すくすく育成奨励金【9,700千円】
 第3子以降の出生に対し20万円を支給します。

出　

産

乳児健診の無料化【2,199千円】
 1か月児健診、４か月児健診、９～１０か月児健診を無料で受けることが
 できます。

産婦健診・母乳相談【336千円】
 福井勝山総合病院の産婦人科で、産婦健診（産後2週と1か月）及び助産
 師による母乳相談（1回500円、1人3回まで）を行います。

新生児訪問【23千円】　乳児家庭全戸訪問【360千円】
 保健師や保健推進員が個別訪問し、子育ての相談に応じます。

すこやか育児相談【166千円】
 保健師・管理栄養士による育児相談・栄養相談を実施

1歳6か月児健診・3歳児健診・5歳児健診【1,544千円】
 医師・保健師・管理栄養士による発達・育児相談を実施

1～2か月児子育て教室・もぐもぐごっくん教室【37千円】
 保健師・管理栄養士による育児教育や離乳食教室を月1回実施

のびのび相談会【119千円】・ことばの育ちの教室【528千円】
 発達について、医師・言語聴覚士等による相談会を実施。臨床心理士等に
よる教室を実施。

カンガルーのお部屋（子育て支援センター）【３６４千円】
 子育てに関する悩みや育児相談などお子さんと保護者の集う場です。

乳
幼
児
期
の
子
育
て

保
育
関
係

子ども医療費窓口無料化【62,500千円】
 中学校修了までの子どもの医療の窓口での支払いが無料。

子育て生活応援隊【７千円】
 子育て家庭の家事等の生活支援や一時的な保育、妊婦家庭への生活支援を行います。

インフルエンザ予防接種費用助成【2,603千円】
 中学校修了までの児童がインフルエンザ予防接種を受けたときは１回につき1,000円を
 助成します。小学生までの児童：年２回まで　中学生の児童：年１回

定期予防接種【34,350千円】
 定期予防接種を無料で実施します。

　高校通学定期代助成【461千円】

ひとり親家庭の高校生の通学定期代を助成（定期購入代の10～20％）

児童センター利用料無料【89,374千円】
 小学１年から６年生までの利用を希望する全ての児童が無料で利用できます。

障害児放課後支援【25,465千円】
 障害児が放課後や長期休暇中に奥越特別支援学校内の通所事業所を利用する利用料が無料。
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予算額（単位:千円）

１．公共交通機関利用促進

・えちぜん鉄道利用促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８，９７３

（【内訳】えちぜん鉄道支援事業補助金 49,554、定期券・回数券の助成 4,255、恐竜ラッピングバス等の運行2,897など）

２．ＬＥＤ街路灯の設置費用の助成・・・・・・・・・・・・・・・・・ １，２４３

３．集落間のＬＥＤ防犯灯設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３，０４０

４．電気自動車用急速充電器の維持管理・・・・・・・・・・・・・・・ ４９８

予算額（単位:千円）

１．古紙等回収事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６，４２２

２．生ごみ処理機購入補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０

予算額（単位:千円）

１．在来種保全・保護、外来種駆除活動等の支援・・・・・・・・・・・ ４２

２．環境活動表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

予算額（単位:千円）

１．市内全域を四季折々の花で埋める・・・・・・・・・・・・・・・ ９００

２．かつやまをきれいにする運動の推進・・・・・・・・・・・・・・ ２３

３．九頭竜川をはじめとする河川環境保全・・・・・・・・・・・・・ ７７６

４．美しい森林景観再生事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １，０００

予算額（単位:千円）

１．雪氷熱の利活用に関する調査・研究事業・・・・・・・・・・・・・ ７００

①雪室の利活用を検討する協議会を支援 ②雪室貯蔵品のブランド化

「世界でもっともクリーンな都市」ランキング 9位
※アメリカの経済誌「フォーブス」2007 電子版

循環型社会

の構築

低炭素社会

の構築

環境保全・

保護活動の推進

景観形成

の推進

自然エネルギー

利活用の推進
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●企業振興助成金

別表第1

備考 この分類の区分は統計法(平成 19年法律第53号)第 2条第 9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に基づくものとする。

※1 物流施設を設置するものであって本市を除く複数の市町村に対して本市内への発送量を上回る貨物の発送を行っていること。

※2 本市の観光振興に寄与すると市長が認めるもの。

大分類 中分類 小分類 備考

製造業

情報通信業
情報サービス業

インターネット附随サービス業

運輸業、郵便業

道路貨物運送業 ※1

倉庫業

運輸に附帯するサービス業 貨物運送取扱業

卸売業、小売業 無店舗小売業 ※1又は※2

学術研究、専門・技術サービス業 学術・開発研究機関

宿泊業、飲食サービス業 宿泊業 旅館、ホテル

生活関連サービス業、娯楽業 娯楽業 ※2

新規企業、既存企業及び地元事業者を支援し、企業及び事業者の投資意
欲を引き出すことにより、地域経済の活性化を図ります。

１．新規企業の誘致及び地元企業の工場増設等の支援を図ります。

助 成 金 名 交付要件
補助金・奨励金の額 限度額

助成対象経費 対象業種 投下固定資産総額

1.企業立地助成金

別表第1に定める業種 3,000 万円以上

土地、建物（空き工場含む。）の取得については、投下固定資産総額の20％

以内

土地の造成費、償却資産の取得費、空き工場の改修費等については、投下

固定資産総額の10%以内

１億円

工場等建設に伴う投下固定資産の合計額

2雇用者転入助成金 企業立地助成金に該当する企業 転入者一人につき50万円 5,000 万円
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●お土産物開発支援事業補助金・・・勝山オリジナルの新たなお土産物の開発、既存商品のブラッシュアップ等に要する経費に対し補助金を交付します。

●まちなか賑わい創出事業補助金・・・・・・市内商業団体が行う集客促進又は市民の消費拡大を目的とする事業に対し補助金を交付します。

●商業施設出店促進事業補助金・・・・・・空き店舗、空地等を活用して新規に出店する事業者に対し補助金を交付します。

●ものづくり技術・研究開発支援事業補助金・・・・・市内事業者の販路拡大（商談会等出展）に要する経費に対し補助金を交付します。

２．特色あるものづくりを支援し、魅力ある地域の産業の活性化を図ります。

事業名 助成対象 補助金の額及び限度額

おもてなし商品開発等支援事業

「おもてなし」の心で観光の産業化に取り組む市内に住所を有する事業者及び団体が、新たな土産

物・既存商品の開発、ブラッシュアップ、販路開拓に要する費用。開発に当たり、外部専門家等の

指導を受ける場合の費用。

補助対象経費の2／3以内

商品開発・販路開拓 限度額50万円

外部専門家派遣 限度額10万円

３．市内店舗の売上向上や集客促進を目指した事業を支援し、市内での消費拡大・地域経済の活性化を図ります。

補助対象者 助成対象 補助金の額及び限度額

５店舗以上が会員となっている商業団体

で、構成員の3／４以上が市内に住所を有

していること。

商業団体等が新規に行うイベント又は集客チラシ、商店街マップ、包装紙の作成等の事業で、かつ各店

舗の売上向上及び集客促進につながる10万円以上の事業。

補助対象経費の１／２以内 限度額50万円

４．新規出店者・新分野での出店者を支援し、市内での出店促進を図ります。

※上記店舗改修費補助の他、土地、建物の賃借料についても補助があります。（補助対象経費の１／２ 限度額月額５万円、36か月間）

※勝山商工会議所が主催する創業塾等を受講し、商工会議所の推薦を受けた者を補助の対象とします。

※市外からの移住者に限り、市外で店舗を営業していても補助対象とします。

補助対象者 補助対象経費 補助対象地域 補助金の額及び限度額他

・市内の空き店舗等を活用し新規に商業施設を出店しようとする者

・新分野に進出し、新規に商業施設を営業しようとする者

※商業施設…物品の販売、飲食又はサービスの提供等を行い、かつ、

不特定多数の市民が利用することができる施設。

出店に係る店舗

改修費

市内全域

景観形成地区では、外観整備をする場

合は、景観創出事業を必ず併用するこ

と

補助対象経費の１／２以内 限度額２０0万円

事業名 助成対象 補助金の額及び限度額

．ものづくり促進事業

．販売促進研究事業

ものづくりが新規性に富み、新技術を駆使した優れた研究開発又は新製品開発の試作。

新たな企画立案又は販売戦略に基づいて行われる県内外の展示会や自社独自の商談会への積極的な出展、新規

技術や新たな製品の販路開拓の研究。

補助対象経費の１／２以内 限度額１0０万円

補助対象経費の１／２以内 限度額5０万円
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◎会計別予算規模 （単位：千円）

補　正　額 補正前予算額 補正後予算額計

前年同期
増減比率

(前年同期補正後予算額)

１ 11,087 12,477,608 12,488,695 △ 0.9 12,605,228

２ 104,245 6,707,139 6,811,384 △ 8.8 7,468,015
（１） △ 17,576 47,300 29,724 △ 12.7 34,040

（２） 20,500 821,674 842,174 △ 14.4 984,119

（３） △ 2,606 168,349 165,743 6.6 155,489

（４）                  -                  -                  - △ 100.0 40,005

（５） 87,325 2,463,935 2,551,260 △ 16.1 3,040,549

（６） △ 2,705 326,447 323,742 4.0 311,227

（７） 25,651 2,788,121 2,813,772 △ 0.4 2,825,116

△ 700 9,800 9,100 △ 9.9 10,100

（８） △ 5,644 81,513 75,869 12.6 67,370

３ △ 9,421 838,066 828,645 △ 1.3 839,943
（１） △ 9,421 838,066 828,645 △ 1.3 839,943

合　　　　　　　計 105,911 20,022,813 20,128,724 △ 3.8 20,913,186

◎補正内容 （単位：千円）

○　国の補正予算（第1・2号）による主な事業 補正予算額

　・プレミアム付商品券事業費 （平成31年度にプレミアム付商品券を発行するための準備経費） 1,718

　・鳥獣被害防止総合対策事業費 （有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、ワイヤーメッシュ柵設置に対し助成） 811

　・道整備交付金事業費 （市道の改良、橋梁の拡幅工事） 47,451

　・消防団活動費 （消防団用デジタルトランシーバーの整備） 2,141

　・小学校校舎整備事業費 （全小学校音楽室に空調設備を設置） 19,917

　・中学校校舎整備事業費 （全中学校音楽室に空調設備を設置） 9,927

○　その他の主な事業

　・電車利用促進対策事業費 （えちぜん鉄道連高架化負担金の確定による増額等） 1,253

　・福祉サービス事業費 （障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス給付費の増額） 17,000

福井県勝山市総務部財政課財政Ｇ

区　　　　　　　　分 備　　考

一 般 会 計

特 別 会 計

育 英 資 金 会 計

下 水 道 事 業 会 計

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計

簡 易 水 道 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

介 護 保 険 会 計 保 険 事 業 勘 定

介 護 保 険 会 計 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

市 有 林 造 成 事 業 会 計

企 業 会 計

水 道 事 業 会 計

合　　　　　計

　　TEL：0779-88-8120　e-mail:zaisei@city.katsuyama.lg.jp

 平成22年度　9月補正予算（案）の概要 平成30年度3月補正予算（案）の概要
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