平成３０年度 予算の概要
「人 ･ まち ･ 自然が調和する活力都市とやま」の実現を目指して
［問い合わせ］
財政課

☎４４３－２０２２

一般会計 1,5６８億382万円
一般会計とは、
福祉・教育・道路整備・ごみ処理など地方公共団体が行うこととされている基本的な事業を経理する会計です。

歳出

歳入
県支出金
10５億1,１００万円
（６.７％）

その他 1４億８,４９２万円（1.０％）

（目的別）

その他
２００億7,8０１万円
（12.８％）

市債
1５９億１,８１０万円
（１０.２％）

市税
72７億7,445万円
（４６.４％）

国庫支出金
２０６億 2,2２６万円
（1３.１％）

平成30年度 予算の編成方針
引き続き総合計画をはじめとする各種計画に位置付けた
事業を着実に推進し、
「人・まち・自然が調和する活力都市と
やま」の実現を目指します。
本市の財政は、歳入では市税の若干の減収が見込まれるう
え、市町村合併の支援措置が段階的に縮小されることなどか
ら、実質的な地方交付税の減収も見込まれます。また、歳出に
おいては、少子高齢化の影響などにより、扶助費などの義務
的経費が依然として高い水準となっています。
厳しい財政状況ではありますが、効率的な予算配分で、市
民一人一人が将来に希望を持てる、魅力あるまちづくりを進
めていきます。
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【内訳】議会費 ８ 億 ４６４万円
労働費 ５ 億5,978万円
災害復旧費 2,050万円
₁億円
予備費

農林水産業費
4３億1,１４９万円（2.８％）
消防費
４５億6,597万円（２.９％）
衛生費
８９億8,987万円
（５.７％）
教育費
１２１億2,416万円
（7.７％）

地方交付税
16９億円
（10.８％）
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商工費
３７億3,160万円（2.４％）

民生費
5７０億８１８万円
（36.４％）

総務費
16２億４５４万円
（10.３％）
公債費
2２４億4,832万円
（１４.３％）

土木費
2５９億3,477万円
（1６.5％）

【内訳】
元金 20３億７,９６０万円（13.０％）
利子 2０億6,872万円（1.３％）

6 つの重点施策
① 出産・子育て環境の充実と女性の活躍推進
② 在宅医療・介護の連携など地域包括ケア体制の推進と
元気な高齢者の活躍推進
③ 第 ２ 次環境未来都市計画および第 ３ 期中心市街地活性化
基本計画に位置付けられた事業の着実な推進
④ 公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまち
づくりの推進
⑤ 企業立地の促進および産業の振興による地域経済の活性化
⑥ 新時代に対応した人材育成のための教育の充実

歳出 （性質別）

その他
繰出金

義務的経費

783億2,779万円（４９.８％）

【内訳】
扶助費
人件費
公債費

３１５億９,５５１万円
（２０.１％）
2４２億８,３９６万円
（１５.４％）
2２４億４,８３２万円
（１４.３％）

０

1５７億６,５４９万円（１0.1％）

物件費
2２６億7,850万円
（1４.５％）

49億573万円（3.２％）

投資的経費

補助費等

17７億2,335万円 17４億２９６万円
（11.３％）

（11.１％）
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特別会計 1,３２８億２,７０９万円
特別会計とは、特定の事業を行うため一般会計と区別して経理する、条例
に基づいて設置している会計です。
会計
公債管理
駐車場事業

予算

30９億４,６８０万円 白樺ハイツ事業

まちなか診療所事業

予算
6,９６７万円

３ 億9,846万円 牛岳温泉健康センター事業

４,７９７万円

3,８２６万円 牛岳温泉スキー場事業

２ 億２,322万円

母子父子寡婦福祉資金貸付事業
後期高齢者医療事業

会計

10２億１,９８３万円 競輪事業

1１６億６,８８４万円

₁億2,４９２万円 農業集落排水事業

13億７,１９４万円

介護保険事業

4０４億 ５８６万円 公設地方卸売市場事業

３ 億１,7８７万円

国民健康保険事業

３４９億4,2２８万円 軌道整備事業

企業団地造成事業

１８億８,６８０万円 賃貸住宅・店舗事業

１,９０２万円
₁億４,５３５万円

企業会計
４５７億4,６９７万円

企業会計とは、独立採算制を原則とする

企業色の強い事業を行う場合に、地方公営
企業法の規定により設置している会計です。
会計

予算

水道事業

97億

工業用水道事業

5 億7,259万円

公共下水道事業

213億7,545万円

病院事業

140億9,866万円

２７万円

予算の内訳
平成30年度の一般会計、特別会計、企業会計を合計した

一般会計の歳出では、子育て支援や高齢者・障害者福祉

予算総額は、3,353億7,788万円で、前年度当初予算と比べて

などの民生費が、最も大きな割合（36.4％）を占めており、次

2.4%の減となっています。

いで、富山駅周辺整備事業や、市街地再開発、公園・道路整

一般会計については、
1,568億382万円で１.５％の増、特別

備などの土木費（16.5％）、公債費（14.3％）となっています。

会計は、
1,328億2,709万円で７.５％の減、企業会計は、457億

一般会計の歳出を性質別でみると、義務的経費
（扶助

4,697万円で0.7％の増となっています。

費・人件費・公債費）が49.8％を占めています。

一般会計の歳入では、市税が最も大きな割合
（46.4％）を
占めています。償却資産における設備投資が好調なことか
ら固定資産税の増収が見込まれる一方、法人市民税が振る
わないことから市民税の減収が見込まれ、市税は、前年度
当初予算と比べて0.1％の減となっています。
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平成30年度予算の主な事業
平成30年度に取り組む主な事業を総合計画の
「₄つのまちづくりの目標」に沿って掲載しています。

Ⅰ すべての人が輝き安心して暮らせるまち
企業主導型保育事業所設置促進事業
…1,027万円

切れ目ない子育て支援体制構築事業
…3,7９１万円

して助成を行い、保育の受け皿の確

援体制を構築するため、保健師など

保に努めます。

の職員をフィンランドのネウボラの

ひとり親家庭学習支援事業
…439万円

視察に派遣し、産後ケア応援室や保

ボランティアが公共施設で実施して

祝福するとともに、育児の相談や支

企業主導型保育事業所の設置に対

ひとり親家庭の中学生を対象に、

いる学習支援の開設箇所を、平成30
年度から₁カ所増やし、
₃カ所で実

妊娠期からの切れ目ない子育て支

健福祉センターの支援に生かします。
また、赤ちゃん一人一人の誕生を
援を行うきっかけづくりとするため、
保健福祉センターで育児用品を詰め

施します。

合わせたベイビーボックスをプレゼ

ウェルカムベイビーおむつ事業
…340万円

児童館施設整備事業…₂億10万円

第 ３ 子以降の赤ちゃんが生まれた

家庭に、紙おむつ １ カ月分をお祝い
品として贈ることで、多子世帯の子
育てを応援します。

放課後児童健全育成事業
特別拡充事業 … １ 億1,214万円

地域児童健全育成事業の利用児童

数が多い校区などにおいて、民間に
よる学童保育施設の開設にかかる新
たな補助制度を設け、学童保育への

ントします。
子どもたちの健全な遊びの場の整

備を進めるため、CiC₅階での中央児
童館の開設に向けた改修工事、星井
町児童館の改築のための設計などを
行います。

小・中学校の施設整備事業
…１９億８,９３９万円

老朽化した校舎・体育館・プールの改

築や大規模改造、耐震補強工事を行う
など、学校施設の耐震化を進め、安全で

民間事業者の参入を促します。

快適な教育環境づくりを推進します。

保育所建設事業…₇億9,844万円

プログラミング教育推進事業
…530万円

安全で快適な保育環境づくりを推

進するため、堀川保育所や愛宕保育
所の改築工事、呉羽保育所や
（仮称）
婦中熊野・宮川保育所の改築のため
の設計などを行います。

小学校で平成３２年度から実施され

る新学習指導要領のプログラミング
学習について、子どもたちが論理的
思考力を身につけることができるよ
う、
教員の指導力向上を図ります。

外国語指導助手配置事業
… １ 億2,512万円

新学習指導要領移行期間における

授業時数の増加に対応するため、外
国語指導助手（ALT）を21人から27人
へ増員します。

ICT活用認知症高齢者捜索支援事業
…１,０００万円
はいかい
ICTを活用して、徘徊する認知症高

齢者を早期に発見できる体制づくり
を進めます。

公民館建設事業… 4 億3,505万円

八尾公民館の改築工事や長岡公民

館の用地取得、奥田北公民館の改築
のための設計などを行います。

ヘルスケア推進事業…1,664万円

住民の特定健診の受診を推進し、

糖尿病など慢性疾患のリスクが低い
段階から、疾病予防・健康づくりに取
り組むことを支援します。

障害者就労支援促進事業…９５３万円

障害者の一般就労を促進させるた

め、就労移行コーディネーター₂人
を配置し、一般就労を希望する障害
者と一般企業とのマッチングなどを
実施します。

ねんりんピック開催事業
…₁億320万円
11月に開催される、ねんりんピッ

堀川保育所
（イメージ）
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ク富山2018の円滑な運営に向けて準
備を進めます。

Ⅱ 安心・安全で持続性のある魅力的なまち

路面電車南北接続後の富山駅高架下
（イメージ）

富山駅周辺地区南北一体的な
まちづくり事業…２２億6,393万円

南北自由通路や富山駅南口駅前広場

エスディージーズ

S D Gs推進事業

…９９９万円

国連サミットで採択された先進国

を含む国際社会全体の持続可能な開

カラス対策事業

的に取り組み、
都市のイメージアップ

を行うとともに、県と連携した富山駅

発目標であるSDGsの推進について、 を図ります。
関連事業の推進や市民への普及啓発

付近連続立体交差事業や、路面電車の

を図ります。

南北接続第 2 期事業を推進します。

国際展開事業

などの富山駅周辺公共施設の管理運営

不二越・上滝線活性化事業
…1,242万円
本市の公共交通軸である富山地方

…2,３２７万円

インドネシア共和国バリ州タバナ

ン県における小水力発電事業の普及
支援のほか、
他地域での低炭素社会形

…2,712万円

都心部のカラスの捕獲などに重点

除雪情報システム導入事業
…3,200万円

除雪機械の運行経路や除雪エリア

の適正化などを図るため、
GPSを活
用した運行管理を行う除雪情報シス
テムを導入します。

鉄道不二越・上滝線の活性化を図るた

成のための支援を行います。

め、
富山地方鉄道の新駅の整備などに

健康まちづくり推進事業…1,881万円

橋りょう維持補修事業
…10億8,024万円

まちづくりを推進し、過度に車に依

により計画的に点検し、
健全性を診断

対して支援します。

まちなか再生推進事業
（総曲輪三丁目地区、中央通りD
北地区市街地再開発事業）
…31億2,834万円

中心市街地の活性化を図るため、

商業施設や業務施設、居住施設など
の複合施設を整備する市街地再開発
事業を支援します。

公共交通を軸としたコンパクトな

存しないライフスタイルへの転換を
図ることにより、市民の健康増進や
にぎ

コミュニティの醸成、賑 わい創出に
つ な げ る た め、都 市 政 策 と 健 康・医
療・福祉政策などが連携した「歩きた
くなるまちづくり」の施策に取り組

しながら、
選択と集中による維持管理
を行います。また、老朽化が進んでい
る八田橋の更新事業を継続します。

河川水路整備事業、浸水対策事業、
火防水路改良事業… ５ 億６８９万円
治水機能の向上や防災・浸水対策

みます。

として、基幹河川、排水路、調整池な

公共交通活性化補助事業
…8,311万円

どの雨水流出抑制施設と、都心部の

駅周辺のまちづくりにあわせた鉄

道の利便性向上を図るため、
「富山－
東富山」間の新駅および東富山駅東
口改札の設置に向けて、あいの風と
やま鉄道をはじめとする関係機関と
連携して取り組みます。

火防水路の整備を行います。

チームとやまし推進事業…1,049万円
低炭素社会の実現を図るため、国の
ク

ー

ル

地球温暖化対策の国民運動「COOL
チ

ョ

イ

ス

CHOICE」とも連携し、市民・企業・行
政の協働プロジェクトである「チーム
とやまし」の取り組みや、環境啓発活

富山市斎場再整備事業…3,286万円

動を推進します。

PFI等導入可能性調査の結果と、学識

木質バイオマス利用計画策定事業
…1,000万円

市 内 の₄斎 場 に つ い て 実 施 し た

経験者による調査結果の詳細な検証
を踏まえ、著しく老朽化が進む富山
総曲輪三丁目地区
市街地再開発（イメージ）

市が管理する約2,200橋を、
近接目視

市斎場のPFI手法を用いた再整備の
準備を進めます。

本市の豊富な木質バイオマス資源

の持続的活用を図るため、木質バイ
オマス利用導入計画を策定します。
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Ⅲ 人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち
にぎ

…2,029万円

かいせん

中心商店街賑わい創出事業、
くすりのまち休憩所整備事業
…５００万円

鳥獣対策事業

中心市街地の活性化やまちなかの

止を図ります。今年度は、地域が主体

家住宅」の改修工事に着手するとと

賑わいを創出するため、高齢者に中

となって行う、
所持許可が不要な電動

もに、伝統的なまち並みや建造物の

央通りや総曲輪通りでのウオーキン

エアガンを使ったニホンザルの追い

歴史的景観の保全に努めます。

クマやイノシシ、
サルなどの野生鳥

獣による人身被害や農作物被害の防

岩瀬地区廻船問屋建物活用整備事業
…6,819万円
国登録有形文化財である「旧馬場

グを促すとともに、
「くすりの富山」 払いに対する市単独の補助を新設し 「富山ガラス大賞展2018」
開催事業
を感じてもらえるような休憩スポッ ます。
…4,300万円
トを設置します。
ガラス作品の国際公募展である
「富

くすり関連施設整備事業…８５０万円

佐藤記念美術館カフェ運営事業
…362万円

山ガラス大賞展2018」を開催し、現代

るため、薬をテーマとした
「くすり関

市民や国内外の観光客のホスピタリ

します。

「薬都富山」のイメージアップを図

連施設」の整備に向けて、基本構想お
よび基本計画を策定します。

富山城址公園周辺をまち歩きする

ガラスアートの魅力を国内外に発信

ティを高めるため、
佐藤記念美術館の
₁階ロビーおよび茶室を活用したカ

富山のくすりＰＲ推進事業
…1,350万円

フェコーナーの整備・運営を行います。

ため、著名人のエッセイや配置売薬

従業員の家族が利用する通所介護

広く
「富山のくすり」のＰＲを行う

事業所内託老施設推進事業
…100万円

の史料写真を盛り込んだ書籍を制作

サービスの送迎待機場所などを、事業

します。

所内に設置する費用の助成を行います。

Ⅳ 共生社会を実現し誇りを大切にする協働のまち
選ばれるまちづくり事業
（仮称）
水橋会館建設事業
… 1 億８１６万円
…1,620万円
本市が「暮らしたいまち」
「訪れた

水橋地域において新たなコミュニ

いまち」として選ばれるため、富山の

ティの拠点となる
（仮称）
水橋会館の整

魅力を発掘し、戦略的かつ効果的に

備に向けた設計を行います。

情 報 発 信 を 行 い ま す。今 年 度 は、 富山市ホームページ多言語対応事業
ファッションイベント
「TGC富山2018
…６５６万円

（東京ガールズコレクション）」の本市

で閲覧できるようにすることで、外
国人住民サービスの向上を図ります。

ふるさと納税事業 …4,518万円

寄附をしていただいた市外の方に、

感謝の気持ちとして体験型の返礼品
や特産品を送付することにより、本
市を応援していただく方を一人でも

富山市公式ホームページ全体を、 増やし、寄附額の増加につなげます。

における開催の支援などを行います。 英語や中国語など（７カ国語を予定）

その他の主要事業については、市ホームページ（「富山市予算」で検索）に掲載しています。

市民 １ 人あたりに換算すると…

■平成30年度予算
市民₁人あたり
会計

予算

■平成30年度市税

375,129 円
会計

市民₁人あたり

予算

民生費

136,383円

農林水産業費

10,３１５円

公債費

53,704円

議会費

1,９２５円

土木費
総務費
教育費
衛生費

消防費

62,045円
3８,７６７円
2９,００５円
2１,５０７円

1０,９２４円

商工費
労働費

災害復旧費
予備費

８,９２７円
1,３３９円
49円

239円

税目
市民税
固定資産税
都市計画税
事業所税
市たばこ税
軽自動車税
入湯税

174,102 円
額
74,822円
72,505円
9,395円
8,447円
6,172円
2,519円
242円

※平成30年₁月３１日現在の住民基本台帳人口
（418,000人）
をもとに算出しています。
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