
　開府 500 年という大きな節目の年を迎えました。この一年を、本市の魅力を広く
発信する機会とするだけでなく、次代へとつなぐ人づくりに注力するなど、本市の発
展の礎を築く一年となるよう取り組んでいきます。また、中核市として新たな一歩を
踏み出すことから、人口減少や少子高齢化をはじめとする地方自治体を取り巻くさま
ざまな重要課題の克服に取り組むなど、甲府圏域のさらなる発展を牽引し、未来に責
任が持てる持続可能な行財政運営に努めていきます。

～「人・まち・自然が共生する未来創造都市  甲府」をめざして～
問財政課…☎（２３７）５２９２

令和元年度主な事業と予算

【施策の柱　産業を振興する】
〇商工業推進事業…927 万円
〇地場産業振興対策事業…2,634 万円
〇農業経営基盤強化促進対策事業…2,318 万円（★稼ぐ農
業の育成と拡大のため、プロファーマーを認定し、その
支援に係る経費など）
〇森林林業普及啓発事業…1,147 万円（★第４回「山の日」
記念全国大会の開催に係る負担金など）
〇雇用促進対策事業…1,943 万円

【施策の柱　交流と賑わいを創出する】
〇まつり推進事業…2,630 万円（「小江戸
甲府の夏祭り」の開催に係る経費など）
〇観光開発事業…2,887 万円
〇甲府城周辺地域活性化計画整備事業…655 万円（甲府城
南側エリアなどの整備に向けた計画の策定に係る経費）
〇創作の森おびな事業…4,105 万円

２．魅力があふれ人が集う活力あるまちをつくる
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●地域資源を活かした特色ある生産品などのブ
ランド化や、新たな販路開拓の支援

●若者や外国人留学生などの就職支援や、女性
の就業および起業をサポートする体制の構築

●交流人口の拡大を図る取組の推進や、外国人
観光客の受入れ環境の整備

●東京圏からの移住・定住の促進

１．いきいきと輝く人を育むまちをつくる

★は新規事業、 は中核市移行関連事業中

【施策の柱　次代を担う子どもたちを育む】
〇教育・保育施設等運営給付事業…56 億 4,541 万円
〇すこやか子育て医療費助成事業…７億 4,092 万円

小児慢性特定疾病対策事業…3,643 万円（小児慢性特
定疾病により療養を行っている児童などの医療費の負担
軽減および自立支援に係る経費）
〇子育て総合相談窓口運営事業…1,747 万円
〇母子保健事業…２億 4,969 万円
★子ども運動遊び事業…77 万円（プレイリーダーの養成
など、子どもたちの運動
能力の向上と健やかな心
身の育成に係る経費）
〇維持管理事業（小・中
学校）…６億 9,736 万円

（★小・中学校の普通教室におけるサーキュレーター設
置および城南中学校通学橋の改修に係る経費など）
〇教材・情報環境整備事業（小・中学校）…１億 9,956 万円

（★小・中学校のパソコン教室におけるタブレットパソ
コンの導入に係る経費など）
〇中道北小学校移転事業…８億 6,170 万円（リニア中央
新幹線の整備に伴う中道北小学校の移転に係る経費）

中

●子どもたちの健やかな心身の育成や、地域で
子育てを応援する取組の展開

●学習環境の整備や学習用機材の充実などによ
る質の高い学校教育の提供

●本市の歴史や文化などを学び、郷土を誇り愛
する気持ちを育む取組の実施

●グローバルな感性を持った人材の育成や、生
涯学習の充実およびスポーツの振興

【施策の柱　心豊かで輝く人を育む】
〇東京オリンピック・パラリンピック事前
合宿等推進事業…2,502 万円
〇文化芸術推進事業…2,419 万円（★「将棋
の日」の開催に係る負担金など）
★武田氏館跡歴史館管理運営事業…3,355 万円（４月にオー
プンした「信玄ミュージアム」の管理・運営に係る経費）
〇国際交流事業…1,061 万円（★こうふ開府 500 年を記念
し、姉妹都市などとの交流を一層深めるための経費など）



７　　　令和元（２０１９）年／５月号

【施策の柱　豊かな自然と良好な生活環境を確保する】
〇動物園整備事業…1,670 万円
〇ごみ減量と資源リサイクル事業…３億 7,730 万円
〇公営住宅整備事業…16 億 1,353
万円（（仮称）北新団地 C 棟の建設に
係る経費）
★市営住宅駐車場整備事業…772
万円
〇建築物耐震化支援事業…３億 2,944 万円（★私有ブロッ
ク塀などの耐震改修に係る補助金など）

生活衛生事業…3,701 万円（飲食業、理容・美容業な
どの生活衛生関係事業者への指導などに係る経費）

動物愛護事業…2,779 万円（動物の愛護と管理に係る
経費）

【施策の柱　都市基盤の利便性を高める】
〇公共交通体系整備推進事業…
1,951 万円（★千代田地区のコミュ
ニティバス運行に係る経費など）
〇バス利用促進対策事業…5,620
万円
〇和戸町竜王線整備事業…５億 7,877 万円
〇甲府駅周辺土地区画整理事業…13 億 8,556 万円

中

中

〇協働づくり推進事業…2,000 万円
〇こうふ開府 500 年記念事業…１億 7,471 万円（「こうふ
ドリームキャンパス事業」、「甲府ラーニングスピーチ事
業」の実施に係る経費など）
〇中核市推進事業…368 万円（★中核市
移行記念講演に係る経費など）

５．基本構想の推進

●協働によるまちづくりの推進

●効果的な本市の魅力の発信

●近隣自治体との連携

●効果的・効率的な行財政運営と財政健全化

●市民ニーズを的確に把握し行動するアクティ
　ブな組織への進化

３．安全で安心して健やかに暮らせるまちをつくる

●防災意識の醸成や資機材などの整備・充実を
　通じた、地域防災力の強化

●防犯活動や交通環境の改善

●先進的な「健康づくり」や「生きがいづくり」の
　展開

●質の高い総合的な保健・衛生・福祉サービス
　の提供や、介護予防の充実

●水道水の安定供給や生活排水の適正処理など
　による良好な住環境の提供

●利便性の高い公共交通ネットワークの整備

●都市基盤の整備や計画的な土地利用の推進

【施策の柱　安全な暮らしを守る】
〇防災対策整備事業…１億 4,738 万円（★防災拠点の整備
および小・中学生を対象とした防災
研修会に係る経費など）
〇一般河川改修事業…8,763 万円

（★野間川の治水対策に伴う河川改
修実施設計に係る経費など）
〇水防事業…1,316 万円（★多言語洪水ハザードマップの
作成に係る経費など）

【施策の柱　健やかな暮らしを支える】
〇介護保険サービス事業…10 億 31 万円（介護予防や日
常生活の支援に係る経費など）
〇成年後見制度普及促進事業…1,781 万円（★成年後見制
度の利用促進を図るために設置する「中核機関」の運営に
係る経費など）
〇重度心身障害者医療費助成事業…７億 1,543 万円
〇自立支援サービス事業…35 億 6,199 万円
〇地域生活支援事業…１億 8,237 万円（★障がい者に対
する支援の充実を図るための、地域生活支援拠点の設置
に係る経費など）
〇健康づくり推進事業…3,021 万円（　 難
病支援事業・精神保健事業に係る経費な
ど、★第 14 回「食育推進全国大会」の開催
に係る負担金など）
〇健康診査事業…１億 5,407 万円（★胃が
んリスク検診（対象年齢拡大）に係る経費
など）
中感染症対策事業…2,679 万円（感染症の予防、まん延
防止対策に係る経費など）
中医療安全対策推進事業…341 万円（病院・診療所など
への立入検査に係る経費など）

中

４．自然と都市機能が調和する快適なまちをつくる

●再生可能エネルギーの導入・普及促進や、ゴ
　ミの減量化・再資源化などの推進



収入
  744億4,350万円

支出
744億4,350万円

国からの収入
236 億 4,034 万円

国庫支出金、地方交付税など

県からの収入
106 億 3,073 万円
県支出金、地方消費税
交付金など

その他の収入
28 億 3,373 万円
財産収入など

市債
66 億 7,500 万円
市債発行額

収入
  744億4,350万円

支出
744億4,350万円

民生費
321 億 5,991 万円衛生費

98 億 4,158 万円
   ごみ処理や各種
   予防接種など

労働費
２億 7,184 万円
雇用促進対策など

農林水産業費
８億 1,899 万円
農林業の振興や
農業委員会業務など

商工費
８億 9,387 万円
商 工 業 や 観 光 の
振興など

土木費
66 億 8,101 万円
市道改良や土地区画
整理事業など

消防費
23 億 3,435 万円
消 防 活 動 や 防 火
水槽の設置など

教育費
63 億 751 万円
小・中学校教育や
生涯学習の振興など

公債費
75 億 3,769 万円

市債などの返済金

その他
１億 6,696 万円

諸支出金など

総務費
68 億 8,860 万円

税務、選挙、広報など、市の
全般的な管理事務など

市民からの収入
306 億 6,370 万円

市税                      290 億 3,699 万円
   分担金・負担金　 ５億 2,127 万円
   使用料・手数料     ９億 7,544 万円
   寄付金 　　　　　１億 3,000 万円

議会費
５億 4,119 万円

市議会の運営費など

　今年度の一般会計予算は、扶助費などの社会保障
関連経費や、中核市移行に伴う経費の増はあるもの
の、玉諸福祉センター建設工事の完了や、環境セン
ター中間処理施設の解体に係る経費の減などにより、
前年度の予算額と比べて０.26％減の 744 億 4,350 万
円となりました。

　特別会計および企業会計の予算は、水道事業会計、
地方卸売市場事業会計における建設改良費の増など
により、対前年度比２.51％増の 781 億 5,430 万円と
なりました。
　一般会計・特別会計・企業会計の総額では、対前
年度比１.14％増の1,525億 9,780万円となりました。

（総額 1,525 億 9,780 万円）

　一般会計 … 福祉・教育・環境など市民の皆さんの日常生活に関わる仕事をする会計

～地方卸売市場や病院など
　　　　　独立して経理する会計～

343 億 2,165 万円

地方卸売市場      4 億5,148 万円

病院　　　　　　105 億 9,333 万円

下水道　　　　　130 億 8,751 万円

水道　　　　　　101 億 8,933 万円

企業会計

～特定の仕事をする場合に、一般会計と別に経理する会計～

438 億 3,265 万円

農業集落排水 3,420 万円

簡易水道等 7,337 万円

後期高齢者医療 24億8,540 万円

浄化槽 2,404 万円

母子父子寡婦福祉資金貸付　　　
　　　　　　　　 　　1,505 万円

国民健康保険 202 億 4,976 万円

交通災害共済	 5,268 万円

住宅新築資金等貸付 5,511 万円

介護保険 208 億 1,932 万円

古関・梯町簡易水道 2,372 万円

問財政課…☎（２３７）５２９２

令和元年度予算概要

医療費の助成や
保育所の運営など
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特別会計


