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１ 当初予算の規模 

平成２９年度の高崎市の一般会計予算は、 

１,６８３億１,０００万円、前年度比３.４％の増 となります。 

また、一般会計、特別会計、企業会計を合算した平成２９年度予算の総額は、 

２,７５６億７,３０９万２千円で、前年度比２.５％の増 でございます。 

 

 

２ 予算編成の基本方針 

平成２９年度の予算編成は基本方針といたしまして、引き続き「徹底した事業

費の削減」、「重点事業の積極的な推進」、「人件費の圧縮」の３つを柱に掲げ、限

られた財源をいかに効率よく、いかに効果のある事業に配分していくかといった

視点で、選択と集中による「新しい高崎」の理念と基本政策の実現に向けた具体

的な施策を展開していくことといたしました。 
 

 

３ 一般会計予算の概要 

平成２９年度の予算編成では、２８年度の終了事業と併せて、主だったもので 

１３０項目の経費削減を行い、うち職員は企業会計等も含め市全体で７人の圧縮を

行いました。また、重点事業等に５６項目を選定し、本市が都市として、さらに成

長・発展していくための施策から重点的に財源を配分いたしました。 

はじめに、歳入の概要でございます。 
市税は全体で、５９０億９,７４３万円、前年度と比べて１.５％の増といたしま

した。引き続き市内の経済状況が回復基調にあると感じているところでありまして、

市民税個人は労働人口の増加を反映させ約１.６億円の増、市民税法人では、法人

税率引き下げ等の影響があるものの、約５.５億円、前年度比１０.６％の増といた

しました。 
固定資産税は、一般住宅の新増築家屋が増加傾向にあることから約１.３億円の

増を見込みました。 
 地方消費税交付金は、実績を勘案し前年度比１１.１％減の６４億円といたしま

した。 

地方交付税につきましては、合併算定替の縮減および地方財政計画において減額

が予定されていることから、普通交付税は７.３％減の１１５億円に、特別交付税

は前年同額の１８億円といたしました。 
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繰入金では、財政調整基金から３９億円、減債基金から７億円を繰入れるほか、

地域振興基金５.１億円、都市集客施設等建設基金６億円などを事業に活用するこ

とといたしました。 
市債は、臨時財政対策債が５１億円、建設事業債については１２２億円といたし

ました。 
なお、年度末市債残高は、土地取得事業特別会計を合わせた普通会計ベースで 
４８億円増の１,４４４億円となります。 

次に、歳出の主要な事業等を、「新しい高崎」の基本政策に基づき政策分野ごと

に分類して説明をいたします。 
 

『教育と人づくり』 

小中学校の英語教育では、学力向上を図るため外国語指導助手を全小中学校８３

校に配置いたします。 
また、児童生徒の学力向上を目指した取り組みを、地域や保護者と連携しながら

継続して実施し、不登校対策では、スクールソーシャルワーカーを増員し、支援の

更なる強化を図ってまいります。 
学校施設につきましては、既存施設の維持補修を重点的に行ってまいります。さ

らに、箕輪小学校や高南中学校の校舎整備など、教育施設の環境整備を進めてまい

ります。 
また、市内小学校の児童を対象に、昨年まで実施していた臨海学校に替わり、新

たに榛名湖畔に整備した林間学校において自然体験活動を実施いたします。 
他にも、創立６０周年を迎える高崎経済大学では、新たに経済学部に国際学科を

開設するなど、幅広く本市の教育環境を整備してまいります。 
 
・英語教育の強化             ３４８,８２４千円（２８ページ） 

（別添、当初予算の概要及び主要事業 ２７ページ） 

・学力アップの推進              ４４,０００千円（２７ページ） 

・スクールソーシャルワーカーの拡充      １３,７４４千円（２７ページ） 

・学校施設の維持補修の拡充          ４４１,７００千円（２７ページ） 

・学校施設の校舎等整備         １,４９７,４２５千円（２７ページ） 

・林間学校榛名湖荘の開校            ９２,０７７千円（２８ページ） 

・高崎経済大学の運営支援         ３５０,０００千円（２８ページ） 

『産業の振興』 

本市の産業振興への総合的な取り組みとして、高崎のブランド力を向上させるた

め効果的なシティプロモーションを拡大して実施してまいります。 

農業の振興では、新品種や新商品の開発、普及宣伝活動および６次産業化、農商
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工連携に取り組む活動を、引き続き支援してまいります。 
商工施策では、地元企業の支援策として「中小企業経営安定化助成」や、多くの

方々にご利用いただいております、「まちなか商店リニューアル助成」「住環境改善

助成」に引き続き必要な予算を確保し、集客力の向上や商店街の活性化、市民生活

の向上につなげてまいります。 
ビジネス誘致施策では、都内のイベント会場において本市の産業、文化および観

光等を広く発信してまいります。さらに、分譲が始まりましたスマートインターチ

ェンジ周辺開発と併せて、ビジネス誘致施策を引き続き積極的に展開してまいりま

す。 
 

・高崎ブランド・シティプロモーションの推進 ４８,０００千円（１０ページ） 

・農業の振興（地産多消の推進） 

農業者新規創造活動支援        １５０,０００千円（１８ページ） 

・地元企業支援策 

中小企業経営安定化助成        ８４０,０００千円（１９ページ） 

まちなか商店リニューアル助成     ３００,０００千円（１９ページ） 

住環境改善助成            １００,０００千円（２５ページ） 

・ビジネス誘致施策の推進 

高崎シティプロモーション        ３０,０００千円（１９ページ） 

ビジネス立地奨励金          １４５,２２１千円（１９ページ） 

産業立地振興奨励金          ２４０,４２４千円（１９ページ） 

・スマートＩＣ周辺整備事業         ２７４,３７２千円（２４ページ） 

『文化と歴史を活かした創造的な高崎』 

文化事業では、高崎音楽祭の事業を拡大して支援し、音楽でのまちづくりを推進

いたします。 
スポーツの振興では、浜川運動公園を拡張し、ソフトボール場とテニスコートの

整備工事に着手いたします。 
また、本市のスポーツ振興やＰＲに寄与する活動を行うスポーツチームを有する

企業等に対して引き続き支援を行ってまいります。さらに、新たに高崎アリーナで

開催予定の国際的な各種スポーツイベント等を支援し、市内スポーツの更なる振興

を図ってまいります。 

歴史を活かしたまちづくりでは、上野三
こうずけさん

碑
ぴ

の「世界の記憶」登録へ向けた広報活

動に継続して取り組みます。また、新たに榛名神社の本殿など、国の重要文化財建

造物の修復を支援してまいります。 

史跡の保存整備では、「北谷
きたやつ

遺跡」の公有地化と、「日高遺跡」「箕輪
みのわ

城跡」等の

整備につきましても継続して実施してまいります。このほか重要遺跡調査として、

多胡
た ご

碑
ひ

周辺遺跡と上野
こうずけ

国分
こくぶん

尼寺
に じ

跡
あと

の発掘調査も実施してまいります。 
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・文化事業の拡充             ２２３,０７４千円（１１ページ） 

・スポーツの振興 

  浜川運動公園拡張整備        １,９５１,６２９千円 

（２２・２５ページ） 

  企業スポーツ等振興支援         ７５,０００千円（１９ページ） 

  国際スポーツイベント等開催支援     ９８,０００千円（１１ページ） 

・歴史を活かしたまちづくり 

上野三碑「世界の記憶」登録推進事業   １４,５５１千円（２８ページ） 

榛名神社保存修理支援          １０,０００千円（２８ページ） 

史跡の保存整備            １８５,２７０千円（２８ページ） 

『やさしい眼差しに満ちた市政』 

平成２９年４月に開設する多機能型住居内に、子どもから高齢者まで世代を超え

て集い交流することができる、新たなコミュニティーを創出します。１階には「シ

ルバーセンター田町」、２階には子育てに関する相談や支援の拠点となる「子育て

なんでもセンター」、さらに７階から１０階までの住宅スペースは、これからの高

崎の福祉を担う介護士・保育士・看護師等を対象とした住宅としてまいります。 

子育て支援対策といたしましては、「待機児童ゼロ」の継続に向け、定員増を目

的とする私立保育所等の整備や、保育士確保に必要な人件費の補助を引き続き実施

するとともに、病児・病後児保育および一時預かり保育の支援を拡充し、更に保育

所および幼稚園等における「気になる子」への支援を継続し、保育環境の更なる充

実を図ります。 

こども発達支援センターでは、発達障害児に対する支援の更なる充実を図ってま

いります。また、放課後児童クラブにつきましても、地域の実情にあわせてクラブ

を増設してまいります。 

福祉の充実では、高齢者の増加や地域の実情に合わせ、昨年新たに設置いたしま

した高齢者あんしんセンターを更に増設するとともに、新たに高齢者が気軽に集ま

ることができる居場所を確保する活動に対して支援を行います。 

また、介護者の急用時に市内どこでもヘルパーが即時に対応し、２４時間３６５

日体制で介護者の負担軽減や介護離職の防止を図る、「介護ＳＯＳサービス事業」

を継続して実施し、在宅高齢者のための「あんしん見守りシステム」の普及も引き

続き促進させ、ひとり暮らし高齢者等の生活不安の解消に努めます。 

救急医療体制の充実では、国立病院機構高崎総合医療センターの診療機能を充実

させるため新病棟整備に対し支援してまいります。また、市内における「たらい回

しゼロ」「２４時間３６５日の救急医療体制」を継続するため、市内医療機関に対

して脳卒中患者を含めた救急搬送患者の受入態勢の強化および小児救急医療体制

整備への支援等を引き続き実施してまいります。 

医薬品販売体制につきましても、市民の安心安全を充実させるため、夜間営業の

薬局での２４時間の販売体制を継続いたします。 

母子保健事業では、不妊・不育症治療に対する助成を継続し、小児難病対策では
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医療費や通院費用の一部を引き続き助成してまいります。 

保健対策事業では、昨年１０月から開始したＢ型肝炎の定期予防接種を実施いた

します。 

がん検診事業では、胃がん対策として従来のバリウム検診に加え、新たに内視鏡

での検診を追加いたします。 

また、新たな支援として地域の集団検診会場へ行くことが困難な７０歳以上の高

齢者に対し、タクシー代の一部を助成いたします。 

 

・多機能型住居の開設 

シルバーセンター田町運営事業（１階）  ７０,３４４千円（１３ページ） 

子育てなんでもセンター運営事業（２階） ９３,４７２千円（１３ページ） 

住宅運営事業（７～１０階）      １２０,２５３千円（２５ページ） 

・子育て支援対策 

保育所入所待機解消支援事業      １０４,９２０千円（１３ページ） 

保育所等緊急整備補助         ３９１,６６３千円（１３ページ） 

病児・病後児保育事業          １２３,１６１千円（１３ページ） 

一時預かり保育事業           ７４,３５１千円（１３ページ） 

「気になる子」保育支援          ５７,８６０千円（１４ページ） 

こども発達支援センター運営      １０９,９６４千円（１４ページ） 

放課後児童クラブの増設        ６５９,４４５千円（１３ページ） 

・福祉の充実 

高齢者あんしんセンターの拡充     ５１１,０００千円（１４ページ） 

地域の居場所活動支援           ６,７２０千円（１４ページ） 

介護ＳＯＳサービス事業         ６６,０００千円（１４ページ） 

高齢者等あんしん見守りシステムの拡充 ２７０,４４５千円（１４ページ） 

老人福祉施設の整備費補助        ６４０,２４３千円（１４ページ） 

・救急医療体制の充実 

高崎総合医療センター新病棟整備支援（債務負担行為）   （１５ページ） 

脳卒中患者受入体制強化補助       ４８,０００千円（１５ページ） 

救急患者の受入促進           ８７,０００千円（１５ページ） 

 ・小児救急医療体制の充実 

小児救急医師の確保           ２４,０００千円（１５ページ） 

   夜間小児救急医療体制の整備       １５,０００千円（１５ページ） 

・夜間医薬品販売体制の継続         ２７,０００千円（１５ページ） 

 ・母子保健事業の充実 

不妊・不育症治療費助成        １４４,８４３千円（１６ページ） 

  小児慢性特定疾病医療費等特別助成     ４,５００千円（１６ページ） 

・保健対策事業の拡充 

   Ｂ型肝炎個別予防接種事業        ６９,０００千円（１６ページ） 

   がん検診事業             ４１３,９２０千円（１７ページ） 

   高齢者の集団検診受診支援         ４,０００千円（１７ページ） 



 6

『合併した地域の個性を活かした魅力づくり』 

倉渕地域では、旧川浦小学校の跡地に、小中学生が生きた英語に囲まれて山村留

学ができる施設の整備および運営に向けた準備を進めてまいります。 
榛名地域においては、好評をいただいております「榛名山ヒルクライムｉｎ高崎」

など、地域資源を活かしたイベントを開催いたします。 
新町地域においては、新町駅のバリアフリー化を促進するため、駅構内の線路上 

を横断する連絡路に、エレベーターを設置するための詳細設計を実施いたします。 

吉井地域においては、吉井中央公園（仮称）の整備と併せて、進入路の整備を引

き続き行ってまいります。 
また、倉渕、榛名、吉井地域への定住を促進するため、住宅新築等の際の利子補

給を継続して実施いたします。 
老朽化した道路など社会資本整備については、修繕や延命化が喫緊の課題であり

ますが、２９年度も引き続き従来の予算に加えて、旧市と６支所の地域において、

積極的・弾力的な対応が図れるような予算を計上いたしました。 
 
・くらぶち英語村（仮称）整備       ３７３,９２５千円（１０ページ） 

・榛名地域スポーツ振興           ３９,５００千円（１１ページ） 

 （榛名山ヒルクライムｉｎ高崎など） 

・新町駅エレベーター整備          ３３,０００千円（２２ページ） 

・吉井中央公園（仮称）整備               ２１４,８１３千円 
（２１･２５ページ） 

・移住促進資金利子補給           １０,１００千円（１０ページ） 

・道路橋りょう維持補修工事         ５２０,０００千円（２１ページ） 

  うち支所地域維持補修工事       １２０,０００千円 

『安心・安全な地域社会づくり』 

防災対策事業では、建築物の倒壊を防ぐため耐震化を促進してまいります。また、

防災無線の未整備地域等において、新たな情報放送システムを整備し、併せて地域

の自主防災組織への支援を拡充してまいります。 
防犯対策では、全市的な犯罪抑止とごみの適正排出を目的として、防犯カメラと

ごみステーション見守りカメラを更に増設いたします。 
交通安全対策では、引き続き道路等の破損箇所を迅速に補修し、カーブミラーな

どの安全施設も拡充整備してまいります。また、小学校周辺には、児童や歩行者の

安全を守るためのグリーンベルトの設置を推進するとともに、車両の速度を抑える

ための路面段差も増設してまいります。 

高浜クリーンセンターの建替えにつきましては、３４年度の供用開始を目指し、

事業を推進してまいります。 

里山再生・有害鳥獣対策では、ぐんま緑の県民基金を有効に活用し安全な里山環

境等を整備してまいります。 
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・防災対策事業の推進 

建築物等耐震化促進事業         ９９,２５４千円（２１ページ） 

  防災情報放送システムの整備       ６２,０００千円（２６ページ） 

  自主防災組織への支援拡充        １０,０００千円（２６ページ） 

・防犯対策の更なる推進           ９２,８０９千円（１０ページ） 

・交通安全対策 

生活道路緊急舗装工事         １００,０００千円（２１ページ） 

交通安全施設整備工事         １３０,０００千円（２２ページ） 

小学校周辺道路交通安全対策       １２,０００千円（２２ページ） 

通学路グリーンベルト設置         ３０,０００千円（２２ページ） 

・高浜クリーンセンター建替事業等      ３９３,４９８千円 

（１７・２１ページ） 

・里山再生・有害鳥獣対策            ４９,４３５千円（１８ページ） 

『大勢の人が歩き、賑わう街』 

観光施策の拡充では、好評をいただいた、まちなかでの「高崎だるま市」を、規

模を拡大して実施いたします。また、「高崎の食」を全国に発信するための各種施

策を継続実施し、２９年度は４年に一度、大阪で行われる食博覧会への出展を予定

しております。さらに、首都圏等で「高崎スイーツフェア」を引き続き開催し、「高

崎ブランド」を全国に発信してまいります。 
 高崎駅周辺では、本年秋にオープン予定の高崎オーパ（仮称）での、高崎産の食

や物産の販売を支援してまいります。さらに、西口には高崎オーパ（仮称）と、東

口には高崎文化芸術センター（仮称）に接続するペデストリアンデッキを整備し、

併せて西口駅前広場を再整備することにより、中心市街地の回遊性の向上を図りま

す。また、高崎駅東口周辺では、市街地再開発事業を推進してまいります。 
都市集客施設整備関連事業では、高崎文化芸術センター（仮称）の建設工事を継

続するとともに、高崎アリーナ周辺地域を循環するシャトルバスの運行を４月から

開始いたします。また、両施設での文化事業や国際大会の企画・誘致活動を引き続

き実施いたします。 
公園整備では、烏川の和田橋周辺の川岸を引き続き整備してまいります。 
空き家対策では、老朽化した空き家の解体費用や地域住民が気軽に利用できるサ

ロンとして活用する場合の改修費への助成などを引き続き実施いたします。 
 
 ・観光施策の拡充 

   高崎だるま市開催補助           ９,０００千円（２０ページ） 

高崎の食発信事業            ６３,０００千円（２０ページ） 

高崎スイーツフェア開催事業       １５,０００千円（２０ページ） 

・高崎駅周辺の発展 

高崎マルシェ等の支援         １４９,６８８千円（１９ページ） 

高崎駅周辺ペデストリアンデッキ整備 １,８５２,２００千円（２３ページ） 
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高崎駅西口駅前広場の再整備      １６６,０００千円（２３ページ） 

高崎駅東口周辺市街地再開発事業    ５６６,４００千円（２３ページ） 

・都市集客施設整備関連事業 

   高崎文化芸術センター（仮称）・高崎アリーナ企画誘致事業 

 ６６,０００千円（１０ページ） 

   高崎文化芸術センター（仮称）建設事業 

１２,８５５,６０７千円（２４ページ） 

高崎アリーナシャトルバス運行事業     １９,９４５千円（１０ページ） 

・公園施設整備 

  烏川かわまちづくり整備          ５４,９９５千円（２４ページ） 

観音山公園（カッパピア跡地）整備・運営 

１７０,５７０千円（２５ページ） 

・空き家緊急総合対策助成         １００,０００千円（２５ページ） 
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平成２９年度主要（新規・拡大）事業 

 

『教育と人づくり』 

拡大 １ 英語教育の強化（３４８,８２４千円） 

   外国語指導助手（ＡＬＴ）を全小中学校に配置 

 

２ 学力アップの推進（４４,０００千円） 

 

拡大 ３ スクールソーシャルワーカーの拡充（１３,７４４千円） 

   ５人（１人増） 

 

拡大 ４ 学校施設の維持補修の拡充（４４１,７００千円） 

 

 ５ 学校施設の校舎等整備（１,４９７,４２５千円） 

   小学校：箕輪小学校校舎（建設工事、木材調達など） 

中学校：高南中学校校舎（建設工事） 

 

新規 ６ 林間学校榛名湖荘の開校（９２,０７７千円） 

 

拡大 ７ 高崎経済大学の運営支援（３５０,０００千円） 

      経済学部に国際学科開設 

 

『産業の振興』 

拡大 ８ 高崎ブランド・シティプロモーションの推進（４８,０００千円） 

 高崎ブランドの発信 
 

９ 農業の振興（地産多消の推進） 

   ・農業者新規創造活動支援（１５０,０００千円） 

 

10 地元企業支援策 

・中小企業経営安定化助成（８４０,０００千円） 

・まちなか商店リニューアル助成（３００,０００千円） 

・住環境改善助成（１００,０００千円） 

 

11 ビジネス誘致施策の推進 

・高崎シティプロモーション（３０,０００千円） 
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   ・ビジネス立地奨励金（１４５,２２１千円） 

・産業立地振興奨励金（２４０,４２４千円） 

 

12 スマートＩＣ周辺整備事業（２７４,３７２千円） 

    

『文化と歴史を活かした創造的な高崎』 

   13 文化事業の拡充（２２３,０７４千円） 

拡大   ・高崎音楽祭開催補助（２９,０００千円） 

新規   ・前橋高崎文化連携事業（７,６２０千円） 

 

14 スポーツの振興 

   ・浜川運動公園拡張等 

       拡張整備事業（１,７１３,３４１千円） 

新規      ソフトボール場整備工事・テニスコート整備工事 

       公園通り線（仮称）街路事業（２３８,２８８千円） 

拡大   ・企業スポーツ等振興支援（７５,０００千円） 

拡大   ・国際スポーツイベント等開催支援（９８,０００千円） 

 

 15 上野三碑「世界の記憶」登録推進事業（１４,５５１千円） 

 

新規 16 榛名神社保存修理支援（１０,０００千円） 

 

 17 史跡の保存整備（１８５,２７０千円） 

・日高遺跡（２０,０３９千円） 

・箕輪城跡（５３,２８９千円） 

・北谷遺跡（９５,１０５千円） 

・多胡碑周辺遺跡（１０,８３４千円） 

・上野国分尼寺跡（６,００３千円） 

 

『やさしい眼差しに満ちた市政』 

   18 多機能型住居の開設 

新規   ・シルバーセンター田町運営事業（１階）（７０,３４４千円） 

新規   ・子育てなんでもセンター運営事業（２階）（９３,４７２千円） 

新規   ・住宅運営事業（７～１０階）（１２０,２５３千円） 

 

 19 子育て支援対策 

  ・保育所入所待機解消支援（１０４,９２０千円） 
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拡大   ・保育所等緊急整備（３９１,６６３千円） 

拡大   ・病児・病後児保育事業（１２３,１６１千円） 

拡大   ・一時預かり保育事業（７４,３５１千円） 

   ・「気になる子」保育支援（５７,８６０千円） 

拡大   ・こども発達支援センター運営（１０９,９６４千円） 

拡大   ・放課後児童クラブの増設（６５９,４４５千円） 

 

20 福祉の充実 

拡大   ・高齢者あんしんセンターの拡充（５１１,０００千円） 

新規   ・地域の居場所活動支援（６,７２０千円） 

   ・介護ＳＯＳサービス事業（６６,０００千円） 

拡大   ・高齢者等あんしん見守りシステムの拡充（２７０,４４５千円） 

・老人福祉施設の整備費補助（６４０,２４３千円） 

 

21 救急医療体制の充実 

新規   ・国立病院機構高崎総合医療センター新病棟整備支援(債務負担行為) 

・脳卒中患者受入体制強化補助（４８,０００千円） 

   ・救急患者の受入促進（８７,０００千円） 

 

22 小児救急医療体制の充実 

   ・小児救急医師の確保（２４,０００千円） 

   ・夜間小児救急医療体制の整備（１５,０００千円） 

 

23 夜間医薬品販売体制の継続（２７,０００千円） 

 

24 母子保健事業の充実（１４９,３４３千円） 

   ・不妊・不育症治療費助成（１４４,８４３千円） 

     ・小児慢性特定疾病医療費等特別助成（４,５００千円） 

 

 25 保健対策事業の拡充 

   ・Ｂ型肝炎個別予防接種事業（６９,０００千円） 

拡大   ・がん検診事業（４１３,９２０千円） 

新規   ・高齢者の集団検診受診支援（４,０００千円） 

 

『合併した地域の個性を活かした魅力づくり』 

拡大 26 くらぶち英語村（仮称）整備（３７３,９２５千円） 

 

27 榛名地域スポーツ振興（３９,５００千円） 

（榛名山ヒルクライムｉｎ高崎など） 
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 28 新町駅エレベーター整備（３３,０００千円） 

 

29 吉井中央公園（仮称）整備（２１４,８１３千円） 

     ・公園建設（１８０,８１３千円） 

     ・下長根・宿１号線道路改良（３４,０００千円） 

 

拡大 30 移住促進資金利子補給（１０,１００千円） 

 

31 道路橋りょう維持補修工事（５２０,０００千円） 

市内全域の維持補修を継続的に実施し、支所地域限定の維持補修 

費１２０,０００千円を計上 

 

『安心・安全な地域社会づくり』 

32 防災対策事業の推進 

  ・建築物等耐震化促進事業（９９,２５４千円） 

新規   ・防災情報放送システムの整備（６２,０００千円） 

拡大   ・自主防災組織への支援拡充（１０,０００千円） 

 

拡大 33 防犯対策の更なる推進（９２,８０９千円） 

   防犯カメラ等の増設  

 

34 交通安全対策 

   ・生活道路緊急舗装工事（１００,０００千円） 

拡大   ・交通安全施設整備工事（１３０,０００千円） 

・小学校周辺道路交通安全対策（１２,０００千円） 

・通学路グリーンベルト設置（３０,０００千円） 

 

35 高浜クリーンセンター建替事業等（３９３,４９８千円） 

  ・センター建替事業（１６,３４９千円） 

  ・榛名－２２５号線道路改良（９,３００千円） 

  ・周辺整備関連 

    下里見運動広場（仮称）整備（テニスコート整備工事など） 

（６２,６７９千円） 

高浜長寿センター整備（工事など）（２２６,８００千円） 

    中里見公園（仮称）整備（工事など）（６５,４４０千円） 

    久留馬公民館（仮称）整備（設計など）（１２,９３０千円） 
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 36 里山再生・有害鳥獣対策（４９,４３５千円） 

    ・ぐんま緑の県民基金事業（１９,７２９千円） 

    ・有害鳥獣対策事業（２９,７０６千円） 

 

『大勢の人が歩き、賑わう街』 

37 観光施策の拡充 

拡大   ・高崎だるま市開催補助（９,０００千円） 

   ・高崎の食発信事業（６３,０００千円） 

新規     食博覧会大阪出展事業  

   ・高崎スイーツフェア開催事業（１５,０００千円） 

 

38 高崎駅周辺の発展 

新規   ・高崎マルシェ等の支援（１４９,６８８千円） 

・高崎駅周辺ペデストリアンデッキ整備（１,８５２,２００千円） 

   ・高崎駅西口駅前広場の再整備（１６６,０００千円） 

・高崎駅東口周辺市街地再開発事業（５６６,４００千円） 

 

39 都市集客施設整備関連事業 

拡大   ・高崎文化芸術センター（仮称）・高崎アリーナ企画誘致事業 

（６６,０００千円） 

・高崎文化芸術センター（仮称）建設事業（１２,８５５,６０７千円） 

新規   ・高崎アリーナシャトルバス運行事業（１９,９４５千円） 

 

40 公園施設整備 

・烏川かわまちづくり整備（５４,９９５千円） 

・観音山公園（カッパピア跡地）整備・運営（１７０,５７０千円） 

 

41 空き家緊急総合対策助成（１００,０００千円） 




