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１ 当初予算の規模 

平成３１年度の高崎市の一般会計予算は、 

１,６８１億４,０００万円、前年度比０.４％の減 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３１年度予算の総額は、

２,６９３億１,６７１万３千円で、前年度に比べ約４,８００万円の減でございます。

２ 予算編成の基本方針 

平成３１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３１年度の予算編成では、３０年度の終了事業と併せて、主だったもので 

１０６項目の経費削減を行い、職員数については、限られた人員で最大の効果を挙

げるよう、各課職員の配置を見直しました。また、重点事業等に６４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、６１３億８,２９２万円、前年度と比べて３.４％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で推移していると思われ、市民税個人は

所得や労働人口の増加を反映させ約９.８億円、前年度比４.７％の増、市民税法人

につきましても法人数や収益の増加が見込まれることから約５.４億円、前年度比

９.１％の増といたしました。 

固定資産税は、家屋の新増築や企業の設備投資が増加傾向にあることから、約 

４.８億円、前年度比２.０％の増といたしました。 

 たばこ税につきましては、喫煙者の減少等により約１.９億円、前年度比８.５％

の減を見込みました。 

地方消費税交付金は、消費の伸びや実績を勘案し、前年度比８.７％増の７５億

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国の地方財政計画を考慮し、

普通交付税は７.０％減の１０６億円に、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５.２億円、都市集客施設等建設基金２０.２億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４６億円、建設事業債につきましては２７.５％減の

９０.４億円といたしました。

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

１２億円増の１,４８７億円となります。

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』 

英語で生活する山村留学施設「くらぶち英語村」の指導体制を強化するため、ス

タッフを増員し、より充実した運営を行ってまいります。

小中学校の英語教育では、学力向上を図るため引き続き外国語指導助手を全小中

学校へ配置いたします。また、新たに中学２年生を対象に英語４技能テストを実施

し、英語力の育成指導に活かしてまいります。

児童生徒の教育相談事業では、電話相談の時間延長を継続して実施するほか、不

登校対策としてスクールソーシャルワーカーを増員するなど、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、小中学校のトイレ洋式化の予算を拡充し重点的に取り

組むなど、学校環境の改善を推進してまいります。また、箕輪小学校の校舎整備を

引き続き進めてまいります。

中学校の部活動支援では、指導員を増員して派遣いたします。

他にも、老朽化した八幡公民館の改築や、高崎経済大学の海外留学支援など、幅

広く本市の教育環境を充実させてまいります。 

・くらぶち英語村指導体制の充実      １７４,１９９千円 

 （別添、当初予算の概要及び主要事業 １０ページ） 

・英語教育の更なる強化          ３９９,２５８千円（２８ページ） 

・教育相談事業の拡充            ２２,９７３千円（２８ページ） 

・学校施設の維持補修等          ４３３,７００千円（２８ページ） 

うちトイレ洋式化工事         １００,０００千円（２８ページ） 

・学校施設の校舎等整備          ６３７,６７５千円（２９ページ） 

・中学校の部活動支援            ３２,８３５千円（２９ページ） 

・八幡公民館改築事業           ２２９,６６０千円（２９ページ） 

・高崎経済大学の運営支援         ３５０,０００千円（３０ページ） 
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『産業の振興』 

高崎ブランド・シティプロモーションでは、好評をいただいている『絶メシリス

ト』『インスタグンマー高崎』を継続するとともに、新たに本市農業にスポットを

当てたプロモーションを展開してまいります。また、ＳＮＳなどを用いて広く情報

発信することにより、本市の知名度・ブランド力の更なる向上を図ります。 

さらに、これまで分野ごとに行ってきた海外プロモーション活動を、映画事業と

関連付けながら組織横断的に実行し、効果的かつ戦略的に本市の魅力を世界に向け

て発信してまいります。 

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

工連携に取り組む活動を引き続き支援してまいります。

貿易の振興では、本市に設置されたジェトロ群馬貿易情報センターと連携し、事

業者や生産者の海外進出や販路開拓に向けた取り組みを引き続き支援するととも

に、「高崎ものづくり海外フェア」では、高崎ブランドの世界発信を目指す、もの

づくり分野の若手経営者を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、首都圏において本市の産業、文化および観光等を広く発

信し、高崎ブランドの浸透を図るとともに、分譲が進んでおりますスマートインタ

ーチェンジ周辺、さらに３５４複合産業団地の開発と併せて、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 

高崎ブランド・シティプロモーション事業 ８０,０００千円（１０ページ） 

ＳＮＳ等を用いた移住定住促進事業    ３０,０００千円（１０ページ） 

・東南アジア映画交流事業                     ７,０００千円（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（１９ページ） 

・貿易の振興（海外進出・販路開拓） 

  ジェトロ群馬貿易情報センター連携事業  ７８,４７６千円（２０ページ） 

  高崎ものづくり海外フェア開催支援    ５０,０００千円（２０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（２０ページ） 

まちなか商店リニューアル助成     ３００,０００千円（２０ページ） 

住環境改善助成            １００,０００千円（２６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（２０ページ） 

ビジネス立地奨励金          １２９,３４７千円（２１ページ） 

産業立地振興奨励金          ４３６,０８８千円（２１ページ） 
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・スマートＩＣ周辺及び３５４複合産業団地整備事業 

６３５,７３０千円（２６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、全国レベルの大規模な若者の音楽オーディション「全国アマチュ

アミュージシャンフェスティバル」や、３０回の節目を迎える「高崎音楽祭」およ

び「高崎マーチングフェスティバル」の開催を支援するなど、音楽によるまちづく

りを推進するための各種事業を展開してまいります。

スポーツの振興では、浜川運動公園の拡張整備を引き続き進めていくとともに、

東京オリンピック事前合宿の実施に向けて、浜川競技場を改修し練習環境を整備い

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、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、ユネスコ「世界の記憶」に登録された上野三
こうずけさん

碑
ぴ

・文化事業の拡充                ２９３,８９５千円（１０ページ） 

・スポーツの振興

  浜川運動公園拡張整備        １,９８６,４１２千円（２６ページ） 

  東京オリンピック事前合宿に向けた整備 １６０,０００千円（１２ページ） 

  企業スポーツ等振興支援         ７５,０００千円（２０ページ） 

  国際スポーツイベント等開催支援    １３１,８０５千円（１１ページ） 

・歴史を活かしたまちづくり 

「世界の記憶」上野三碑の保存活用    ４２,８６５千円（２９ページ） 

榛名神社保存修理支援          １７,６７５千円（２９ページ） 

史跡の保存整備            １７７,８８５千円（２９ページ） 

『やさしい眼差しに満ちた市政』 

子育て支援対策では、新たに、子育て中や出産を控えた家庭の不安や負担の軽減

を図るため、保健師による相談や、電話１本で原則１時間以内に家事、育児等を支

援するヘルパーが駆け付ける「子育てＳＯＳサービス事業」を実施いたします。

を活用し、地元のボランティア団体と連携した活動に引き続き取り組むとともに、

新たにＰＲ映像を制作・発信し、更なる周知啓発を図ってまいります。また、榛名

神社の社殿など、国の重要文化財建造物の修復を引き続き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
じょう

跡
あと

」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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また、保育士の人材不足に対応するため、人材派遣会社を通じた保育士確保への

取り組みに対し新たに支援いたします。

本年１０月より実施されます幼児教育および保育の無償化への対応としまして

は、３歳から５歳までの子どもを含め、無償化の対象となる子どもが保育所、幼稚

園および認定こども園等を利用するために必要な予算を計上いたしました。

「待機児童ゼロ」に向けましては、希望する方々が円滑に保育所等を利用できる

よう、新設を含め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、また保育需要の多い地域での施設整備に伴う用地購入費に対する支援

を引き続き実施いたします。さらに、公立の箕郷第五保育園の改築を進め、保育環

境の改善を図ります。

一時預かり保育および病児・病後児保育につきましては、施設を拡充するととも

に、病児保育施設が併設された医療機関が開院前に行う診察や施設整備に対して、

引き続き支援してまいります。さらに、保育所、幼稚園および認定こども園におけ

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。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。 

障害者福祉の充実では、障害者支援ＳＯＳセンター「ばる～ん」を引き続き運営

し、障害に関するあらゆる悩み事に総合的に対応してまいります。 

高齢者福祉の充実では、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、また、ひとり暮らし高齢者等の生活の不安を解消

するための「あんしん見守りシステム」および高齢者や障害者が行方不明時に早期

発見する救援システムの普及も、引き続き促進してまいります。さらに、高齢者人

口や地域の実情に合わせ、引き続き高齢者あんしんセンターの人員体制を充実させ、

きめ細かな相談・訪問を行うとともに、新たに、認知症の症状改善を図るため、外

出・交流の機会を提供する農業体験バスツアーを実施いたします。 

救急医療体制の充実では、救急搬送患者のたらい回しゼロの更なる強化に向け、

医療機関の受入体制の整備に対し新たな支援を行ってまいります。また、市内医療

機関での２４時間３６５日の小児救急医療体制の継続と、国立病院機構高崎総合医

療センターの新病棟整備に対する支援を引き続き実施してまいります。 

母子保健事業では、不妊・不育症治療に対する助成を継続するとともに、新たに、

健診回数を要する多胎妊婦に対する健診費用の助成や、風しんの予防接種費用の助

成対象を拡大いたします。また、小児難病対策では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、各種がん検診の受診率の向上およびがんの早期発見・早期治

療を図るため、医療機関での個別検診の実施や内視鏡による胃がん検診の推進など

引き続き実施してまいります。また、医療用ウィッグなどの購入費用に対する助成

事業を新たに設け、がん治療等を受けている方の社会生活を支援いたします。 

・子育て支援対策 

子育てＳＯＳサービス事業         ２９,５００千円（１３ページ） 
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保育士確保事業              ２０,０００千円（１３ページ） 

幼児教育・保育の無償化（影響額）   ５２３,６４７千円（１４ページ） 

保育所入所待機解消支援事業      １１８,７５１千円（１４ページ） 

保育所等施設整備事業       １,０９５,３０６千円（１４ページ） 

うち保育所等緊急整備事業費補助   ５８２,４１１千円（１４ページ） 

うち施設整備用地購入補助      １００,０００千円（１４ページ） 

 うち箕郷第五保育園改築       ４０８,８９５千円（１４ページ） 

うち公立保育所施設借上         ４,０００千円（１４ページ） 

一時預かり保育事業            ９４,９３０千円（１３ページ） 

病児・病後児保育事業         １８７,４５６千円（１３ページ） 

うち病児保育受入体制強化事業      ６,０００千円（１３ページ） 

うち病児保育施設整備費補助      ３７,９１４千円（１３ページ） 

「気になる子」保育支援         ５７,４７９千円（１４ページ） 

放課後児童クラブの増設        ７８７,０２１千円（１３ページ） 

・障害者福祉の充実 

障害者支援ＳＯＳセンター事業      １９,１０４千円（１３ページ） 

・高齢者福祉の充実 

介護ＳＯＳサービス事業         ７０,０００千円（１４ページ） 

高齢者等あんしん見守りシステムの拡充 ３４７,３１５千円（１５ページ） 

高齢者あんしんセンター運営事業    ５２７,５００千円（１５ページ） 

農業体験バスツアー事業          ２,９６７千円（１５ページ） 

・救急医療体制の充実 

救急患者の受入促進 ８０,０００千円（１６ページ） 

救急患者受入体制整備支援 ６５,０００千円（１６ページ） 

脳卒中患者受入体制強化補助       ４４,０００千円（１６ページ） 

心疾患患者受入強化補助          ８,０００千円（１６ページ） 

高崎総合医療センター新病棟整備支援  ２００,０００千円（１６ページ） 

 ・小児救急医療体制の充実 

小児救急医師の確保           ２４,１６３千円（１６ページ） 

   夜間小児救急医療体制の整備       １５,１９４千円（１６ページ） 

 ・母子保健事業の充実 

   不妊・不育症治療費助成        １５５,５９３千円（１７ページ） 

多胎妊婦健康診査費用助成         ２,０００千円（１７ページ） 

風しん抗体検査及び予防接種費用助成    ４,１１５千円（１７ページ） 

  小児慢性特定疾病医療費等特別助成     ４,８３４千円（１７ページ） 

・保健対策事業の拡充 

   がん検診事業             ４４７,８７９千円（１７ページ） 

   医療用ウィッグ等購入費補助        ３,０００千円（１８ページ） 
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『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、天体の観察を通じて子どもたちの天文への関心を高めるとともに、

豊かな自然の魅力を発信する「くらぶちこども天文台」を運営してまいります。

新町地域においては、老朽化した新町住民体育館の代替施設として、防災機能を

兼ね備えた体育館の建設を進めてまいります。また、新町駅のバリアフリー化を促

進するため、駅構内にエレベーターを整備してまいります。 

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。

吉井地域においては、防災機能を備えた吉井中央公園（仮称）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、住宅取得に係る利子補給

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きましては、修繕や延命化が喫緊の課題で

ありますが、３１年度も引き続き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。

・くらぶちこども天文台運営事業       １９,３０７千円（１１ページ） 

・新町防災体育館（仮称）建設        ３１,０００千円（１２ページ） 

・新町駅エレベーター整備          ９４,１１１千円（２３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） 

・吉井中央公園（仮称）整備               ２３２,９２０千円（２６ページ） 

・移住促進資金利子補給           ５１,０００千円（１０ページ） 

・道路橋りょう維持補修工事         ５８０,０００千円（２２ページ） 

  うち支所地域維持補修工事       １８０,０００千円（２２ページ） 

『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、

市内全域の小中学校を中心に防災情報を放送するスピーカーの整備や、地域の自主

防災組織への支援につきましても引き続き実施してまいります。

交通安全対策では、道路等の破損箇所の迅速な補修や、カーブミラーなどの安全

施設の整備を引き続き実施してまいります。また、小学校周辺における児童や歩行

者の安全を守るためのグリーンベルトの設置、および車両の速度を抑えるための路

面段差の設置も引き続き実施してまいります。 

高浜クリーンセンターの建替えにつきましては、土木建築設計およびプラント設

備工事を進めてまいります。また、新たなごみ減量対策として、市内の高い製造技

術と生活の知恵が融合した、生ごみの水切りグッズの製品化を支援してまいります。 

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。また、住宅等敷地内の有害鳥獣対策として、新たに
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捕獲業務を実施いたします。 

・防災対策事業の推進 

建築物等耐震化促進事業        ８０７,３３０千円（２２ページ） 

  防災情報放送システムの整備       ６３,０００千円（２７ページ） 

  自主防災組織への支援          １８,０００千円（２７ページ） 

・交通安全対策 

生活道路緊急舗装工事         １００,０００千円（２２ページ） 

交通安全施設整備工事         １３０,０００千円（２３ページ） 

小学校周辺道路交通安全対策       １２,０００千円（２３ページ） 

通学路グリーンベルト設置         ２０,０００千円（２３ページ） 

・高浜クリーンセンター建設事業       ３０５,８６０千円（１８ページ） 

・ごみ減量促進製品の開発支援          ３,０００千円（１８ページ） 

・里山再生・有害鳥獣対策           ４６,９０３千円（１９ページ） 

『大勢の人が歩き、賑わう街』 

中心市街地の活性化と観光施策の拡充では、中心市街地を無料で自由に乗り降り

できる「お店ぐるりんタクシー」を新たに整備し、更なる回遊性の向上を図るとと

もに、「高崎まつり」の熱中症対策の強化や、好評をいただいている「高崎だるま

市」の開催など、引き続きまちなかの活性化を図ってまいります。

また、高崎オーパ内の「高崎じまん」などでの高崎産の農産物や食、物産の販売

を引き続き支援してまいります。さらに、首都圏等で「高崎スイーツフェア」の  

開催など、「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、「高崎ブラ

ンド」を全国に発信してまいります。

 また、ＪＲ信越本線北高崎駅と群馬八幡駅間の新駅設置に向けた基本計画の策定

および駅前広場の計画調査に着手いたします。

高崎駅周辺では、本市への質の高いホテル招致に向けて、より具体的な招致戦略

について調査をしてまいります。また、高崎芸術劇場に接続するペデストリアンデ

ッキを引き続き整備し、中心市街地の回遊性の向上を図ります。さらに、駅周辺に

おける市街地再開発事業を引き続き推進してまいります。

都市集客施設整備関連事業では、本年９月のオープンに向け高崎芸術劇場の建設

工事を進めていくとともに、高崎アリーナと合わせ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。

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。

 ・中心市街地の活性化と観光施策の拡充 

お店ぐるりんタクシー運行事業      ３９,５００千円（２０ページ） 

高崎まつり補助             ５０,０００千円（２１ページ） 

高崎だるま市開催補助          １４,０００千円（２１ページ） 
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高崎じまん等の支援          １４４,２４０千円（２０ページ） 

高崎の食発信事業            ４７,０００千円（２１ページ） 

高崎スイーツフェア開催事業       １５,０００千円（２１ページ） 

・豊岡新駅（仮称）設置に向けた調査等   １００,０００千円（２３ページ） 

・高崎駅周辺の発展 

ホテル招致に向けた調査         １０,０００千円（２５ページ） 

高崎駅東口ペデストリアンデッキ整備  ６０９,０００千円（２４ページ） 

高崎駅周辺市街地再開発事業     ２,０１１,０００千円（２４ページ） 

・都市集客施設整備関連事業 

   高崎芸術劇場・高崎アリーナ企画誘致事業 

 １９７,９００千円（１０ページ） 

   高崎芸術劇場建設事業       ５,９０７,８２４千円（２５ページ） 

・空き家緊急総合対策助成         １００,０００千円（２６ページ） 
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平成３１年度主要（新規・拡大）事業 

『教育と人づくり』 

 １ くらぶち英語村指導体制の充実（１７４,１９９千円） 

拡大 ２ 英語教育の更なる強化（３９９,２５８千円） 

 ３ 教育相談事業の拡充（２２,９７３千円） 

 ・教育相談事業（３,１１３千円） 

拡大   ・スクールソーシャルワーカー活用事業（１９,８６０千円）

 ４ 学校施設の維持補修等（４３３,７００千円）

拡大   ・トイレ洋式化工事（１００,０００千円）

 ５ 学校施設の校舎等整備（６３７,６７５千円） 

拡大 ６ 中学校の部活動支援（３２,８３５千円） 

 ７ 八幡公民館改築事業（２２９,６６０千円） 

拡大 ８ 高崎経済大学の運営支援（３５０,０００千円） 

『産業の振興』 

 ９ 高崎ブランド・シティプロモーションの推進（１１０,０００千円） 

 ・高崎ブランド・シティプロモーション事業（８０,０００千円） 

新規   ・ＳＮＳ等を用いた移住定住促進事業（３０,０００千円）

新規 10 東南アジア映画交流事業（７,０００千円） 

   11 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） 

12 貿易の振興（海外進出・販路開拓）

・ジェトロ群馬貿易情報センター連携事業（７８,４７６千円） 

・高崎ものづくり海外フェア開催支援（５０,０００千円） 

13 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） 

14 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） 

・ビジネス立地奨励金（１２９,３４７千円） 

・産業立地振興奨励金（４３６,０８８千円） 

15 スマートＩＣ周辺及び３５４複合産業団地整備事業（６３５,７３０千円） 

・スマートＩＣ周辺整備工事（４４,０００千円） 

・スマートＩＣ周辺文化財発掘調査（４００,０００千円） 

・３５４複合産業団地文化財発掘調査（１８２,０００千円） 
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『文化と歴史を活かした創造的な高崎』 

16 文化事業の拡充（２９３,８９５千円）

・全国アマチュアミュージシャンフェスティバル（３０,０００千円） 

拡大   ・高崎音楽祭（５０,０００千円） 

拡大   ・高崎マーチングフェスティバル（２１,０００千円）等 

17 スポーツの振興

・浜川運動公園拡張整備（１,９８６,４１２千円） 

新規 ・東京オリンピック事前合宿に向けた整備（１６０,０００千円） 

・企業スポーツ等振興支援（７５,０００千円） 

・国際スポーツイベント等開催支援（１３１,８０５千円） 

 18 歴史を活かしたまちづくり 

・「世界の記憶」上野三碑の保存活用（４２,８６５千円） 

・榛名神社保存修理支援（１７,６７５千円） 

   ・史跡の保存整備（１７７,８８５千円） 

日高遺跡（１８,７８９千円） 

箕輪城跡（４９,８１８千円） 

北谷遺跡（８８,５８６千円） 

多胡碑周辺遺跡（１０,５５１千円） 

上野国分尼寺跡（１０,１４１千円） 

『やさしい眼差しに満ちた市政』 

 19 子育て支援対策 

新規   ・子育てＳＯＳサービス事業（２９,５００千円） 

新規   ・保育士確保事業（２０,０００千円） 

   ・幼児教育・保育の無償化（影響額）（５２３,６４７千円） 

  ・保育所入所待機解消支援事業（１１８,７５１千円） 

・保育所等施設整備事業（１,０９５,３０６千円） 

保育所等緊急整備事業費補助（５８２,４１１千円） 

拡大     施設整備用地購入補助（１００,０００千円） 

箕郷第五保育園改築（４０８,８９５千円） 

新規     公立保育所施設借上（４,０００千円） 

拡大 ・一時預かり保育事業（９４,９３０千円） 

拡大 ・病児・病後児保育事業（１８７,４５６千円） 

通常補助分（１４３,５４２千円） 

  病児保育受入体制強化事業（６,０００千円） 

   病児保育施設整備費補助（３７,９１４千円） 

・「気になる子」保育支援（５７,４７９千円） 

   ・放課後児童クラブの増設（７８７,０２１千円） 
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20 障害者福祉の充実 

 ・障害者支援ＳＯＳセンター事業（１９,１０４千円） 

21 高齢者福祉の充実 

・介護ＳＯＳサービス事業（７０,０００千円） 

拡大   ・高齢者等あんしん見守りシステムの拡充（３４７,３１５千円）

 ・高齢者あんしんセンター運営事業（５２７,５００千円） 

新規  ・農業体験バスツアー事業（２,９６７千円） 

22 救急医療体制の充実 

・救急患者の受入促進（８０,０００千円） 

新規  ・救急患者受入体制整備支援（６５,０００千円） 

・脳卒中患者受入体制強化補助（４４,０００千円） 

 ・心疾患患者受入強化補助（８,０００千円） 

   ・高崎総合医療センター新病棟整備支援（２００,０００千円） 

23 小児救急医療体制の充実 

・小児救急医師の確保（２４,１６３千円） 

・夜間小児救急医療体制の整備（１５,１９４千円）

24 母子保健事業の充実 

・不妊・不育症治療費助成（１５５,５９３千円） 

新規  ・多胎妊婦健康診査費用助成（２,０００千円） 

拡大  ・風しん抗体検査及び予防接種費用助成（４,１１５千円） 

     ・小児慢性特定疾病医療費等特別助成（４,８３４千円） 

 25 保健対策事業の拡充 

・がん検診事業（４４７,８７９千円） 

新規  ・医療用ウィッグ等購入費補助（３,０００千円） 

『合併した地域の個性を活かした魅力づくり』 

新規 26 くらぶちこども天文台運営事業（１９,３０７千円）

新規 27 新町防災体育館（仮称）建設（３１,０００千円）

拡大 28 新町駅エレベーター整備（９４,１１１千円） 

29 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） 

30 吉井中央公園（仮称）整備（２３２,９２０千円） 

 31 移住促進資金利子補給（５１,０００千円） 

 32 道路橋りょう維持補修工事（５８０,０００千円） 

支所地域維持補修工事（１８０,０００千円） 

『安心・安全な地域社会づくり』 

33 防災対策事業の推進 

  ・建築物等耐震化促進事業（８０７,３３０千円） 
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     建築物等耐震化促進補助（９７,４００千円） 

拡大 大規模建築物耐震補強支援補助（６９１,６０３千円） 

新規     緊急輸送道路等沿道建築物調査（１７,４００千円） 

・防災情報放送システムの整備（６３,０００千円） 

・自主防災組織への支援（１８,０００千円） 

34 交通安全対策 

・生活道路緊急舗装工事（１００,０００千円） 

   ・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（２０,０００千円） 

35 高浜クリーンセンター建設事業（３０５,８６０千円） 

新規 36 ごみ減量促進製品の開発支援（３,０００千円）

 37 里山再生・有害鳥獣対策（４６,９０３千円）

    ・ぐんま緑の県民基金事業（１５,８３７千円） 

    ・有害鳥獣対策事業（３１,０６６千円） 

新規     まちなか有害鳥獣捕獲業務（７５０千円） 

『大勢の人が歩き、賑わう街』 

38 中心市街地の活性化と観光施策の拡充 

新規 ・お店ぐるりんタクシー運行事業（３９,５００千円） 

拡大 ・高崎まつり補助（５０,０００千円） 

   ・高崎だるま市開催補助（１４,０００千円） 

   ・高崎じまん等の支援（１４４,２４０千円） 

   ・高崎の食発信事業（４７,０００千円） 

   ・高崎スイーツフェア開催事業（１５,０００千円） 

拡大 39 豊岡新駅（仮称）設置に向けた調査等（１００,０００千円）

40 高崎駅周辺の発展 

   ・ホテル招致に向けた調査（１０,０００千円） 

・高崎駅東口ペデストリアンデッキ整備（６０９,０００千円） 

拡大   ・高崎駅周辺市街地再開発事業（２,０１１,０００千円） 

41 都市集客施設整備関連事業 

拡大   ・高崎芸術劇場・高崎アリーナ企画誘致事業（１９７,９００千円） 

・高崎芸術劇場建設事業（５,９０７,８２４千円） 

42 空き家緊急総合対策助成（１００,０００千円） 




