
平成３０年度 当初予算の概要 

１ 平成３０年度当初予算総括表 

（単位：千円） 

会計別 
平成 30 年度 

当初予算額 

平成 29 年度 

当初予算額 

 前年度比較 

 増減率％

一 般 会 計 6,406,000 6,026,000 380,000 6.3

特 別 会 計 3,541,400 3,952,640 △411,240 △10.4

国民健康保険特別会計 1,338,600 1,626,600 △288,000 △17.7

事業勘定 1,177,500 1,467,000 △289,500 △19.7

診療施設勘定 161,100 159,600 1,500 0.9

介護保険特別会計 825,100 839,800 △14,700 △1.8

後期高齢者医療特別会計 155,200 142,140 13,060 9.2

公共下水道事業特別会計 1,222,500 1,344,100 △121,600 △9.0

公営企業会計 
収益的収入資本的収入収益的収入資本的収入収益的収入資本的収入

収益的支出資本的支出収益的支出資本的支出収益的支出資本的支出

水 道 事 業
353,496 30,998 343,601 6,482 9,895 24,516

382,008 113,691 370,979 151,537 11,029 △37,846

【概要説明】 

平成３０年度当初予算のうち一般会計にあっては６４億６００万円となり、平成２９年度当初予

算６０億２，６００万円と比較すると、３億８，０００万円、６．３％の増となっています。 

一方、特別会計にあっては、国民健康保険特別会計事業勘定が１１億７，７５０万円、平成２９

年度と比較すると、２億８，９５０万円、１９．７％の減、国民健康保険特別会計診療施設勘定が

１億６，１１０万円、平成２９年度と比較すると、１５０万円、０．９％の増、介護保険特別会計

が８億２，５１０万円、平成２９年度と比較すると、１，４７０万円、１．８％の減、後期高齢者

医療特別会計が１億５，５２０万円、平成２９年度と比較すると、１，３０６万円、９．２％の増、

公共下水道事業特別会計が１２億２，２５０万円、平成２９年度と比較すると、１億２，１６０万

円、９．０％の減となっております。特別会計全体で前年度比４億１，１２４万円、１０．４％の

減となっています。 

水道事業会計は、収益的支出では３億８，２００万８千円、平成２９年度と比較しますと１，１

０２万９千円の増、資本的支出では１億１，３６９万１千円、平成２９年度と比較しますと、３，

７８４万６千円の減となっています。 



２ 平成３０年度一般会計目的別歳入歳出予算比較表 

（歳入）                                 （単位：千円） 

科 目 
平成 30 年度

当初予算額

平成 29 年度

当初予算額
増減額 増減率％ 構成比％

１．町税 4,298,257 4,292,347 5,910 0.1 67.1 

２．地方譲与税 50,000 48,900 1,100 2.2 0.8 

３．利子割交付金 3,500 4,000 △500 △12.5 0.1 

４．配当割交付金 7,000 5,000 2,000 40.0 0.1 

５．株式等譲渡所得割交付金 4,000 1,000 3,000 300.0 0.1 

６．地方消費税交付金 250,000 241,000 9,000 3.7 3.9 

７．自動車取得税交付金 9,700 8,800 900 10.2 0.1 

８．地方特例交付金 10,000 10,000 0 0.0 0.2 

９．地方交付税 5,000 5,000 0 0.0 0.1 

10．交通安全対策特別交付金 2,475 2,521 △46 △1.8 0.0 

11．分担金及び負担金 111,120 114,607 △3,487 △3.0 1.7 

12．使用料及び手数料 37,788 38,428 △640 △1.7 0.6 

13．国庫支出金 441,912 452,915 △11,003 △2.4 6.9 

14．県支出金 325,560 301,346 24,214 8.0 5.1 

15．財産収入 172,460 176,652 △4,192 △2.4 2.7 

16．寄附金 3,201 1,201 2,000 166.5 0.0 

17．繰入金 432,426 90,348 342,078 378.6 6.7 

18．繰越金 75,000 75,000 0 0.0 1.2 

19．諸収入 166,601 156,935 9,666 6.2 2.6 

歳入合計 6,406,000 6,026,000 380,000 6.3 100.0 

【概要説明】 

一般会計予算の歳入では、町税が ４２億９，８２５万７千円で、平成２９年度当初予算と比較し

ますと５９１万円、率にして０．１％の増となっています。歳入全体に占める割合は、６７．１％

と最も多くなっています。町税の主なものは、町民税が１０億３，７０９万円、固定資産税が３０

億９，８９０万２千円となっています。 

分担金及び負担金が１億１，１１２万円、平成２９年度当初予算と比較しますと３４８万７千円、

率にして３．０％の減となっております。分担金及び負担金の主なものは、公立保育料、私立保育

料、幼稚園保育料などであります。 



国庫支出金が４億４，１９１万２千円で、平成２９年度当初予算と比較しますと１，１００万３

千円、率にして２．４％の減、歳入全体に占める割合は、６．９％となっています。 

国庫支出金の主なものは、児童手当負担金、障害者介護給付費等負担金、子どものための教育・

保育給付費負担金などであります。 

県支出金が３億２，５５６万円、平成２９年度当初予算と比較しますと２，４２１万４千円、率

にして８．０％の増と、歳入全体に占める割合は、５．１％となっています。 

県支出金の主なものは、障害者介護給付費等負担金、児童手当負担金、子ども医療費補助金、県

民税徴収事務交付金、電源立地地域対策交付金などであります。 

 歳入合計は６４億６００万円、平成２９年度当初予算と比較しますと３億８，０００万円の増と

なっています。 



（歳出）                               （単位：千円） 

科 目 
平成 30 年度

当初予算額 

平成 29 年度

当初予算額
増減額 増減率％ 構成比％ 

１．議会費 96,255 97,124 △869 △0.9 1.5

２．総務費 904,045 1,018,803 △114,758 △11.3 14.1

３．民生費 1,962,494 2,011,282 △48,788 △2.4 30.6

４．衛生費 476,861 449,410 27,451 6.1 7.5

５．農林水産業費 105,425 143,537 △38,112 △26.6 1.7

６．商工費 18,526 17,875 651 3.6 0.3

７．土木費 995,554 1,025,354 △29,800 △2.9 15.5

８．消防費 501,894 258,638 243,256 94.1 7.8

９．教育費 987,857 819,939 167,918 20.5 15.4

10．災害復旧費 8 8 0 0.0 0.0

11．公債費 33,525 26,902 6,623 24.6 0.5

12．諸支出金 313,556 147,128 166,428 113.1 4.9

13．予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.2

歳出合計 6,406,000 6,026,000 380,000 6.3 100.0

【概要説明】 

一般会計予算の歳出では、民生費が国民健康保険特別会計への繰出金の減少などにより前年比２．

４％減の１９億６，２４９万４千円、土木費が一般土木事業費の減少などにより前年比２．９％減

の９億９，５５５万４千円、総務費が防犯・防災カメラ設置事業費の減少などにより前年比１１．

３％減の９億４０４万５千円、教育費が小学校空調設備設置事業費の増加などにより前年比２０．

５％増の９億８，７８５万７千円、衛生費がいきいきセンタートイレ改修事業費の増加などにより

前年比６．１％増の４億７，６８６万１千円、消防費が豊田地区内に整備する水防倉庫整備事業な

どにより、前年比９４．１％増の５億１８９万４千円となっています。 

また、構成比は、民生費が３０．６％と一番高く、次いで土木費、教育費、総務費、消防費の順

となっています。 



３ 平成３０年度一般会計予算 性質別比較表 

                                （単位：千円） 

区  分 
平成 30 年度

当初予算額 

平成 29 年度

当初予算額
増減額 増減率％ 構成比％

◆人件費 950,056 971,996 △21,940 △2.3 14.8

○物件費 1,460,290 1,468,057 △7,767 △0.5 22.8

○維持補修費 36,618 19,764 16,854 85.3 0.6

◆扶助費 892,090 845,392 46,698 5.5 13.9

○補助費等 793,208 774,091 19,117 2.5 12.4

■普通建設事業費 919,165 575,524 343,641 59.7 14.4

■災害復旧事業 8 8 0 0.0 0

◆公債費 33,525 26,902 6,623 24.6 0.5

○積立金 328,989 221,319 107,670 48.6 5.1

○貸付金 12,120 9,120 3,000 32.9 0.2

○繰出金 969,931 1,103,827 △133,896 △12.1 15.1

○予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.2

歳出合計 6,406,000 6,026,000 380,000 6.3 100

区  分 
平成 30 年度 

当初予算額 

平成 29 年度 

当初予算額 
増減額 増減率％ 構成比％ 

◆義務的経費 1,875,671 1,844,290 31,381 1.7 29.3

■投資的経費 919,173 575,532 343,641 59.7 14.3

○その他の経費 3,611,156 3,606,178 4,978 0.1 56.4

歳出合計 6,406,000 6,026,000 380,000 6.3 100.0

【概要説明】 

一般会計予算の性質別では、物件費が１４億６，０２９万円で、平成２９年度当初予算と比較し

ますと７７６万７千円、率にして０．５％の減となっています。歳出全体に占める割合は、２２．

８％と最も多くなっています。減となった理由は、コンビニエンスストアで町税等の公共料金の納

付や各種証明書の交付を受けることができるシステムの整備事業の減少などであります。 

補助費等が７億９，３２０万８千円で、平成２９年度当初予算と比較しますと１，９１１万７千

円、率にして２．５％の増となっています。 

普通建設事業費が、９億１，９１６万５千円、平成２９年度当初予算と比較しますと３億４，３



６４万１千円、率にして５９．７％の増となっております。増となった理由は、豊田水防倉庫整備

事業やいきいきセンタートイレ改修等事業などであります。 

積立金が、３億２，８９８万９千円で、平成２９年度当初予算と比較しますと１億７６７万円、

率にして４８．６％の増となっています。増となった理由は、公共施設建設基金への積立金などで

あります。 



地方債の現在高 

地方債現在高表 

（単位：千円） 

会 計 別 
平成 29 年度末

現在高見込額

平成 30 年度中増減見込 平成 30 年度末

現在高見込額借入予定額 元金返済見込額

一 般 会 計 461,107 29,352 431,755

特 別 会 計 4,942,200 249,400 442,816 4,748,784

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
27,013 4,943 22,070

公共下水道事業 

特別会計 
4,915,187 249,400 437,873 4,726,714

合  計 5,403,307 249,400 472,168 5,180,539

【概要説明】 

町の支出は、原則として借金せずに、町税などで賄うこととされていますが、臨時的に多額の

費用が必要な場合や、将来の住民にも経費を負担していただくことが公平と考えられる場合に

は、国などからお金を借り入れることができます。借入れにあたっては、世代間の負担の不均衡

が生じないよう、また、財政規模とのバランスを考慮しながら、計画的な借入れを行っていきま

す。 

平成３０年度の借入予定額及び返済見込額などは上記の地方債現在高表のとおりで、公共下水道

事業特別会計で２億４，９４０万円の借入れを予定しております。また、一般会計及び特別会計を

合わせた平成３０年度中の元金返済は４億７，２１６万８千円を予定しており、平成３０年度末の

現在高は５１億８，０５３万９千円の見込みとなっております。平成２９年度末現在高と比較する

と、２億２，２７６万８千円の減となっています。 



基金の現在高 

基金現在高表 

（単位：千円） 

基 金 名 

平成 29 年度

末現在高見込

額 

平成 30 年度中増減見込 
平成 30 年末

現在高見込額積立見込額 取崩見込額 

１．財政調整基金 9,809,649 60,843 308,964 9,561,528

２．減債基金 3,242,274 15,587 29,352 3,228,509

３．公共施設建設基金 3,581,127 207,521 3,788,648

４．公共建築物維持基金 4,023,345 27,799 4,051,144

５．いきいきまちづくり基金 1,190,414 8,558 16,978 1,181,994

６．安全なまちづくり基金 1,083,102 4,231 1,087,333

７．その他基金 1,810,950 4,450 77,132 1,738,268

総 計 24,740,861 328,989 432,426 24,637,424

【概要説明】 

平成２９年度末の一般会計の基金（預金）残高の総額は、２４７億４，０８６万１千円と見込ま

れており、そのうち、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金は、９８億９６４万９

千円となる見込みです。そのほか、減債基金、公共施設建設基金、公共建築物維持基金などがあり、

事業計画を見据えて積立てを行うとともに、必要なときに取り崩して使用するなどして、財政負担

の平準化と財源の有効活用を図っています。 

 ※その他基金 

環境整備事業基金、教育文化振興基金、電源立地促進対策交付金事業維持基金、ふるさと水

と土保全基金、ふるさと創生事業基金、公営住宅建設基金、交通安全対策事業基金、ふるさと

応援基金、大きく羽ばたけ基金、土地開発基金 



●主要事業一覧 

 １．総務費 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

行政情報メール配信事業 

新規 

町民の皆さんそれぞれのニー

ズに合わせて、緊急情報やイベン

ト情報等をメールで配信します。

１，８００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 1,800 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

空家対策事業 

新規 

管理が不適切な状態にある空

家について特定空家に認定しま

す。また、空家の利活用を促進す

るため、リフォームや除却にかか

る費用の一部を補助します。 

２，６７９千円 

【財源内訳】 

  一般財源 2,679 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

防犯灯ＬＥＤ化推進事業 

継続 

犯罪の少ない安全な環境を整

備するため、防犯灯のＬＥＤ化

を行います。 

５，９８５千円 

【財源内訳】 

  一般財源 5,985 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

町税等コンビニ収納事業 

新規 

町民の皆さんの利便性を図る

ため、コンビニエンスストアでの

町税等（町税・国保税・上下水道

料）の収納を行います。

３４２千円 

【財源内訳】 

  一般財源 342 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

各種証明書コンビニ交付

事業

新規 

町民の皆さんの利便性を図る

ため、コンビニエンスストアでの

各種証明書の交付を行います。

６，６１７千円 

【財源内訳】 

  一般財源 6,617 千円 

 ２．民生費 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

幼児用水難保護用具整備

事業 

新規 

津波や洪水に関する防災対

策・防災意識の高揚を図るため、

保育所（４か所）にライフジャケ

ットを整備します。 

１，６３７千円 

【財源内訳】 

  一般財源 1,637 千円 



事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

保育所外国人英語指導事

業 

継続 

保育所で、ＡＬＴ（外国人指導

助手）による外国語活動を実施

し、子どもの国際理解や国際力を

培います。

３，６２９千円 

【財源内訳】 

  一般財源 3,629 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

保育サービスの充実 

継続 

子育て支援の一環として、家

庭の状況に応じた保育サービス

を提供するため、延長保育や低

年齢児保育、一時預かり事業な

どを実施します。 

８，５３５千円 

【財源内訳】 

  国 費  2,233 千円 

  県 費  2,708 千円 

  一般財源 3,594 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

福祉医療費助成事業 

継続 

中学校卒業までの子ども、一人
親家庭や障がいのある方に対し
て医療費の助成を行います。 

また、４月から未就学児の医療

費の窓口負担を無料化します。

１２５，９４０千円 

【財源内訳】 

  県 費  42,779 千円 

  一般財源 83,161 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

児童福祉施設防犯カメラ

設置事業

新規 

安全対策を強化するため、保

育所と児童館に防犯カメラを設

置します。 

８，０２７千円 

【財源内訳】 

  一般財源 8,027 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

つばめ児童館安全対策事

業 

新規 

つばめ児童館利用者の安全対

策を強化するため、事務室の改良

及び駐車場にフェンスを設置し

ます。

７，４４９千円 

【財源内訳】 

  一般財源 7,449 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

ふれあいバス運行事業

継続 

町内の移動手段を確保するた

め、ふれあいバス（北コース、南

コース）を運行し、老朽化したバ

ス 1台を買い替えます。 

３１，２２８千円 

【財源内訳】 

  そ の 他 16,978 千円 

  一般財源 14,250 千円 

３．衛生費 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

子育て世代包括支援セン

ター事業 

新規 

妊婦期、産後間もない時期に

おける母親の育児不安の軽減を

図るため、子育て世代包括支援

センター開設準備を行います。

３，１３６千円 

【財源内訳】 

 国 費   1,567 千円 

  一般財源  1,569 千円 



事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

各種検診事業 

継続 

疾病の早期発見・早期治療に

つなげ、町民の皆さんの健康増

進を図るため、健康診査や各種

がん検診を実施します。 

３８，７９６千円 

【財源内訳】 

 国 費    131 千円 

県 費    790 千円 

  その他   3,284 千円 

  一般財源 34,591 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

各種予防接種事業 

継続 

各種予防接種の実施と、予防

接種費用の助成を行います。 

６２，３４４千円 

【財源内訳】 

 その他   2,440 千円 

  一般財源 59,904 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

特定不妊治療費等助成事

業 

拡充 

特定不妊治療費に対する助成

の所得制限の上限枠を広げ、治療

を行う夫婦への支援を図ります。

３，０６９千円 

【財源内訳】 

 県 費    530 千円 

  一般財源 2,539 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

総合センター外壁改修事

業（いきいきセンター分）

新規 

外壁タイル等が劣化してお

り、安全を確保するため、外壁を

改修します。 

６，３７１千円 

【財源内訳】 

  一般財源 6,371 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

いきいきセンタートイレ

等改修事業 

新規 

いきいきセンター利用者の利

用環境を改善するため、トイレ

洋式化や給水設備等を改修しま

す。 

５９，１２８千円 

【財源内訳】 

  そ の 他  7,866 千円 

  一般財源 51,262 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

環境クリーンセンター運

営事業 

継続 

環境を美しく明るく保持する

ため、川越町及び朝日町内の一

般廃棄物を分別収集し、適正な

処理を行います。 

７７，０００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 77,000 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

ごみ減量化推進事業 

継続 

ごみの減量化を推進するた

め、家庭などから出る生ごみや

刈り草などを堆肥化します。 

４，４７５千円 

【財源内訳】 

  一般財源 4,475 千円 



事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

太陽光発電システム等補

助事業 

継続 

二酸化炭素排出量の抑制に向

けて、太陽光発電システムや家

庭用蓄電池システムの設置に要

する費用の一部を助成します。

６，７００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 6,700 千円 

４．農林水産業費 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

ふれあい広場改修事業 

新規 

ふれあい広場朝市による地産

地消を促進するため、ふれあい

広場を改修します。 

８，４３１千円 

【財源内訳】 

  県 費   1,031 千円 

  一般財源  7,400 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

農業用排水対策事業 

継続 

老朽化が進む農業用排水施設

の改修と適切な維持管理を行い

ます。 

８，７７３千円 

【財源内訳】 

  一般財源 8,773 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

地籍調査事業 

継続 

都市基盤整備の円滑な推進と

災害後の早期復興に役立つ地籍

調査を実施します。 

１０，１７０千円 

【財源内訳】 

  県 費  3,054 千円 

  一般財源 7,116 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

中部保育所芝生化事業 

新規 

子どもたちのより良い遊び場

環境の充実を図るため、中部保

育所の園庭の一部を芝生化しま

す。 

２，１８８千円 

【財源内訳】 

  県 費  2,064 千円 

  一般資源   124 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

総合体育館２階休憩ロビ

ー木材利用促進事業 

新規 

総合体育館２階休憩ロビーに

おいて木の暖かさが感じられる

よう、木製のイスやベンチ等を

整備します。 

２，０５２千円 

【財源内訳】 

  県 費  2,052 千円 

５．土木費 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

一般土木事業 

継続 

安全で円滑な地域交通を確保

するため、町道の整備や改修・維

持修繕を行います。 

１７３，４９２千円 

【財源内訳】 

  一般財源 173,492 千円 



事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

朝明川樹木伐採及び土砂

撤去事業 

継続 

 朝明川の氾濫を防止するた

め、県と協働で河川内の樹木及

び堆積土砂を撤去します。 

１０，０００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 10,000 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

朝明ポンプ場大規模改修

事業 

継続 

 四日市市が運営管理する朝明

ポンプ場の老朽化した設備の改

修に係る費用を負担します。 

３９，８５５千円 

【財源内訳】 

  一般財源 39,855 千円 

６．消防費 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

災害用無人航空機（ドロー

ン）整備事業 

（操縦士養成含む。） 

新規 

災害時における被害状況を迅

速に把握するため、ドローンの

配備と操縦士を養成します。 

４８３千円 

【財源内訳】 

  一般財源 483 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

災害用備蓄品充実事業 

継続 

災害時において、迅速に被災

者等に被災者物資等を支給する

ため、非常食や毛布等災害用物

資を備蓄します。 

７，６６８千円 

【財源内訳】 

  その他  3,000 千円 

  一般財源 4,668 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

木造住宅耐震診断事業 

継続 

木造住宅の耐震化を促進する

ため、旧耐震基準で建てられた

木造住宅の耐震診断を無料実施

します。 

９２７千円 

【財源内訳】 

  国 費  462 千円 

  県 費  231 千円 

  一般財源 234 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

木造住宅耐震補強・設計事

業 

継続 

木造住宅の耐震化を促進する

ため、旧耐震基準で建てられた

木造住宅の耐震補強に要する費

用の一部を助成します。 

１０，６４４千円 

【財源内訳】 

  国 費  4,244 千円 

  県 費  2,550 千円 

  一般財源 3,850 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

当新田消防車庫整備事業 

新規 

当新田消防車庫の老朽化に伴

い、消防車庫を当新田公民館敷

地内に整備します。 

１８，２９４千円 

【財源内訳】 

  県 費   2,831 千円 

  一般財源 15,463 千円 



事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

豊田水防倉庫整備事業 

継続 

豊田水防倉庫の老朽化に伴

い、津波からの避難場所を兼ね

備えた水防倉庫を整備します。

２４６，４０５千円 

【財源内訳】 

  県 費  30,000 千円 

  一般財源 216,405 千円 

７．教育費 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

学力向上推進事業 

継続 

小中学校に学力向上アドバイ

ザーを配置し、学力の向上を図

ります。 

１，３８８千円 

【財源内訳】 

  一般財源 1,388 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

豊かな心を育成する事業 

継続 

次世代を担う子どもたちの心

を豊かにする事業の一環として、

外部講師による「夢の教室」を通

じて将来の夢を創造し、その実現

に向けて努力することの大切さ

を学習する「夢の創造」推進事業、

道徳の教育を推進するため、弁護

士と協力・連携を図り、遵法精神・

公徳心、公平・公正・社会正義な

どの法規範を学ぶ「法教育授業」

などを実施します。

１，３６１千円 

【財源内訳】 

  一般財源 1,361 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

外国人英語指導事業 

継続 

幼稚園や小・中学校において、

ＡＬＴ（外国人指導助手）による

外国語教育を行い、子どもたち

の国際理解や国際力を培いま

す。 

９，０７２千円 

【財源内訳】 

  その他  1,670 千円 

  一般財源 7,402 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

川越北・南小学校空調設備

設置事業 

新規 

小学校における学習環境の充

実を図るため、川越北・南小学校

の教室に空調設備を設置しま

す。 

１８８，３５８千円 

【財源内訳】 

  一般財源 188,358 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

川越北小学校教室・職員室

増築他改修事業 

新規 

児童数の増加に伴い、教室・職

員室等を改修するための設計を

行います。 

７，７２２千円 

【財源内訳】 

  一般財源 7,722 千円 



事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

あいあいホール自主公演

事業 

継続 

あいあいホールで音楽や演劇

など様々な自主公演事業を開催

し、文化の振興を図ります。 

２８，０００千円 

【財源内訳】 

  その他  18,000 千円 

  一般財源 10,000 千円 

事業名 事業内容 平成 30 年度予算額 

総合センター外壁改修事

業（あいあいセンター分）

新規 

外壁タイル等が劣化してお

り、安全を確保するため、外壁を

改修します。 

１５，２８５千円 

【財源内訳】 

  一般財源 15,285 千円 


