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１ 開会 
２ 代表者挨拶 
３ 自己紹介 
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  ・全体概要 
  ・分野別概要 
（２）主な議案 
５ 意見交換会 
６ 閉会 

平成２８年 
福井市議会 
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  28年度予算額 27年度予算額 増減率 

一般会計 1,123億1,200万円 1,123億5,400万円 0.0％ 

特別会計 760億円 720億1,900万円 5.5％ 

企業会計 305億3,300万円 301億8,400万円 1.2％ 

合計 2,188億4,500万円 2,145億5,700万円 2.0％ 

平成２８年度当初予算全体の概要 
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≪一般会計のポイント（歳入）≫ 

①市税は景気回復により 
 増収の見込み 
    446億7,600万円 
   (7億1,700万円増) 

 個人所得や企業収益の増
加による個人及び法人市民
税の増収や、固定資産税の
増収により、約1.6％の増を
見込んでいます。 

②市債発行が7.2％増加 
     195億6,620万円 
     (13億930万円増) 

 高い金利の市債を安い金利
の市債に借り換えたことなど
によるものです。 
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≪一般会計のポイント（歳出）≫ 

①扶助費は年々増加 
     236億6,932万円 
    (5億5,020万円増) 

 子育て支援サービスや障害
者支援サービスの拡充により
増加傾向が続いています。 

②公債費の増加 
    194億7,577万円 
   (21億5,886万円増) 

 以前に借りた市債で、償還
額の大きい市債の償還が始
まることにより、大きく増加し
ています。 
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≪市債残高の推移（一般会計）≫ 

5 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ここで、先ほど歳入の説明の中でふれました市債について簡単に御説明します。 　グラフをご覧のとおり、市債残高は年々増加する傾向が続いており、平成28年度には、約1,482億1,500万円、市民１人当たりでは約55万円となる見込みです。　大きく増加しているのは、臨時財政対策債（棒グラフの紺色の部分）でありますが、この償還費用は、将来国から財源措置が見込まれるものであり、通常の市債とは分けて考える必要があります。また、臨時財政対策債を除く市債（棒グラフの水色の部分）につきましては、少しの増減はあるものの、ほぼ横ばいで推移しております。こちらには、国から有利な率での財源措置が見込まれる合併特例債や過疎債が含まれています。（参考）・臨時財政対策債・・・償還費用の100％が交付税措置（H28年度末残高見込額 462億円）・合併特例債・・・・・・・償還費用の 70％が交付税措置・過疎債・・・・・・・・・・・償還費用の 70％が交付税措置　　本市では、健全で持続的な財政構造を確立するために、健全財政計画を定め、事業の見直しや人件費の縮減、不要な市有財産の売却などの取り組みを進めており、議会としても計画の進捗状況を注視しているところです。　　ここまで、平成28年度当初予算の概要について御説明しましたが、予算議案の詳細な内容につきましては、総務、建設、経済企業、教育民生の４つの常任委員会において、各担当の分野に当たる予算の調査を行っており、その調査結果を受けた上で予算特別委員会で審査し、議会で議決しておりますので、それぞれの委員会ごとに御説明します。　ここからは、予算議案のうち市民生活に密接に関係するものや、市の将来のまちづくりに大きく影響する事業を中心に、その内容を御報告いたしますので、よろしくお願いします。



◆（新規）中核市移行推進事業            200万円                        

 平成３１年４月の中核市
移行に向け、情報収集や
市民の皆様への周知を行
います。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
≪総務委員会に係る主な予算の概要≫ 

 （総合的な施策、防災・消防に関する整備など） 
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【市に移譲される主な業務】 
 ・身体障害者手帳の交付 
 ・認定こども園の認可監督 
 ・屋外広告物規制 
 ・小・中学校教職員研修 



◆（新規）大河ドラマ誘致事業             150万円       

 ふるさとに対する誇りの醸成
や知名度向上のため、明治維
新150年目の平成30年に「由利

公正」を主人公とする大河ドラマ
実現の誘致活動を行います。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
≪総務委員会に係る主な予算の概要≫ 

 （総合的な施策、防災・消防に関する整備など） 
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【主な功績】 
 五箇条の御誓文の起草 
 太政官札の発行（日本初の全国通用紙幣） 
 廃藩置県後の初代東京府知事 
 殖産興業の推進 



◆（拡充）地域おこし協力隊事業            772万円       

 都市部の若者を公募によ
り地域おこし協力隊員とし
て委嘱し、中山間地域にお
けるまちづくりの活性化や
定住促進を図ります。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
≪総務委員会に係る主な予算の概要≫ 

 （総合的な施策、防災・消防に関する整備など） 
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【実施地区】 
 越廼地区（H26.10月から） 
 殿下地区（H27.10月から） 
 国見地区（H28.10月から） 



◆消防団地区分団詰所整備事業         3,250万円 
◆消防団活動事業                    800万円 

 市民が安全かつ安心に
暮らすことができるよう地
区分団詰所の整備及び、 
消防団の装備の充実を図
ります。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
≪総務委員会に係る主な予算の概要≫ 

 （総合的な施策、防災・消防に関する整備など） 
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【整備内容】 
松本地区分団詰所 ほか 
防火衣、トランシーバー、 
応急処置セット、警戒用ロープ 



◆ふるさと納税推進事業             84.2万円 

◆ふるさと納税寄附金・交付金      2,300万円（歳入）    

 本市へのふるさと納税を
推進し、寄附者、寄附額を
増加させることを目的とし
ています。 
 返礼として福井市の特産
品を贈呈し、福井市の魅力
をＰＲします。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
≪総務委員会に係る主な予算の概要≫ 

 （総合的な施策、防災・消防に関する整備など） 
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【H27年度寄附額（1月末現在）】 
         1,282万4千円 



◆（拡充）北陸新幹線建設整備事業     2億2,383.2万円 
 
 本市の活性化に大きな
効果が見込まれる北陸新
幹線整備事業費の一部を
負担するとともに、沿線地
域の快適な環境整備を行
います。 

≪建設委員会に係る主な予算の概要≫ 
    （まちづくり、道路・河川・下水道等の社会基盤整備など） 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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◆福井城址周辺整備事業          1億8,268.5万円 
 

 福井駅と福井城址周辺
をつなぐ動線と福井城址
周辺の歩行者空間を充実
させるなど、緑や賑わいを
楽しむことができるように
整備します。 

≪建設委員会に係る主な予算の概要≫ 
    （まちづくり、道路・河川・下水道等の社会基盤整備など） 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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【対象路線】 
（1）都市計画道路「県庁線」 
（2）城址周辺道路「市道中央 
      1-368号線」 



◆（拡充）居住推進支援事業           7,427.4万円 

 
 まちなか住まい支援のほ
か、多世帯同居・近居のた
めの住宅リフォームや取得
補助、Ｕ・Ｉターンの若年夫
婦世帯に対する住宅取得
補助等を行います。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
≪建設委員会に係る主な予算の概要≫ 
    （まちづくり、道路・河川・下水道等の社会基盤整備など） 
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【補助メニュー】 
（1）まちなか住まい支援事業 
（2）移住・定住サポート事業 
（3）空き家ストック循環利用 
     促進事業 



◆道路整備事業                16億6,444.5万円 
 
 安全で快適な生活道路
環境や歩行空間を確保す
るため、幹線道路の整備
や橋の補修、歩道のバリ
アフリー化等を行います。 

≪建設委員会に係る主な予算の概要≫ 
    （まちづくり、道路・河川・下水道等の社会基盤整備など） 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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◆河川浸水対策事業              1億7,630万円 
 
 頻繁に浸水する区域の
被害を軽減するため、水
路の新設や調整池の整
備を行います。 
 開発川流域浸水対策事
業では町屋1 丁目（車両

基地内）に調整池を整備
します。 

≪建設委員会に係る主な予算の概要≫ 
    （まちづくり、道路・河川・下水道等の社会基盤整備など） 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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◆下水道整備事業              41億2,348.9万円 
 

 公共下水道施設の整備
普及を進めるほか、明里
バイパス管整備工事等の
雨水対策工事を行います。 

≪建設委員会に係る主な予算の概要≫ 
    （まちづくり、道路・河川・下水道等の社会基盤整備など） 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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≪経済企業委員会に係る主な予算の概要≫ 
（観光・商工業・農林水産業の振興、ガス・水道事業など） 

◆（拡充）地元企業就職サポート事業       148.9万円 

◆Ｕ･Ｉターン就職者正規雇用促進事業       120万円 
   地元企業への就職を促
すため、保護者向けのセ
ミナーや相談会などの各
種事業を実施するほか、
Ｕ･Ｉターン者を正規雇用し
た中小企業等に奨励金を
交付します。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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≪経済企業委員会に係る主な予算の概要≫ 
（観光・商工業・農林水産業の振興、ガス・水道事業など） 

◆（拡充）インバウンド推進事業          556.7万円 
                         

 海外からの訪日客が急
増するなか、本市におい
ても外国人観光客を増加
させるため、海外におい
て本市の観光物産展の
開催や旅行社へのセール
スを行います。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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【外国人宿泊者数の目標】 
  平成26年  5,200人 
        ↓ 
  平成32年  16,000人 



≪経済企業委員会に係る主な予算の概要≫ 
（観光・商工業・農林水産業の振興、ガス・水道事業など） 

◆（新規）農林水産物「ふくいブランド」構築事業 116.4万円 

◆海外市場販路開拓事業                189.8万円 

 本市の農産物や加工品
を国内外に「ふくいブラン
ド」として売り出すため、
国内外での販売動向の
調査・分析や、台湾や香
港など海外販路の開拓を
進めます。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、農林水産物「ふくいブランド」構築事業　116万4,000円、海外市場販路開拓事業　189万8,000円です。　　本市の農産物や加工品を国内外に「ふくいブランド」として売り出すため、国内外での販売動向の調査・分析、海外販路拡大に向けた勉強会、香港でのインターネットによる販売等を実施します。また、昨年に引き続き台湾で物産展を開催し、販路開拓を進めます。　委員会では、他市では、全国どこにでもあるような農産物を戦略的にブランド化して販売しているところもある。本市にもコシヒカリや金福スイカ、越前水仙などの特産品があり、今後のブランド化に向けてもっと積極的に仕掛けていくべきではないかとの質問があり、これまでは、良い農産物を作るという生産者の視点に立った支援が中心で、どう売るかという部分での市の取り組みが弱かった。今後はターゲットを見据えた上で、国内についてはＪＡと連携を図っていくほか、海外についても台湾や香港などの販路を開拓していくなど、ブランド化にしっかり取り組んでいきたいとの答弁がありました。



≪経済企業委員会に係る主な予算の概要≫ 
（観光・商工業・農林水産業の振興、ガス・水道事業など） 

◆有害鳥獣対策事業               2,710.5万円       
  
 イノシシやシカ、カラスな
どの有害鳥獣による農作
物等の被害を防止するた
め、電気柵や捕獲檻の設
置を支援するなど、各種
の対策事業を行います。 
 

平成２８年度当初予算の分野別概要 

20 

【平成26年度捕獲頭数】 
 イノシシ  1,237頭 
 シカ       150頭 
 カラス     1,140羽 



≪経済企業委員会に係る主な予算の概要≫ 
（観光・商工業・農林水産業の振興、ガス・水道事業など） 

◆都市ガス整備事業             4億8,139.3万円 

◆上水道整備事業              31億6,479.9万円 

 ガスの経年管の布設替
えや導管網の整備・改善、
水道施設の整備・耐震化
を、計画的に進めます。 
  

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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≪教育民生委員会に係る主な予算の概要≫ 
（市民生活、福祉保健、教育） 

◆(新規)ごみ処理施設整備事業        1,200万円  

 老朽化が進むクリーン
センターの今後のあり方
について、検討を行ない
ます。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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【事業内容】 
・新ごみ処理施設整備検討委員会 
 の設置 
・整備計画等の策定 



≪教育民生委員会に係る主な予算の概要≫ 
（市民生活、福祉保健、教育） 

◆（新規）子ども一時預かり所運営事業    1,313.9万円                                                      
 

 福井駅西口再開発ビル
ハピリン内に子ども一時
預かり所を開設します。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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【対象児童】 
 生後６ヶ月から小学校３年生まで 
【使用料】 
 一時間あたり７００円 
  (減免規定あり) 



≪教育民生委員会に係る主な予算の概要≫ 
（市民生活、福祉保健、教育） 

◆(新規)音楽室エアコン設置事業           9,200万円  

 夏季における良好な学
習環境を確保するため、
中学校の音楽室にエアコ
ンを設置します。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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≪教育民生委員会に係る主な予算の概要≫ 
（市民生活、福祉保健、教育） 

◆（新規）窓ガラス飛散防止対策事業       3,800万円                      

 拠点避難所に位置づけ
られる小学校体育館の窓
ガラス飛散防止対策を進
めます。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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【実施校】 
 木田、足羽、和田、 
 円山、清明、社西 



≪教育民生委員会に係る主な予算の概要≫ 
（市民生活、福祉保健、教育） 

◆（拡充）放課後児童健全育成事業    4億2,019.2万円                      

 放課後留守家庭児童の
健全な育成と、保護者が
安心して働ける環境を確
保するため、放課後児童
会および放課後児童クラ
ブの運営を行います。 

平成２８年度当初予算の分野別概要 
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◆福井市市税賦課徴収条例の一部改正                     

 国民健康保険の医療保険分
にかかる支出の増大により、収
支の均衡が図れないことから、
保険税率を引き上げるための条
例の改正を行います。 

３月定例会で議決した主な議案 
【 市民生活に関するもの 】 
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【改正後の見込み】 
調定額約1.28億円の増 
(一人当たり税額 年2,400円、 
 改定率2.4％) 
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