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平成 29 年度当初予算が

決まりました

一般会計　

627 億 8,500 万円

一般会計　
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一般会計　

627 億 8,500 万円

新年度当初予算が

可決成立しましたので、

お知らせします。

◆予算編成方針

◆財政状況

◆当初予算の概要

　「鈴鹿市総合計画２０２３」の

基本構想で掲げる２５の「めざす

べき都市の状態」の実現に向けて、

ゼロベースでの事業見直しの議論

を重ねながら予算編成を行いまし

た。

[ 歳入 ]　個人市民税において生

産年齢人口は減少しているもの

の、個人所得が増加傾向にあるた

め微増と見込まれるとともに、法

人市民税でも景気が緩やかな回復

傾向にあることから前年度より増

額すると見込まれるため、市税全

体では、前年度より３億円程度の

増額を見込んでいます。

　しかし、地方消費税交付金と地

方交付税については、前年度より

減少する見込みであることから一

般財源全体としては、前年同程度

を確保することが難しい状況で

す。

[ 歳出 ]　子ども子育て支援に係

る経費、障がい者の自立支援に係

る経費等の社会保障関係経費が引

き続き高い水準で推移する中、快

適な市民生活に欠かせない廃棄物

処理を進めるための清掃センター

改修対策事業を本格実施すること

から、全体の歳出規模が増大する

見込みです。

　今後の総合計画の着実な推進に

向けて、持続可能な安定した財政

基盤を確立するための予算編成と

しています。編成に当たっては、

大規模事業の実施に係る市債の発

行が増大する中、減債基金を活用

することで一部の市債発行を抑制

し、将来の財政負担を軽減させる

ことに努めました。

　予算規模については、一般会計

は総額 627 億 8,500 万円で、前年

度に比べて、7億 5,500 万円、

1.2％の増。全会計では、1,079

億 3,164 万 1 千円で、前年度に比

べて 6億 680 万 2 千円、0.6％の

増となりました。
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　平成 28 年度当初予算に比べて

1.2％の増となっています。増加

の主な要因は、清掃センター改修

対策事業費により衛生費が増加し

たこと、陸上競技場の第 3種公認

整備費、すずか応援寄附金推進費、

すずか応援基金積立金等により総

務費が増加したことなどによるも

のです。
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市税【44.7％】
280億5,164万2,000円

地方消費税交付金【5.1％】
32億円

国庫支出金【15.7％】
98億5,028万1,000円

県支出金【7.2％】
45億2,945万2,000円

繰入金【4.5％】
27億9,800万4,000円

諸収入【4.2％】
26億4,060万7,000円

市債【7.8％】
49億1,640万円

その他【5.7％】
35億9,861万4,000円

地方交付税【5.1％】
32億円

　平成28年度より3億2,584万
円増の280億5,164万2千円を

　普通交付税を28億円、特別

　臨時財政対策債の25億円を

から20億
円（前年度20億円）、地方債減

から5億円（前年度

一般会計の歳入

■市税

　平成 28 年度より 3億 2,584 万

円増の 280 億 5,164 万 2 千円を計

上

■地方交付税

　普通交付税を 28 億円、特別交

付税を 4億円計上

■市債

　臨時財政対策債の 25 億円を含

め、49 億 1,640 万円を計上

■繰入金

　財政調整基金（※1）から 20 億

円（前年度 20 億円）、地方債減債

基金（※2）から 5億円（前年度

4億円）を計上

※1 財政調整基金…地方公共団体に

おける年度間の財源の不均衡を調

整するために設けられる基金のこ

と。

※2 地方債減債基金…地方債の償還

とその信用の維持のために設けら

れる基金のことです。公債費（地

方公共団体が借り入れた地方債の

元利償還金と一時借入金利子の合

計額）は、地方公共団体の歳入の

減少などに関係なく支出されなけ

ればならない義務的な経費である

ため、この償還を計画的に行うた

めに資金を積み立てる目的で設置

しています。

○「その他」に含まれる歳入

地方譲与税、利子割交付金、配当割

交付金、株式等譲渡所得割交付金、

ゴルフ場利用税交付金、自動車取得

税交付金、地方特例交付金、交通安

全対策特別交付金、分担金及び負担

金、使用料及び手数料、財産収入、

寄附金、繰越金

▲ 596,119

62,785,000

会　計　区　分

一　般　会　計

合　　計

水 道 事 業 会 計

国民健康保険事業

土地取得事業

住宅新築資金等貸付事業

介護保険事業

後期高齢者医療

平成29年度 増減額 増減率

▲ 2.2

▲ 998,700

26,140,325

▲ 4.3

0

21,994,364

0.0

▲ 4,507

554,000

▲ 50.0

1,493

4,508

3.4

405,595

45,419

12.9

872,176

3,542,034

13.3

▲ 424,255

7,427,176

下水道事業会計 ▲ 3.511,579,140

107,931,641

62,030,000 755,000 1.2

平成28年度

26,736,444

22,993,064

554,000

9,015

43,926

3,136,439

6,555,000

12,003,395

107,324,839

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

特　別　会　計

606,802  0.6
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250億3,778万6,000円

衛生費【11.4％】
71億8,559万6,000円

商工費【1.4％】
8億7,825万7,000円

土木費【12.1％】
75億7,995万7,000円

教育費【6.5％】
40億7,908万2,000円

公債費【7.2％】
45億3,531万9,000円

その他【2.5％】
15億5,000円

消防費【3.9％】
24億4,708万2,000円

農林水産業費【2.7％】
16億9,755万5,000円

労働費【0.1％】　7,950万1,000円

議会費【0.8％】
4億7,802万5,000円

総務費【11.5％】
72億3,684万円

一般会計の歳出

■民生費

　生活保護や障がい者福祉、高齢

者福祉などの福祉関連経費で、全

体の 39.9％にあたる 250 億 3,778

万 6 千円を計上

■土木費

　道路や河川の整備費など全体の

12.1％にあたる 75 億 7,995 万 7

千円を計上

■衛生費

　清掃センター改修対策事業の本

格実施により大きく増加し、全体

の 11.4％にあたる 71 億 8,559 万

6 千円を計上

○「その他」に含まれる歳出

災害復旧費、諸支出金、予備費

平成 29 年度予算は、

このように使います。　

主な事業を、「鈴鹿市総合計画 20

23」の基本構想に掲げた「まちづ

くりの基本的な方向性を示す 6本

の柱」別に紹介します。

１ 大切な命と暮らしを

守るまち すずか

○大規模地震対策事業費　

1,000 万円　

  避難場所や土砂災害区域などの

危険地域の最新データを反映さ

せ、更新した防災マップを全戸に

配布します。

２ 子どもの未来を創り豊かな

文化を育むまち　すずか

○小中学校 /普通教室等

空調設備整備費

3,300 万円　

  小中学校において普通教室など

に空調設備を設置します。

　○集団適応健診事業費

692 万 6 千円

　集団適応に課題を抱える児童の

早期発見・早期支援

を行い、スムーズな就学につなげ

るための 5歳児健診試行規模を拡

大します。

３ みんなが輝き健康で

笑顔があふれるまち　すずか

○子ども医療費

6億 9,488 万 9 千円

　助成対象を中学生通院分まで拡

大するとともに、３歳までの乳幼

児については市内医療機関におけ

る自己負担分を窓口無料とします。

　○妊娠出産包括支援事業費　

2,676 万 8 千円

　母子健康手帳交付時から妊婦が

相談できる子育て世代包括支援・

産前産後サポート・産婦健康診査

を実施します。

４ 自然と共生し快適な

生活環境をつくるまち　すずか

○清掃センター /改修対策事業費

　19 億 5,424 万 5 千円

　清掃センターの改修対策工事を

本格実施します。

５ 活力ある産業が育ち

にぎわいと交流が生まれるまち　

すずか

○（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ

周辺土地利用整備事業費

5,296 万 6 千円

　（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ

土地区画整理事業を進めるための

事業計画策定などを実施します。

６ 市民力、行政力の

向上のために

　○まちづくり応援補助事業費　

200 万円　

○ホームページ運営費

1,523 万 5 千円


