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平成 30年度
当初予算が決まりました

一般会計
635 億 3,5００万円
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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
　「鈴鹿市総合計画 2023」のめ
ざす将来都市像である「みんなで
創り 育み 成長し みんなに愛され
選ばれるまち すずか」を実現す
るため、計画の進捗状況や行政評
価の結果などをしっかりと反映さ
せ、政策協議（レビュー）を重ね
ながら予算編成を行いました。

◆財政の状況
　歳入については、生産年齢人口
が減少する中でも、納税義務者数
と個人所得が増加し、個人市民税
の伸びが見込めるほか、景気の緩
やかな回復による法人市民税の増
加や、個人消費の伸びによる地方
消費税交付金の増加が見込まれま
す。一方、これら市税などの増収
の影響から地方交付税が減少する
ため、一般財源全体としては、基
金からの繰入金を含めて前年度と
同程度を確保しました。
　歳出については、子ども子育て
支援に係る経費、障がい者の自立
支援に係る経費などの社会保障関
係費が引き続き高い水準で推移す
る見込みです。

◆編成のポイント
　受益者負担の見直し、ふるさと
納税制度による寄附金（すずか応
援寄附金）などにより積極的に財
源の確保に努めるとともに、補助
金等や既存の事務事業を見直しな
がら、清掃センターや市立体育館
の大規模な改修事業をはじめ、西
条保育所の移転新築事業など、老
朽化する公共施設の整備を進め、
限られた財源の中でも、今後の総
合計画の着実な推進に向けて、中
長期的な視点から積極的な予算編
成を行いました。
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    予算規模については、一般会計
は総額 635 億 3,500 万円で、前
年度に比べて、7億 5,000 万円、
1.2％の増。全会計では、1,054 億
5,839 万 4 千円で、前年度に比べ
て 24 億 7,324 万 7 千円、2.3％の
減となりました。
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市税【44.8％】
284億7,925万1,000円

地方消費税交付金【5.2％】
33億円

国庫支出金【14.9％】
94億9,259万3,000円

県支出金【7.4％】
46億9,600万6,000円

繰入金【5.3％】
33億5,780万5,000円

諸収入【4.1％】
25億7,380万3,000円

市債【7.8％】
49億3,680万円

その他【5.9％】
37億9,874万2,000円

地方交付税【4.6％】
29億円

万9千円増の284億7,925万1

　普通交付税を25億円、特別

　臨時財政対策債の19億円を
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から約3億円（前年

一般会計の歳入

■市税
　平成 29年度より 4億 2,760
万 9千円増の 284 億 7,925 万 1
千円を計上
■地方交付税
　普通交付税を 25億円、特別交
付税を 4億円計上
■市債
　臨時財政対策債の 19億円を含
め、49億 3,680 万円を計上
■繰入金
　財政調整基金（※1）から 25
億円（前年度 20億円）、地方債
減債基金（※2）から約 3億円（前
年度 5億円）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。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

▲ 2,852,575

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30年度 増減額 増減率

▲ 10.9

▲ 3,153,306 ▲ 14.3

0 0.0

▲ 1,637 ▲ 36.3

6,823 15.0

295,545 8.3

▲ 277,962 ▲ 3.7

▲ 92,710下水道事業会計 ▲ 0.8

63,535,000

23,287,750

18,841,058

554,000

2,871

52,242

3,837,579

7,149,214

11,486,430

105,458,394

62,785,000

26,140,325

21,994,364

554,000

4,508

45,419

3,542,034

7,427,176

11,579,140

107,931,641

750,000 1.2

平成29年度

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

特　別　会　計

▲ 2,473,247 ▲ 2.3

■会計別予算額
【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。
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257億7,051万1,000円

衛生費【11.5％】
72億8,322万5,000円

商工費【1.3％】
8億784万4,000円

土木費【11.9％】
75億3,775万8,000円

教育費【6.9％】
44億284万8,000円

公債費【6.6％】
41億6,474万6,000円

その他【2.4％】
15億5,000万円

消防費【3.9％】
24億4,721万5,000円

農林水産業費【2.5％】
16億1,966万6,000円

労働費【0.1％】　9,095万4,000円

議会費【0.7％】
4億7,216万6,000円

総務費【11.6％】
73億8,806万7,000円

■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 40.6％にあたる 257 億
7,051 万 1千円を計上
■土木費
　新設道路や河川の整備費など全
体の 11.9％にあたる 75億 3,775
万 8千円を計上
■衛生費
　清掃センター改修対策事業の実
施など、全体の 11.5％にあたる
72億 8,322 万 5千円を計上

○「その他」に含まれる歳出
災害復旧費、諸支出金、予備費

平成 30年度予算は、
このように使います。

○自転車駐車場整備費　1,843 万
5 千円　近鉄白子駅周辺地域に
自転車駐車場を整備します。
○消防団活動費 1,756 万 8 千円　   
    市民のバイク隊による消防団
を新たに組織します。
○交通安全運動費　596 万 9千円
運転免許証を自主返納された高
齢者の運転経歴証明書交付助成
を新たに実施します。
○市立体育館 /大規模改修費 6 億
9,662 万 5 千円　AGF 鈴鹿体育
館（市立体育館）のアリーナ、
照明、バリアフリー化などの大
規模改修工事を行います。
○西条保育所施設整備費　3億
7,138 万 6 千円　西条保育所の
新築工事を実施します。
○国際化教育推進費 4,024 万 1 千
円　新学習指導要領への円滑な
移行のために、小学校へ派遣す
る英語アシスタントを増員しま
す。
○不登校対策推進事業費　1,133
万 6 千円　スクールライフサ
ポーターを増員し、不登校対策
アドバイザーを配置します。
○地域支援事業費 /包括的支援事
業費 7,504 万 9 千円　認知症初
期集中支援を実施し、在宅医療
・介護連携を支援する相談窓口
を設置します。
○健康増進事業費 129 万 3 千円
健康づくりへの取組をポイント
化し、健康づくりへの積極的な
参加を促す健康マイレージ事業
を新たに実施します。
○幹線道路整備推進費　350 万円
平成 30年度開通予定の新名神
高速道路三重県区間および（仮
）鈴鹿パーキングエリアスマー
トインターチェンジと中勢バイ
パス 7工区の開通イベントを
実施します。
○ふるさと就職者等雇用支援事業
費 200 万円　市内の中小もの
づくり企業・建設企業へ就労す
るために、本市に移住した若年
者を雇用した企業に対して移住
費用の一部を助成します。
○地域づくり推進事業費 1,122 万
1 千円　市内全地域での地域づ
くり協議会設立を目指して、地
域への人的支援および地域一括
交付金の交付を実施します。


