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令和 2年 2020

鈴鹿市総合計画「2023」 後期基本
計画の実行計画に基づき予算編成

一般会計 645 億円一般会計 645 億円一般会計 645 億円
令和 2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

　令和 2年度は、「鈴鹿市総合計画
2023」の後期基本計画の初年度に
当たり、令和 5年度までの 4年間
でめざすべき都市の状態に対する
成果指標を、目標値へ到達させる
ための新しい計画がスタートする
重要な年度です。そのような中で、
前期基本計画の進捗状況や成果を
しっかりと検証し、後期基本計画
を策定していますが、その実行計
画を着実に実施するための予算と
して編成しました。

◆財政状況
[ 歳入 ] 法人市民税では、法人税率
の引き下げや企業収益の動向を踏
まえて減収を見込む一方、個人市
民税では、生産年齢人口に若干の
減少がありつつも、納税義務者数
と個人所得が増加傾向にあること
から増収を見込んでおり、市税全
体としては、前年度より約 3億
4,000 万円の増収を見込んでいま
す。また、地方消費税交付金も消
費税率の引き上げを踏まえ、約 5
億 8,000 万円の増収を見込んでい
ます。
　こうした市税などの増収の影響
などにより、普通交付税について
は減少する見込みですが、財政調
整基金からの繰入金を除いた一般
財源全体としては、前年度を約 10
億円上回っている状況です。
[ 歳出 ] 子育て支援や障がい者の自
立支援に関する経費など、社会保
障関係経費が引き続き高い水準で
推移し、また、老朽化した公共施
設の計画的な整備を行うため、小
学校のトイレの洋式化の整備費や
小・中学校の増改築工事の整備費
など、公共施設の改修や建て替え
に関する経費を計上しています。
さらに、地域づくりを推進する地
域一括交付金や福祉での包括的支
援体制の構築に関する事業費など、
複雑化、多様化する課題に対して、
地域や民間と協働し解決を図るこ
とができる環境づくりのための予
算を計上しています。

◆当初予算の概要

　一般会計は総額 645 億円で、前
年度に比べて 11億 3,300 万円、
1.8％の増加となりました。
　なお、前年度は義務的・経常的
な行政経費と継続事業に関する投
資的経費を中心とした骨格的予算
として編成したため、6月に肉付
けの補正をした後の予算と比較す
ると 4億 8,371 万 9,000 円、
0.7％の減少となっています。
　特別会計や上下水道事業会計を
含めた全体の予算規模は、1,083
億 7,587 万 3,000 円で、前年度に
比べて 19億 2,354 万 6,000 円、
1.8％の増加となりました。

令和元年度 一般会計予算額

633 億 6,700 万円

令和 2年度 一般会計予算額

645 億円

▲ 456,195

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

令和2年度 増減額 増減率

▲ 2.4

400,000 72.2

▲ 106 ▲ 4.0

832 1.6

120,210 3.0

64,741 0.3

184,467 2.4

541,338下水道事業会計 4.6

64,500,000

18,499,935

954,000

2,530

52,427

4,078,621

23,587,513

8,021,061

12,267,299

108,375,873

63,367,000

18,956,130

554,000

2,636

51,595

3,958,411

23,522,772小　　計

7,836,594

11,725,961

(306,827) (0.3)

1,923,546 1.8

(108,069,046)

106,452,327

1,133,000 1.8

令和元年度

(▲483,719) (▲0.7)(64,983,719)

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計
645億円645億円

市税【45.1％】
291億548万円

地方消費税交付金【6.3％】
40億8,028万2,000円

国庫支出金【15.3％】
98億9,262万2,000円

県支出金【8.0％】
51億6,208万4,000円

繰入金【6.1％】
39億1,543万1,000円

諸収入【4.1％】
26億6,243万円

市債【5.6％】
36億1,140万円

その他【5.1％】
32億2,027万1,000円

地方交付税【4.4％】
28億5,000万円

■市税
　令和元年度より3億4,173万
5,000円増の291億548万円
を計上
■地方交付税
　普通交付税を24億3,000万円、
特別交付税を4億2,000万円計上
■市債
　臨時財政対策債の16億6,000
万円を含め、36億1,140万円を
計上
■繰入金
　財政調整基金から25億円（前
年度16億5,000万円）、地方債減
債基金から4億3,000万円（前年
度4億円）を計上

一般会計の歳入

※ 構成比については、歳入・歳出とも表示単位未満四捨五入のため、
　積み上げが100％にならない場合があります。

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、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税
交付金、環境性能割交付金、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

○「その他」に含まれる歳入

特

　
別

　
会

　
計

※上段（ ）は、令和元年度6月補正による補正後の予算額などです。
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別
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計

※上段（ ）は、令和元年度6月補正による補正後の予算額などです。
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○「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、
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料、財産収入、寄附金、繰越金
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【単位：千円・％】

※上段（ ）は、令和元年度 6月補正による補正後の予
算額などです。

▲は「減」を表します。

①交通安全施設整備事業費　7,755万2,000円　通学路に指定されている信号交差点における
安全対策を実施します。

②消防車両等整備費　3億268万5,000円　亀山市とはしご車を共同で購入します。
③文化会館/施設整備費　2,365万円　文化会館の長寿命化を図るためのＰＦＩ導入可能性調査
と大規模改修基礎調査を実施します。
④教育情報化推進費　5億557万5,000円　小中学校および教育委員会事務局などで利用する
ための教育情報ネットワークなどを構築します。
⑤教育施設環境整備費/学校トイレ洋式化整備費　1億5,207万8,000円　小学校トイレの洋式
化および乾式化に関する改修工事を行います。

⑥包括的支援体制構築事業費　699万9,000円　福祉に関する制度の狭間問題など、複雑・多
様化する福祉の問題に対応するための包括的な支援体制を整備します。

⑦地域支援事業費/介護予防・日常生活支援総合事業費　5,760万2,000円　フレイル予防など
高齢者の介護予防に向けた取り組みを行います。

⑧新公共交通計画策定事業費　1,000万円　鈴鹿市地域公共交通総合連携計画に代わる、本
市の交通政策のあり方を記した法定計画を策定します。

⑨強い農業・担い手づくり総合支援事業費　2,500万円　地域農業の担い手の育成および先進
的農業の確立を支援します。

⑩鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地区画整理事業費補助　1億5,000万円　土地区画整理事業内
で整備された道路や調整池などの公共施設について、整備にかかる必要経費の一部を助成します。
⑪個人番号カード等交付事務費　1億2,772万3,000円　本庁舎外に申請窓口を設置するなど、
マイナンバーカードの交付体制を強化します。
⑫地域づくり推進事業費　5,452万9,000円　各地域づくり協議会に対する地域づくり一括交付
金を交付します。

⑬戸籍住民基本台帳管理業務費　1億3,172万3,000円　戸籍住民課の窓口業務の外部委託
化を本格的に実施します。

［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計
645億円645億円

民生費【40.2％】
259億115万7,000円

労働費【0.1％】
6,971万円

商工費【1.5％】
9億7,620万9,000円

土木費【11.5％】
74億3,805万9,000円

教育費【9.3％】
60億2,969万5,000円

公債費【6.0％】
38億8,232万3,000円

その他【3％】19億5,000万円

消防費【4.2％】
27億1,664万3,000円

農林水産業費【2.6％】
16億5,070万1,000円

衛生費【9.6％】
61億8,188万円

議会費【0.7％】
4億8,065万1,000円

総務費【11.2％】
72億2,297万2,000円

■民生費
　子どものための教育・保育給付事
業費や障がい者の自立支援給付費
など、全体の40.2％にあたる259億
115万7,000円を計上
■土木費
　通学路などの交通安全施設整
備事業費や汲川原橋徳田線（庄
野・国府区間）の地方道路整備事
業費など、全体の11.5％にあたる
74億3,805万9,000円を計上
■総務費
　地域づくり推進事業費や戸籍住民
課の窓口業務の外部委託化を本格
実施するための戸籍住民基本台帳
管理業務費など、全体の11.2％にあ
たる72億2,297万2,000円を計上

一般会計の歳出

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出

令和2年度予算は、このように使います令和2年度予算は、このように使います

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため、
　積み上げが100％にならない場合があります。
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①交通安全施設整備事業費　7,755万2,000円　通学路に指定されている信号交差点における
安全対策を実施します。

②消防車両等整備費　3億268万5,000円　亀山市とはしご車を共同で購入します。
③文化会館/施設整備費　2,365万円　文化会館の長寿命化を図るためのＰＦＩ導入可能性調査
と大規模改修基礎調査を実施します。
④教育情報化推進費　5億557万5,000円　小中学校および教育委員会事務局などで利用する
ための教育情報ネットワークなどを構築します。
⑤教育施設環境整備費/学校トイレ洋式化整備費　1億5,207万8,000円　小学校トイレの洋式
化および乾式化に関する改修工事を行います。

⑥包括的支援体制構築事業費　699万9,000円　福祉に関する制度の狭間問題など、複雑・多
様化する福祉の問題に対応するための包括的な支援体制を整備します。

⑦地域支援事業費/介護予防・日常生活支援総合事業費　5,760万2,000円　フレイル予防など
高齢者の介護予防に向けた取り組みを行います。

⑧新公共交通計画策定事業費　1,000万円　鈴鹿市地域公共交通総合連携計画に代わる、本
市の交通政策のあり方を記した法定計画を策定します。

⑨強い農業・担い手づくり総合支援事業費　2,500万円　地域農業の担い手の育成および先進
的農業の確立を支援します。

⑩鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地区画整理事業費補助　1億5,000万円　土地区画整理事業内
で整備された道路や調整池などの公共施設について、整備にかかる必要経費の一部を助成します。
⑪個人番号カード等交付事務費　1億2,772万3,000円　本庁舎外に申請窓口を設置するなど、
マイナンバーカードの交付体制を強化します。
⑫地域づくり推進事業費　5,452万9,000円　各地域づくり協議会に対する地域づくり一括交付
金を交付します。

⑬戸籍住民基本台帳管理業務費　1億3,172万3,000円　戸籍住民課の窓口業務の外部委託
化を本格的に実施します。

［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計
645億円645億円

民生費【40.2％】
259億115万7,000円

労働費【0.1％】
6,971万円

商工費【1.5％】
9億7,620万9,000円

土木費【11.5％】
74億3,805万9,000円

教育費【9.3％】
60億2,969万5,000円

公債費【6.0％】
38億8,232万3,000円

その他【3％】19億5,000万円

消防費【4.2％】
27億1,664万3,000円

農林水産業費【2.6％】
16億5,070万1,000円

衛生費【9.6％】
61億8,188万円

議会費【0.7％】
4億8,065万1,000円

総務費【11.2％】
72億2,297万2,000円

■民生費
　子どものための教育・保育給付事
業費や障がい者の自立支援給付費
など、全体の40.2％にあたる259億
115万7,000円を計上
■土木費
　通学路などの交通安全施設整
備事業費や汲川原橋徳田線（庄
野・国府区間）の地方道路整備事
業費など、全体の11.5％にあたる
74億3,805万9,000円を計上
■総務費
　地域づくり推進事業費や戸籍住民
課の窓口業務の外部委託化を本格
実施するための戸籍住民基本台帳
管理業務費など、全体の11.2％にあ
たる72億2,297万2,000円を計上

一般会計の歳出

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出

令和2年度予算は、このように使います令和2年度予算は、このように使います

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため、
　積み上げが100％にならない場合があります。
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令和 2年度予算は、
このように使います

①交通安全施設整備事業費　
7,755 万 2,000 円　通学路に
指定されている信号交差点にお
ける安全対策を実施します。
②消防車両等整備費　3億 268
万 5,000 円　亀山市とはしご
車を共同で購入します。
③文化会館 /施設整備費　2,365
万円　文化会館の長寿命化を図
るためのＰＦＩ導入可能性調査
と大規模改修基礎調査を実施し
ます。
④教育情報化推進費　5 億 557
万 5,000 円　小中学校および
教育委員会事務局などで利用す
るための教育情報ネットワーク
などを構築します。
⑤教育施設環境整備費 /学校トイ
レ洋式化整備費　1 億 5,207
万 8,000 円　小学校トイレの
洋式化および乾式化に関する改
修工事を行います。
⑥包括的支援体制構築事業費　
699 万 9,000 円　福祉に関す
る制度の狭間問題など、複雑・
多様化する福祉の問題に対応す
るための包括的な支援体制を整
備します。
⑦地域支援事業費 /介護予防・日
常生活支援総合事業費　5,760
万 2,000 円　フレイル予防な
ど高齢者の介護予防に向けた取
り組みを行います。
⑧新公共交通計画策定事業費　
1,000 万円　鈴鹿市地域公共交
通総合連携計画に代わる、本市
の交通政策のあり方を記した法
定計画を策定します。
⑨強い農業・担い手づくり総合支
援事業費　2,500 万円　地域農
業の担い手の育成および先進的
農業の確立を支援します。
⑩鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地
区画整理事業費補助　1 億
5,000 万円　土地区画整理事業
内で整備された道路や調整池な
どの公共施設について、整備に
かかる必要経費の一部を助成し
ます。
⑪個人番号カード等交付事務費　
1 億 2,772 万 3,000 円　本庁
舎外に申請窓口を設置するな
ど、マイナンバーカードの交付
体制を強化します。
⑫地域づくり推進事業費　5,452
万 9,000 円　各地域づくり協
議会に対する地域づくり一括交
付金を交付します。
⑬戸籍住民基本台帳管理業務費　
1 億 3,172 万 3,000 円　戸籍
住民課の窓口業務の外部委託化
を本格的に実施します。


