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平成２５年度当初予算が決まりました平成２５年度当初予算が決まりました
一般会計　５９２億３,０００万円一般会計　５９２億３,０００万円

　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。　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

　昨年の予算編成は、将来に向けて持続可能
な都市・鈴鹿を創りあげていくために、中長期的
な視点に立って調査・研究や設計などといった
「種」をまくことに配慮しました。
　新年度は、まいた種を確実に成長させる一年
と位置付け、本市の将来を見据え、明るく元気
に花を咲かせるような予算編成を行いました。
　依然として厳しい財政状況ですが、市民の
皆様の安全と安心を最優先に考え、本市のめ
ざす将来都市像「市民一人ひとりが夢や生きが
いをもって安心して暮らせるまち　すずか」のた
めの各施策の着実な推進を図るとともに、６つの
分野、「防災・減災」、「子育て・子育ちの支援」、
「幹線道路などの社会資本の整備」、「ものづく
り産業の支援と地産地消の進展」、「健康づくり
の支援」及び「地域づくりの支援」について、昨
年度に引き続き、重点的に推進を図ることを基
本方針としました。

◆財政状況

　平成２０年のリーマンショック以降、東日本大
震災を始めとした度重なる社会経済情勢の大
きな変動の影響を受け、本市の基幹産業にお
いては、過去の損失を解消できるような本格的
な回復に至っていません。
　また、平成２４年に実施されたエコカー補助
金などの自動車に対する需要刺激策や好調な
軽自動車の需要による効果も見込まれますが、
市内企業の業績や市民の所得、雇用の改善の
見通しは不透明な状況です。
　そのため、本市の歳入の根幹となる市税は、
個人所得などにおいて緩やかな伸びを見込む
一方、固定資産税では、大幅な減収を見込ん
でおり、市税全体では、前年度と同程度になると
予想しています。
　一方、歳出は、少子高齢化対策など、社会保
障費を含む福祉関係経費やその他の経常的な
経費に要する財政需要が高い水準で推移する
と見込んでいます。
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■用語解説
○一般会計
　市が行う仕事の大部分を賄う予
算で、市税や国・県からの支出金な
どを財源にしています。市民の皆さ
んには最もかかわりの深い予算と
いえます。
○特別会計
　特別会計は、特別の財源で特別
の事業を行うもので、国民健康保
険事業など5つの会計があります。
○企業会計
　企業会計は、一つの会社のよう
に事業・経理を行うものです。本市
では、水道事業会計と下水道事業
会計がこれに当たります。

○橋りょう耐震整備事業費/道路橋耐震補強　1,000万円
　橋りょう耐震整備計画に基づく落橋防止補強の設計を行います。
○消防団施設整備費　3,900万円
　栄分団の消防車庫待機所の建替えに係る経費です。　
○中学校施設整備費/平田野中学校　21億5,175万円
　平田野中学校の移転（移転先：国府町）に伴う事業費です。

① 防災・減災

平成２５年度予算は、このように使います平成２５年度予算は、このように使います
　市政運営の指針として定めた「第５次鈴鹿市総合計画」。この計画を推進するための実施
計画に定めている、市長が特に重要であると位置づけた６つの分野に分けて、平成２５年度に
進める主な事業を紹介します（１万円未満四捨五入）。

　市政運営の指針として定めた「第５次鈴鹿市総合計画」。この計画を推進するための実施
計画に定めている、市長が特に重要であると位置づけた６つの分野に分けて、平成２５年度に
進める主な事業を紹介します（１万円未満四捨五入）。

○教育施設扇風機設置事業費　627万円
　小中学校の普通教室に扇風機を設置します。
○第二学校給食センター等施設整備費　8億7,446万円
　中学校給食実現に向けた給食センターの建設工事費と中学校配膳室
　などの施設整備費です。

② 子育て・子育ちの支援

○漁港施設整備費/漁港施設長寿命化　1,900万円
　若松漁港と白子漁港の漁港機能保全計画を策定し、施設の長寿命化を図ります。
○地方道路整備事業費／市道山本65号線外　4,800万円
　新名神高速道路（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣに接続する市道を整備
　するための用地取得費、補償費などです。
○街路整備事業費/地方道路整備事業費　1億5,300万円
　汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）を整備するための用地取得費、補償費などです。

③ 幹線道路などの社会資本の整備

◆当初予算の概要

　国は、平成２５年度予算について、緊急経済対策に基づく大型補正
予算と一体的なものとして、いわゆる「１５ケ月予算」を編成し、切れ目の
ない経済対策を実行するとしています。
　本市においても、国の平成２４年度補正予算に併せ、地域経済対策
と財源確保の観点から平成２４年度予算に前倒して計上した事業もあ
る一方、市税収入の見通しが不透明な状況において、複数の大規模
事業が継続していることから、多額の財源が必要となり、それに対応す
べく、基金からの繰入金を積極的に活用した予算としました。
　予算規模については、一般会計は、総額５９２億３,０００万円で、前年
度に比べて、１６億３,６００万円、２.８％の増。全会計では、９７７億９,５２２
万円で、前年度に比べて２億２,９２９万９千円、０.２％の増となりました。
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1,636,000

245,990

59,230,000

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

特
　
別
　
会
　
計

平成25年度 増減額 増減率

1.4

2.8

0
17,918,299

0.0
▲ 355

1,750,000
▲ 3.5

▲ 193
9,662

▲ 0.5
90,025

42,576
3.5

335,467
2,675,914

小 計 1.5
▲ 978,000

22,396,451
▲ 12.5

▲ 764,168
6,872,000

下 水 道 事 業 会 計 ▲ 7.69,296,769

97,795,220

57,594,000

平成24年度

17,672,309
1,750,000
10,017
42,769

2,585,889
22,060,984
7,850,000
10,060,937

97,565,921 229,299 0.2

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

○メイド・インＳＵＺＵＫＡ応援費　400万円
　市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓等を行う中小企業等に経費の一部を補助し、
　地域経済の発展をめざします。
○地域経済対策住宅リフォーム等促進事業費　1,562万円
　住宅リフォーム等を市内施工業者に発注した場合に、その経費の一部を補助します。地元建設業界
　の活性化と消費の拡大などの経済効果が期待されます。

④ ものづくり産業の支援と地産地消の進展

○公的病院施設設備整備費補助　5,000万円
　二次救急病院（鈴鹿回生病院）のＭＲＩ機器購入費を助成します。
○予防接種費　4億9,681万円
　従来の予防接種に加え、本年度から新たに就学前幼児に対し水痘（水ぼ
　うそう）、ムンプス（おたふくかぜ）の予防接種費用の一部を助成します。

⑤ 健康づくりの支援

○地域づくり推進事業費　359万円
　地域づくり研修や活動団体報告会などの開催や団体への補助にかかる費用です。
○コミュニティ・スクール推進事業費　600万円
　家庭・学校・地域が一体となった地域ぐるみの教育環境づくりを推進します。

⑥ 地域づくりの支援　

○証明書コンビニ交付事業費　2,848万円
　住民基本台帳カードを使用して、コンビニに設置されたキオスク端末により住民票の写し、印鑑登録
　証明書、税証明を発行します。
○音楽の街事業費　243万円
　「鈴鹿の街音楽祭」「吹奏楽フェスティバルin鈴鹿」を開催します。
○確かな学力を育む特色ある学校づくり事業費　519万円
　学力向上のため、研究推進校を指定し、研究の支援をするほか、教育研究などにあたる嘱託職員を
　採用し、各学校の学力向上に取り組みます。

その他の分野　
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　平成18年度から市内で実
施している地籍調査の測量
成果を、｢地籍調査の成果に
関する証明書｣として、平成
25年4月1日から、手数料500
円で交付を開始しました。
※地籍調査による登記完了後の
分合筆などの変更は反映され
ていないので、法務局でご確認
ください。

　地域を問わず、広く社会の
公益に寄与することが期待で
きる自主的、自発的な非営利
の市民活動を行う団体に対
し、事業費の一部を補助しま
す。
対象事業　市内を中心に活
動する市民活動団体が行
う公益的な事業で、平成25
年7月1日㈪から平成26年2
月28日㈮までに実施できる
事業

補助金額　補助対象事業に
必要な経費の4分の3に相

当する額（最高10万円）
申込み　4月22日㈪から5月
21日㈫までに、補助金交付
申請書に必要書類を添え
て、直接地域課へ。補助金
交付申請書は、4月22日か
ら配付します。また、市ホー
ムページからも入手できま

す。

審査会　6月15日㈯　14時か
ら（予定）

審査方法　申請書類による書
面審査とプレゼンテーション
審査
※申請に際しては、事前に地
域課にご相談ください。

地籍調査の成果に関する
証明書の交付を
開始しました

土木総務課　 382-1260　 382-7612

　dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

市民活動団体支援補助金
を交付します

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

新しい在留管理制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)
特別永住者制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html)

　2012年（平成24年）7月9日から、外国人住民の制度が変わりました。新
制度では、外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明
書が交付されます。下記の表により、切替時期と申請場所をご確認ください。
　なお、16歳未満の方は、16歳になるときに切替の手続きが必要です。ご注
意ください。
必要書類などの問合せ　外国人在留総合インフォメーションセンター
　　0570-013904（平日8時30分～17時15分）

～外国人住民の方へ～
在留カードまたは特別永住者証明書への切替時期をご確認ください

市民課　 382-9132　 382-7608　 shimin@city.suzuka.lg.jp

※16歳になるときの切替
申請期間は、旧制度では
「16歳の誕生日から30
日間」でしたが、新制度
では「16歳の誕生日の6
カ月前から誕生日まで」
に変更されています。
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［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］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［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［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［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［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［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計
592億3,000万円592億3,000万円

［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［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［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［歳出］合計
592億3,000万円592億3,000万円

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付
金、地方消費税交付金、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

市税【46.3％】
274億311万3,000円

民生費【37.1％】
219億6,654万5,000円

衛生費【8.6％】
50億6,638万5,000円

商工費【1.3％】
7億8,523万4,000円

土木費【12.2％】
72億1,377万1,000円

教育費【12.1％】
71億4,666万4,000円

公債費【9.1％】
53億6,182万5,000円

その他【2.7％】
16億円

消防費【3.9％】
23億1,294万2,000円

農林水産業費【2.7％】
16億917万4,000円 労働費【0.2％】　1億561万2,000円

議会費【0.8％】
4億9,197万4,000円

総務費【9.4％】
55億6,987万4,000円

地方譲与税【0.9％】
5億1,920万1,000円

国庫支出金【13.5％】
79億8,462万円

県支出金【6.9％】
40億8,925万8,000円

繰入金【5.6％】
33億2,317万5,000円

諸収入【4.3％】
25億1,748万7,000円

市債【8.2％】
48億7,150万円

その他【7.8％】
46億2,164万6,000円

地方交付税【6.6％】
39億円

■市税
　前年度とほぼ同額の274億311万3千円
を計上
■地方交付税
　普通交付税を35億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の35億円を含め、48
億7,150万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金※1

から22億円（前年度20億円）、地方債減
債基金※2から7億円（前年度3億円）を計上

一般会計予算

○「その他」に含まれる歳入

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出

■民生費
　生活保護や児童福祉、障害者福祉、
高齢者福祉などの福祉関連経費が大き
く、全体の37.1％にあたる219億6,654万
5千円を計上
■土木費
　幹線道路や河川の整備費など、全体
の12.2％にあたる72億1,377万1千円を
計上
■教育費
　平田野中学校や第二学校給食センタ
ーの整備費など、全体の12.1％にあたる
71億4,666万4千円を計上
■公債費
　市債の元利償還金など、全体の9.1％
にあたる53億6,182万5千円を計上

※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の基金です。

※2地方債減債基金…地方債の償還を計画的に行うため

の基金です。

歳　入

歳　出

※グラフ「歳入」「歳出」ともに、構成比は表示単位未満四捨五入しています。
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