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平成２6年度当初予算が決まりました平成２6年度当初予算が決まりました

一般会計　６２８億１,８００万円一般会計　６２８億１,８００万円
　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

　これまでの予算編成において、社会経済環
境が目まぐるしく移り変わっていく中、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必要と考える「種」
をまき、花を咲かせ、実を結ぶための施策を進め
てきました。
　新年度におきましては、市民の皆さまの安全
と安心を最優先に考え、市民生活に身近な課
題に対しましても着実に対応していくことを基本
としています。
　その上で、昨年度に引き続き、本市の目指す
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」を実現し
ていくために、本市の将来を見据えて、特に持
続と成長に欠かせない分野について、重点的
に推進を図ることとしました。

◆財政状況

　国の経済政策や好調な自動車需要を背景に
市内企業の業績や市民の所得、雇用は回復傾
向にある一方、本市の企業の中には、リーマンシ
ョック、東日本大震災など、近年の度重なる社会
経済情勢の大きな変動の影響を受けた損失を解
消するに至っていない企業もあります。そのため、
歳入の根幹となる市税は、市民税の法人につい
て前年度と同程度しか見込めない状況ですが、
個人については東日本大震災を踏まえた防災施
策のための財源確保として、均等割の年税額へ
の５００円上乗せによる増のほか、所得割につい
て緩やかな伸びを見込んでおり、市税全体でも前
年度に比べて微増となるよう見込んでいます。
　歳出につきましては、少子高齢化対策や障がい
者の自立支援に係る社会保障関係費を含む義務
的経費など、経常的な支出に伴う財政需要の引き
続き高い水準での推移とともに、基礎自治体として
市民生活に身近な施策の財政需要は、ますます
増大しています。そのため、行財政改革アクション
プランに位置づけた取り組みを着実に進め、市民
の視点に立って、行政サービスの効率化と質の向
上に努めるとともに、個々の事務事業について見
直し、重点的に取り組む事業を選択していきます。
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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
んには最も関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　1,800万円
　橋りょう耐震整備計画に基づく耐震補強工事などを行います。
○消防救急無線デジタル化整備費　5億2,008万円
　活動波および高機能消防指令センターを整備する経費です。　
○大規模地震対策事業費　916万円
　南海トラフ巨大地震モデルに基づく津波ハザードマップの作成などを行います。

① 防災・減災

平成２6年度予算は、このように使います平成２6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
計画に定められた、市長が特に重要であると考える６つの分野に分けて、平成２６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
計画に定められた、市長が特に重要であると考える６つの分野に分けて、平成２６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）。

○放課後児童健全育成施設整備費　2,650万円
　河曲地区学童クラブ「かわたろう」の整備など行います。
○第二学校給食センター等施設整備費　16億5,436万円
　平成27年度の中学校給食実施に向けた給食センターと関連施設の
　整備費です。

② 子育て・子育ちの支援

○総合雨水対策基本計画策定費　1,000万円
　市域全体の排水施設や浸水被害の状況を把握し、総合的な排水計画を
　策定するための経費です。
○街路整備事業費/地方道路整備事業費　3億1,400万円
　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。
○防災公園街区整備事業費　2億5,480万円
　ＮＴＴ研修センタ跡地の防災公園「桜の森公園」（平成27年3月供用開始予定）の整備費です。

③ 幹線道路などの社会資本の整備

　市税収入の見通しが微増の状況において、引き続き複数の大規模
事業が継続していることから多額の財源が必要ですが、消費税率引
上げによる増収が平年ベースでないことや、地方交付税において過去
の精算終了に伴う減額など、財源確保が難しい状況にあります。
　このような状況ではありますが、将来の財政負担に配慮して、できる
限り市債を抑制しつつ、財政調整基金などからの繰入金を積極的に
活用することで、計画的な取り組みだけでなく、市民生活に身近な喫緊
の課題にも対応できるよう、積極的な予算としました。
　予算規模については、一般会計は、総額６２８億１，８００万円で、前
年度に比べて３５億８，８００万円、６．１％の増となりました。
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3,588,000

2,051,380

62,818,000

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26年度 増減額 増減率

11.4

6.1

▲ 24,000
19,969,679

▲ 1.4
117

1,726,000
1.2

769
9,779

1.8
231,934

43,345
8.7

2,260,200
2,907,848

小 計 10.1
1,477,000

24,656,651
21.5

1,861,248
8,349,000

下 水 道 事 業 会 計 20.011,158,017

106,981,668

59,230,000

平成25年度

17,918,299
1,750,000
9,662
42,576

2,675,914
22,396,451
6,872,000
9,296,769

97,795,220 9,186,448 9.4

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

○モノづくり元気企業支援事業費　827万円
　新商品・技術の開発費の補助や技術展示会への出展委託料です。
○メイド・インＳＵＺＵＫＡ応援費　550万円
　市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓を行う中小企業に経費の一部を補助し、地域
　経済の発展を目指します。

④ ものづくり産業の支援と地産地消の進展

○各種がん検診費　1億8,711万円
　胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮のがん検診費です。
　今年度から40歳・45歳・50歳・55歳・60歳の方を対象に、胃がん検診と
　胃がんリスク評価（ピロリ菌の有無など）の無料クーポン券を交付します。
○歯周病検診費　405万円
　市内の医療機関での歯周病検診にかかる経費です。従来の50・60歳に加えて、今年度から40歳も
　対象にしました。

⑤ 市民の健康づくり支援

○市民参加推進事業費　364万円
　協働の仕組みづくりに関する委員会などの経費や市民活動支援事業委託料です。
○公民館施設整備費/栄公民館　1億3,249万円
　栄公民館の新築移転事業の経費です。平成28年度開館予定です。

⑥ 地域づくりの支援

○集落間通学路防犯灯事業費　220万円
　通学路の安全・安心を高めるための防犯灯設置箇所の調査などを行います。
○近鉄伊勢若松駅バリアフリー化整備事業費　567万円
　近畿日本鉄道株式会社が行う駅構内のバリアフリー化工事費の約1/6を補助します。
○ＩＣＴ教育推進モデル事業費　1,000万円
　合川小・稲生小・平田野中をモデル校に指定し、タブレット端末を利用した授業を推進します。
　また、その研究成果は市内の学校へ還流します。　

その他の分野　
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［歳入］合計［歳入］合計

［歳出］合計［歳出］合計

［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計
628億1,800万円628億1,800万円

［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計
628億1,800万円628億1,800万円

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【44.6％】
279億8,769万2,000円

民生費【36.7％】
230億3,447万3,000円

衛生費【8.2％】
51億3,778万5,000円

商工費【1.3％】
7億8,690万円

土木費【12.8％】
80億3,640万7,000円

教育費【11.1％】
69億6,824万9,000円

公債費【8.0％】
50億5,370万1,000円

その他【4.4％】
27億7,200万円

消防費【4.6％】
29億1,136万5,000円

農林水産業費【2.7％】
16億6,761万8,000円 労働費【0.2％】　1億2,078万4,000円

議会費【0.8％】
5億881万4,000円

総務費【9.3％】
58億1,990万4,000円

地方譲与税【0.9％】
5億6,600万1,000円

国庫支出金【14.4％】
90億6,013万6,000円

県支出金【6.5％】
41億828万円

繰入金【9.1％】
56億9,557万8,000円

諸収入【4.1％】
25億6,402万1,000円

市債【7.8％】
48億7,580万円

その他【7.9％】
49億6,049万2,000円

地方交付税【4.8％】
30億円

■市税
　前年度より5億8,457万9千円増の279億
8,769万2千円を計上
■地方交付税
　普通交付税を26億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の32億円を含め、48
億7,580万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金※1

から30億円（前年度22億円）、地方債減
債基金※2から10億円（前年度7億円）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
　臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特
例給付金の創設により大きく増加し、全
体の36.7％にあたる230億3,447万3千円
を計上
■土木費
　街路整備事業など、全体の12.8％に
あたる80億3,640万7千円を計上
■消防費
　消防救急無線デジタル化整備事業
費の増加のため昨年より25.9％増となり、
全体の4.6％にあたる29億1,136万5千円
を計上
■公債費
　市債の抑制効果などにより、前年度に
続いて減額となり、全体の8.0％にあたる
50億5,370万1千円を計上

※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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