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平成２7年度当初予算が決まりました平成２7年度当初予算が決まりました
一般会計　５９8億5,０００万円一般会計　５９8億5,０００万円

　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

　平成27年度一般会計当初予算は、４月に統
一地方選挙が実施されることから、現状の市
民サービスを停滞・低下させないように配慮し
ながら、義務的・経常的な行政経費と継続事
業に係る投資的経費を中心とした骨格的予算
としました。
◆財政状況

[歳入] 市内企業の業績回復などにより緩やか
な個人所得の伸びは見込まれるものの、生産年
齢人口の減少の影響から、個人分の市民税に
ついては減額を見込んでいます。法人分の市
民税は、平成26年10月に実施された税率引き
下げの影響を受け、前年度から微減と見込ん
でいます。
　固定資産税は、企業の設備投資による償却
資産分の増額は見込めるものの、土地・家屋分
については減額になる見込みで、市税全体で
は、前年度をやや下回る額を見込んでいます。

　また、平成26年４月の消費税率の引き上げを
反映した地方消費税交付金の交付額が平成
27年度から平年ベースでの交付となり、大幅な
増額が見込まれるものの、繰入金を除いた一般
財源全体では、前年度とほぼ同額と見込んで
います。
[歳出] 第二学校給食センターなどの完成や骨
格的予算としたことにより、普通建設事業費が
大幅な減額となるものの、子育て支援や障がい
者の自立支援に係る社会保障関係経費などの
財政需要が引き続き高い水準で推移すると見
込んでいます。
◆当初予算の概要

　このような状況の中、「防災・減災」、「市民サ
ービスの向上」、「産業振興」を念頭におき、一
部の事業を国の平成26年度補正予算にあわ
せ前倒しで計上し、財政調整基金を活用するこ
とで、できる限り市債を抑制し、将来の財政負担
に配慮した予算編成を行いました。
　予算規模については、一般会計は総額５９８
億５千万円で、前年度に比べて、２９億６，８００
万円、４.７％の減。全会計では、１，０６６億５５５
万９千円で、前年度に比べて３億７，６１０万９千
円、０.４％の減となりました。



■用語解説

○骨格予算
　政策的経費などの予算を避け、必要最小限度
の経費を計上する予算編成のことを慣例的に骨
格予算と称しています。本市は今年度、継続事業
に係る投資的予算も計上したため「骨格的予算」
と称しました。

○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、特別の財源で特定の事業を行う
ものです。本市では、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、後期高齢者医療の５つの会計があります。

○企業会計
　企業会計は、民間企業のように独立採算制を
採って、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の２つの会計があ
ります。

○橋りょう耐震整備事業費/道路橋耐震補強　2,000万円
矢橋肥田高架橋の耐震補強工事を行うなど、橋りょう耐震整備計画
に基づく落橋防止補強を進めます。
○消防救急無線デジタル化整備費　7億1,766万6千円
　活動波および高機能消防指令センターを整備します。　
○消防団施設整備費　1,035万円
　神戸分団車庫待機所の建替え工事を行います。
○緊急避難場所整備事業費　720万円
　若松小学校の屋上を緊急避難場所とするための調査設計費です。

防災・減災

平成２7年度予算は、このように使います平成２7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」の最終年度に当たる、平成２７年度
に進められる主な事業を紹介します。
　市政運営の指針として定めた「第５次鈴鹿市総合計画」の最終年度に当たる、平成２７年度
に進められる主な事業を紹介します。

○中学校施設環境整備費　8,719万2千円
千代崎中学校の屋内運動場（つり天井とアリーナ）と白鳥中学校の
武道場（つり天井）を改修します。
○稲生小学校施設整備費　4億1,305万2千円
　普通教室棟の増築工事などを行います。
○子どもと親の居場所づくり事業費　324万円
子育て親子の交流の場の提供、子育てに関する相談・援助・
情報提供などを行います。
○放課後児童健全育成施設整備費　4,000万円
　栄小学校区放課後児童クラブ「栄っ子」の施設整備などを行います。

子育て・子育ちの支援

幹線道路などの社会資本の整備

○海岸保全施設整備事業費　1,060万円
　白子漁港海岸保全施設の防護機能を確保するため防潮扉を新設します。

2 2015・4・20



▲ 2,968,000

116,838

59,850,000

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27年度 増減額 増減率

0.5

▲ 4.7

1,278,336
24,773,489

6.4
▲ 1,172,000

21,248,015
▲ 67.9

▲ 1
554,000

▲ 0.0
273

9,778
0.6

10,230
43,618

0.4
798,000

2,918,078
9.6

1,677,053
9,147,000

下 水 道 事 業 会 計 15.012,835,070

106,605,559

62,818,000

平成26年度

24,656,651
19,969,679
1,726,000
9,779
43,345

2,907,848
8,349,000
11,158,017

106,981,668 ▲ 376,109 ▲ 0.4

【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　860万9千円
中小製造業者などの新技術の開発費や技術展示会への出展費を支援し、地域経済の発展を目指
します。
○物産振興費　360万6千円
アジアのホテルコンシェルジュが一堂に集う場において、市の伝統産業である
伊勢型紙と鈴鹿墨のPRを行うなど、本市の物産振興を支援します。
○モータースポーツ振興支援事業費　862万8千円
市民の皆さんがモータースポーツを知り、触れることのできる機会を創
出する啓発事業などを行います。

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　7,600万円
二次救急病院（鈴鹿中央総合病院、鈴鹿回生病院）の医療機器（ＣＴス
キャン）の購入費を助成します。

健康づくりの支援

○栄公民館施設整備費　1億8,900万円
　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。

地域づくりの支援　

○図書館分館管理運営費　592万4千円
江島カルチャーセンターを図書館の分館と位置付けて、児童図書館の核としての運営を行い、充実
を図ります。
○生活困窮者自立支援事業費　1,937万円
　生活に困っている方の相談に包括的に対応し、自立に向けた支援を行います。
○緑の森づくり事業費　652万１千円
　「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用し、里山整備や森林環境教育などを行います。

その他　

特 別 会 計
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［歳出］合計

［歳出］合計［歳出］合計

［歳出］合計

［歳入］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［歳入］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳入］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳出］合計［歳入］合計［歳出］合計［歳入］合計
598億5,000万円598億5,000万円

［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
598億5,000万円598億5,000万円

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【46.4％】
277億9,981万4,000円

民生費【38.5％】
230億3,241万8,000円

衛生費【8.8％】
52億4,932万1,000円

商工費【1.3％】
7億9,316万6,000円

土木費【12.3％】
73億8,201万6,000円

教育費【9.1％】
54億2,978万6,000円

公債費【8.3％】
49億9,333万7,000円

その他【2.7％】
16億円

消防費【5.0％】
30億622万円

農林水産業費【2.8％】
16億6,186万3,000円 労働費【0.1％】　7,358万円

議会費【0.9％】
5億1,995万3,000円

総務費【10.2％】
61億834万円

地方譲与税【0.9％】
5億1,600万1,000円

国庫支出金【14.3％】
85億6,205万5,000円

県支出金【7.1％】
42億3,901万9,000円

繰入金【5.1％】
30億2,428万1,000円

諸収入【4.3％】
25億7,653万5,000円

市債【7.5％】
44億6,270万円

その他【9.6％】
57億6,959万5,000円

地方交付税【4.8％】
29億円

■市税
　平成26年度より1億8,787万8千円減の
277億9,981万4千円を計上
■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28億円を含め、44
億6,270万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金
（※1）から25億円（前年度30億円）、地方
債減債基金（※2）から5億円（前年度10
億円）を計上

一般会計予算

○「その他」に含まれる歳入

■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38.5％にあたる230億3,241万
8千円を計上
■土木費
　幹線道路や河川の整備費など、全体
の12.3％にあたる73億8,201万6千円を
計上
■教育費
　学校や公民館の整備費など、全体の
9.1％にあたる54億2,978万6千円を計上
■公債費
　市債の元利償還金など、全体の8.3％
にあたる49億9,333万7千円を計上

※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に設けられる基金です。

※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。

歳　入

歳　出


