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平成２8年度当初予算が決まりました平成２8年度当初予算が決まりました
一般会計　620億3,０００万円一般会計　620億3,０００万円
　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

　「鈴鹿市総合計画２０２３」の初年度の予算
として、計画に掲げる「めざすべき都市の状
態」を実現するための具体的手段である実行
計画の編成と連動しながら予算編成を行いま
した。

◆財政状況

[歳入]個人分の市民税について、緩やかな個
人所得の伸びは期待できるものの、生産年齢
人口の減少の影響もあり、ほぼ前年と同程度
と見込んでいます。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
により、前年度から減額となる見込みで、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、地方消費税交付金は、個人消費の伸
びにより増額が見込まれ、一般財源全体では、
前年度より微増と見込んでいます。
[歳出]年金生活者等への支援臨時福祉給付

金、子ども子育て支援や障がい者の自立支援
に係る経費が増加し、社会保障関係経費など
の財政需要は、引き続き高い水準で推移する
ものと見込んでいます。

◆当初予算の概要

　総合計画の前期基本計画期間内で、特に
重点的に取り組む分野に該当する事業を重点
戦略事業と位置づけ、政策的協議を重ねなが
ら事業選択を行い、編成作業を進めました。
　財政調整基金を活用しつつ、また、臨時財
政対策債の発行に替えて減債基金を活用す
ることで、市債残高を抑制し、将来の財政負担
に配慮した予算編成としています。
　予算規模については、一般会計は総額620
億3千万円で、前年度に比べて、21億8千万
円、3 .6％の増。前年度当初予算は骨格的予
算として編成しましたので、6月補正後の606億
7,078万円と比べて、13億5,922万円、2.2％の
増となります。



○緊急避難場所整備費　4,300万円
　若松小学校の屋上を避難スペースとして活用するため、外付け階段
および屋上用転落防止フェンスを設置します。
○消防車両等整備費　1億4,052万3千円
消防署鈴峰分署に配備予定のＣＡＦＳ（圧縮空気泡消火装置）搭
載の災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車などを購入します。

大切な命と暮らしを守るまち すずか

平成２8年度予算は、このように使います平成２8年度予算は、このように使います
　平成28年度に進められる主な事業を、「鈴鹿市総合計画２０２３」の基本構想に掲げた「将来都市像を支え
るまちづくりの柱および自治体経営の柱」別に紹介します。
　平成28年度に進められる主な事業を、「鈴鹿市総合計画２０２３」の基本構想に掲げた「将来都市像を支え
るまちづくりの柱および自治体経営の柱」別に紹介します。

○集団適応検診事業費　477万8千円
　就学前から、集団適応に困難を抱える児童の早期発見、早期支援を
行うための集団適応検診を行います。
○西条保育所施設整備費　1,500万円
西条保育所を新築移転し、子育ての拠点施設として整備するための
基本設計費です。
○特定教育・保育施設等施設整備費補助　3億9,631万1千円
私立幼稚園が平成29年度から幼保連携型認定こども園に移行する
ために行う施設整備費の一部を補助します。
○放課後児童健全育成施設整備費　3,600万円
　国府小学校区放課後児童クラブ「ゆいまぁる」の施設整備を行います。
○学校規模適正化事業費　1,000万円
小・中学校の適正規模、適正配置を検討するために、児童生徒数の
中長期的推移を調査します。
○普通教室等空調設備整備費　900万円
小・中学校の普通教室などへの空調設備整備に係る導入可能性な
どを調査します。 
○市民会館施設耐震整備費　3億2,832万円（総工費8億2,080万円）
平成29年2月から12月までの期間に、市民会館の吊り天井耐震改修
工事などを行います。
○AGF鈴鹿体育館（市立体育館）大規模改修費　1,540万円 
AGF鈴鹿体育館（市立体育館）のアリーナや照明、バリアフリー化な
どの改修に向けて、基礎調査および実施設計を行います。

子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか

みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか 

○子ども医療費　6億629万円の内1,374万1千円
中学生の通院分に係る自己負担額への助成対象の拡大、および3歳
未満の乳幼児医療費の現物給付化に向けた準備を行うための経費
○ロタワクチン接種費　1,224万円
ロタウイルスワクチンの接種費用の助成を新たに実施するための経費 
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AGF鈴鹿体育館（市立体育館）
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1,962,955

62,030,000

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28年度 増減額 増減率
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下 水 道 事 業 会 計 ▲ 6.512,003,395
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2,180,000
（1,359,220）

3.6
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平成27年度

24,773,489
21,248,015
554,000
9,778
43,618

2,918,078
9,147,000
12,835,070

106,605,559

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。※上段（ ）は、一般会計平成27年度6月補正による補正後の予算額等です。

■会計別予算額

○地域整備開発費　2,069万2千円
　天名地区公共施設一体整備に関する基本計画策定などを行い
ます。
○斎苑施設整備費　1,000万円 
斎苑の長寿命化構想を含めた整備のための基本構想を策定し
ます。

自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すずか

○企業誘致調査費　2,690万1千円
 （仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺の土地区画整理事業についての
調査・設計を行います。
○次世代自動車推進事業費　196万円
ＦＣＶ（燃料電池自動車）のリース料など
○水素ステーション導入事業費　1億8,670万6千円
ＦＣＶ（燃料電池自動車）に水素を充てんする水素ステーションを
設置します。

活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すずか

○女性活躍推進費 80万4千円
○地域づくり推進事業費　740万7千円 
○地方創生総合戦略推進費　33万3千円 
○総合計画推進費　164万１千円
○公共施設マネジメント推進費　116万1千円  
○政策創造費　300万円
○すずか応援寄附金推進費　1,200万円 

市民力、行政力の向上のために

特 別 会 計
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 719,280  0.7
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斎苑

FCV（燃料電池自動車）

水素ステーション



［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
620億3,000万円620億3,000万円

［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
620億3,000万円620億3,000万円

分担金および負担金、使用料および
手数料、財産収入、寄附金、繰越金

市税【44.7％】
277億2,580万2,000円

民生費【40.6％】
252億83万8,000円

衛生費【8.4％】
52億2,753万1,000円

商工費【1.7％】
10億3,272万8,000円

土木費【13.4％】
83億1,249万8,000円

教育費【7.3％】
45億5,067万6,000円

公債費【7.3％】
45億1,697万円

その他【2.5％】
15億5,000円

消防費【4.2％】
25億7,610万6,000円

農林水産業費【2.9％】
17億8,810万5,000円

労働費【0.1％】　7,133万8,000円

議会費【0.8％】
5億206万1,000円

総務費【10.8％】
67億114万9,000円

地方譲与税【0.9％】
5億6,600万1,000円

国庫支出金【16.4％】
101億7,547万8,000円

県支出金【7.5％】
46億6,870万9,000円

繰入金【3.9％】
24億2,625万5,000円

諸収入【4.2％】
26億2,321万4,000円

市債【6.5％】
40億660万円

その他【3.6％】
22億5,194万1,000円

地方交付税【5.5％】
34億円

■市税
　平成27年度より7,401万2千円減の277
億2,580万2千円を計上
■地方交付税
　普通交付税を30億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の26億円を含め、40
億660万円を計上
■繰入金
　財政調整基金（※1）から20億円（前年
度25億円）、地方債減債基金（※2）から4
億円（前年度5億円）を含む24億2,625万5
千円を計上

一般会計予算

各種交付金【6.7％】
41億8,600万円

○「その他」に含まれる歳入
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

○「各種交付金」に含まれる歳入

■民生費
　生活保護や児童福祉、障がい者福祉、
高齢者福祉などの福祉関連経費が大き
く、全体の40.6％にあたる252億83万8千
円を計上
■土木費
　幹線道路や河川の整備費など、全体
の13.4％にあたる83億1,249万8千円を
計上
■教育費
　学校や公民館の整備費など、全体の
7.3％にあたる45億5,067万6千円を計上
■公債費
　市債の元利償還金など、全体の7.3％
にあたる45億1,697万円を計上

※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。

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため、積み上げと合計が不一致の場合があります。

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出 ※構成比については、表示単位未満四捨五入のため、積み上げと

合計が不一致の場合があります。

歳　入

歳　出
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