
平成２７年度２月一般会計補正予算　42億67百万円

Ｈ28年度一般会計予算
4,004億円（前年度比102億円・2.6％増）

46

Ｈ28年第一回定例会（2月22日～3月17日）

　今定例会では、2月補正予算・Ｈ28年度当初予算についての審議が行われ、賛成多数により原案通り可決されました。千葉市は、過
去大量に発行した 市債の返済がピークを迎え（500億円超で高止まり）、 扶助費（生活保護費等）が年々増加していること等から、 こ
こ数年新年度予算編成時において多額の収支不足が見込まれています。Ｈ28年度予算編成当初（Ｈ27.10月）も、Ｈ28年度は約
138億円の収支不足が見込まれていました。そのため、財源対策として退職手当債の発行や基金からの借入も行い、収支不足を埋め
ざるを得ませんでした。このような厳しい状況の中、財政健全化に取り組みながら、急速に進行する少子・超高齢化・今後予想される人
口減少社会への対応や、都市の活力を維持するために、長期的な展望に立った市政運営を進めていかなければならないことが、予算
編成における課題でした。2月補正予算・H28年度予算は、これらの課題と国の予算の動向を踏まえ編成されました。今号では、2月補
正予算・新年度予算（一般会計）の概要について、報告いたします。

E-mail : info@m-shiratori.jp   URL : www.m-shiratori.jp

今回の補正予算は、主に国の補正予算に対応し、東京オリンピック・パラリン
ピック開催に向けた取り組みや海辺の魅力を活用したエリアPR、学校施設の
改修、臨時福祉給付金の支給に係る経費などを計上したものです。

東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組み－多言語対応検
討調査及びパラリンピックを通じた機運醸成等、障害者スポーツ
の推進、国際交流ボランティア育成等

千葉地域の農産物・加工品の販路拡大調査・実証及びブランド
力の向上等
学校施設の環境整備、子ども・子育て支援新制度業務システム
改修等
臨時福祉給付金
（65歳以上の市民税非課税の方・給付額3万円）
介護ロボットの導入支援

個人番号カード交付等事務費

海辺の魅力を活用したエリアＰＲ－集客プロモーション、Red Bull 
Air Race Chiba 2016開催に伴う観光ＰＲ等

〈国の補正予算への対応〉
総額 　38億358万円（財源・国庫支出金30億8944万円）

（裏面に続く）

〒266-0033 千葉市緑区おゆみ野南2-97-9 TEL.043-293-7130 FAX.043-307-4882

（誉田公民館・工作室）
（鎌取コミュニティセンター・2Fサークル室）10：30～11：30

13：30～14：30
（あすみが丘プラザ・3F会議室2）15：30～16：30

4月24日（日）
明日見倶楽部主催・
市政懇談会

発行：千葉市議会議員 白鳥誠事務所

未来民主ちば

＊1生活保護費352億円（23億円増）、子供子育て支援給付費98億円（19億円増）等
＊2国が費用の一部を負担する公共事業ー学校施設環境整備費11億円（11億円増）、桜木町
団地建替事業13億円（11億円増）等
＊3国の援助を受けずに市独自に実施する公共事業　こてはし給食センター17億円　等
＊4企業立地促進融資37億円（12億円増）、中小企業資金預託金305億円（10億円増）、介
護保険事業繰り出し金99億円（6億円増）等

市税　　　　

　法人市民税

　個人市民税

　固定資産税

国庫支出金

地方消費税交付金

地方交付税

市債発行

　建設事業債

　臨時財政対策債

　退職手当債

諸収入

繰入金

　財政調整基金取崩し

　市債管理基金からの借入

25億2,000万円

9億1,400万円

1億5,959万円

8,319万円

4,280万円

2,000万円

5,400万円

〈歳入予算の主な内訳〉

〈歳出予算の主な内訳〉

H28年度 前年度増減
1,754億円

654億円

164億円

678億円

606億円

193億円

94億円

411億円

226億円

168億円

17億円

445億円

68億円

20億円

15億円

＋17億円

＋10億円

△15億円

＋20億円

＋39億円

＋28億円

＋22億円

△23億円

＋18億円

△27億円

△14億円

＋23億円

＋4億円

＋10億円

前年同額

＊法人税率引き下げによる影響等

＊家屋の新増築や設備投資の増

生活保護費、桜木町団地建替え等により増額

＊国から財源不足を補てんするために交付される資金

Ｈ26年4月の消費税引き上げに伴う交付金が
平年度化することにより増額

＊財源不足補てんのために国から発行を認められる
市債。返済金は後年度、国から支給される

企業立地促進預託金収入、中小企業資金融資預託
金収入が増額

H28年度
増減

義務的経費
　人件費
　扶助費（生活保護費等）*1
　公債費（借金返済費用）
普通建設事業費
　補助事業費*2
　単独事業費*3
その他経費*4
合計

+45

+3

+59

△ 18

+27

+26

+1

+30

＋102

2.2

0.6

6.5

△ 3.1

7.5

19.0

0.4

2.0

2.6

2,087億円

563億円

968億円

556億円

383億円

162億円

221億円

1,534億円

4,004億円

金額 率（%）

単位：億円

単位：千円

主な施策（拡充・新規施策の一部）
防災対策

地震被害想定調査・地震ハザードマップ作成配布、職員参集
システム整備
防災備蓄品整備
防災備蓄倉庫の整備　H27末：88か所→H28：118か所
マンホールトイレ　 H27末：46か所→H28：58か所
耐震診断・改修助成
木造住宅や分譲マンションの耐震性能を向上させるため、耐震
診断及び耐震改修費用などの一部を助成
緊急輸送道路沿道建築物耐震助成
耐震診断経費に加えて、新たに耐震改修・建替・除却を助成対
象に追加

26,556

78,459

23,900

37,500

どうぞお気軽に
ご参加ください！

こてはし給食センター等整備等



白鳥誠市政リポート

info@m-shiratori.jp 043-307-4882E-mail: FAX:

＊事業所が住民税の年税額の1/12ずつを給料から預かって、預かっ
た翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に納付する方法

見直した主な施策（一部）

市財政の課題

単位：千円
市民税徴収対策

特別徴収一斉指定
個人市県民税の徴収率向上のため、県下一斉で個人市県民
税における特別徴収の一斉指定を実施する。

117,177

（昭和33年1月30日生まれ）
千葉県立木更津高校卒業
立教大学を経て、そごう百貨店入社
（1999年まで18年間、有楽町そごう勤務）
衆議院議員公設秘書
（4月）千葉市議会議員選挙において緑区より出馬。
7,461票を獲得し、初当選
（4月）千葉市議会議員選挙において緑区より出馬。
7,557票を獲得し、2期目当選
（4月）千葉市議会議員選挙において緑区より出馬。
6,289票を獲得し、3期目当選

1958年
1976年
1981年

2003年
2007年

2011年

2015年

白鳥誠プロフィール

単位：千円
市民サービスの向上

区役所窓口改革の推進
市民サービスの向上及び行政運営の効率化を図るため、ワン
ストップ窓口及び事務センターを開設（H29.1）
証明のコンビニ交付等
市民サービスの向上及び行政運営の効率化を図るため、住民
票の写し等の交付サービスを開始（H29.1）

421,910

114,647

単位：千円　(　)内は前年度

長寿祝金
医療・介護等の財政需要増に対応するため、支給対象年齢を
見直し（８８歳：１万円→廃止　９９歳：５万円→継続）
シルバー人材センター運営
自立的な事業運営を目指し、他の政令市の状況等を踏まえ、事
務費率を見直し
事務費率　報酬金額の５％→８％
民間保育園等への補助金
子ども・子育て支援新制度の施行に際し、市単独補助金につ
いて見直し
農山村留学
小学校6年生の宿泊体験学習について､県外実施を終了する
とともに保護者負担を見直し

13,000（41,220）

96,440（116,198）

7,823（17,928）

40,513（60,941）

単位：千円
医療・健康

医療扶助適正実施の推進
ジェネリック医薬品の利用促進、健康管理支援を行う指導員を
増員（H27：４人→H28：８人）
特定保健指導の利用促進等
特定保健指導利用促進のための電話勧奨、特定保健指導利
用機関の拡大等
検診
がん検診、健康診査、骨粗しょう症検診、歯周病検診、後期高
齢者歯科検診、ピロリ菌検査の試行実施に向けたシステムの
改修等
不妊対策（特定不妊治療費の助成）
男性不妊治療の助成拡大　１回当たり上限15万円
初回助成上限額の引き上げ　15万円→30万円

子どもルーム整備・運営
　4年生までの児童に加え、新たに5年生までを対象に児童の
　健全育成を図るため、子どもルームの整備・運営を実施－新
　設1か所、施設改善1か所
児童扶養手当支給
　第1子　9,910円～42,000円
　第2子以降の加算額を拡充
　第2子加算　5,000円→10,000円（上限額）
　第3子以降加算　3,000円→6,000円（上限額）
私立幼稚園就園奨励費
幼児教育の無償化に向けた取組を推進するため、国の制度改
正に合わせ、多子補助世帯及びひとり親世帯等の保護者負担
を軽減
　多子世帯－市民税所得割額77,100円以下世帯の多子計
　算の年齢制限－小学校3年生まで→年齢制限撤廃
　ひとり親世帯等－市民税所得割非課税世帯の補助単価　
　第1子：297,000円 → 333,000円（36,000円増）
　第2子：315,000円 → 333,000円（18,000円増）
　市民税所得割額77,100円以下世帯の補助単価
　第1子：140,200円 → 242,000円（101,800円増）
　第2子：236,000円 → 333,000円（ 97,000円増）
病児・病後児保育－施設数の増8か所→9か所、定員増1か所
保育所における一時預かり　38か所→41か所

24,903

18,071

1,845,561

214,594

単位：千円
子ども・子育て支援

子ども・子育て支援新制度給付対象施設の整備
　待機児童解消を図るため、民間保育園等を整備
　認定こども園　12か所整備　（定員440人）
　認可外保育施設の認可化　11か所整備　（定員330人）
　小規模保育事業　12か所整備　（定員204人）
　事業所内保育事業　4か所整備　（定員20人）
　民間保育園　3か所整備　（定員119人）

908,530

2,546,322

2,944,191

1,876,831
125,667
178,964

単位：千円
高齢者施策等

施設整備・地域包括ケアシステム構築の推進等
・特別養護老人ホーム整備費助成
2施設

・社会福祉施設整備費等助成－定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所の整備に
対し助成
・在宅医療介護資源調査－
在宅医療・介護について、医療機関や
介護サービス事業所などに対する実施
状況の調査及び将来推計を実施
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修－病院
勤務の医療従事者向けに、認知症の方への適切な診察・処置
等について研修を実施
・認知症初期集中支援チーム運営－認知症の方やその家族に
対して、初期の支援を包括的・集中的に行う認知症初期集中
支援チームを増設
・介護人材の確保－介護職員初任者研修の受講費用助成に
ついて対象を拡大、合同就職説明会等の実施 H2８年度予算では、H28年度末の市債残高が１兆218億円と、２７年度と比べて１１０

億円削減されるなど市債の借金残高は低減されました。厳しい財政状況の中で、いま
取り組まなければならない子育て環境、高齢者、障がい者福祉の拡充、また将来への
投資となる施策に積極的に取組み、将来負担軽減が図れたことは評価ができるもので
す。しかしながら、予算編成当初見込まれていた138億円の収支不足を、退職手当債の
発行や禁じ手ともいえる基金からの借入を行い穴埋めせざるを得ませんでした。基金
からの借入残高は、H28年度末で297億円が見込まれており、市財政の実質的な赤字
体質の状況は変わっていません。この状況を脱することが、財政健全化の大きな課題
です。今後、さらなる財政健全化への取組みと、求められる事業・施策の実現を両立さ
せるために、全庁挙げて行財政改革を強力に進めなければなりません。

2,093,568


