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H31年第1回定例会　2月15日～3月6日　＜Ｈ31年度予算＞

　今定例会では、Ｈ31年度当初予算についての審議が行われ、賛成多数により可決されました。千葉市では、H29年度に「脱・財
政危機宣言」を解除しましたが、本市財政は、依然として厳しい状況にあります。Ｈ31年度予算は、財政健全化に取り組みながらも、
市民生活の向上や本市の発展につながる施策を推進するという方針のもとに編成され、国の施策である「プレミアム付き商品券の
発行」「幼児教育・保育の無償化」や学校施設環境改善（小中学校普通教室へのエアコン設置等）等に取組んだことから過去最高の
予算額となりました。今号では、新年度予算について、報告いたします。
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H31年度予算の主な施策（一部）

○中央区役所移転・美術館拡張整備（14億6800万円）
○新庁舎整備（2億700万円、債務負担行為1億4,700万円）
　実施設計等
○千葉公園体育館の整備（1億100万円）
　実施設計
○地域ポイント制度（3.400万円）
　市民公益活動や健康維持・増進活動の促進のため、対象事業を拡充
　70→110事業
○あんしんケアセンターの充実（9億2800万円）
　包括3職種141人→143人

①市税
②国庫支出金
③市 債
④諸  収  入
⑤県 支 出 金
⑥地方消費税交付金
⑦地方交付税

＜歳入予算の主な内訳＞

＜増減の主なもの＞（ ）内対前年度増減額

＜主な増減＞（ ）内対前年度増減額

H31年 対前年度増減額

1,986
798
563
397
196
183
112

+44
+53
+72
△2
+20
+10
△15

増減率（％）

+2.3
+7.1
+14.8
△0.5
+11.7
+5.8
△11.9

一般会計　4,610億円（前年度比　156億円増、3.5％増）

（単位：億円、％）

（単位：億円）

（単位：億円、％）

①市税

H31年度主な内訳

169
前年度増減

△1

872

211

＋33

＋26

法人市民税

個人市民税

692 ＋14固定資産税

県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う税源移譲により、市民税が増額。

うち県費教職員の給与
負担等の税源移譲分

②国庫支出金　＊国が使途を指定して交付するお金（国庫補助金、国庫負担金等）
主にプレミアム付き商品券の発行、幼児教育・保育の無償化等により増額。

④諸収入
融資残高の減に伴い中小企業資金融資預託金収入が減額。

⑥地方消費税交付金　＊消費税の一部を、人口と従業者数に応じて市に交付されるもの
消費の増加などに伴い増額。

液状化対策事業がほぼ完了したことにより震災復興特別交付税が減額。

⑤県支出金　＊県からの補助金
幼児教育・保育の無償化、農業者等に対する補助事業費等が増等により、増額。

＊1 扶助費
幼児教育・保育の無償化
子ども・子育て支援給付
障害者介護給付等

液状化対策
街路整備

学校施設環境（エアコン等）整備
市有建築物計画的保全

プレミアム付き商品券発行
公共用地取得事業繰出金

19億円（＋19億円）
37億円（＋31億円）

29億円（＋17億円）
30億円（＋14億円）

4億円（△21億円）
30億円（＋18億円）

18億円（＋18億円）
176億円（＋8億円）
143億円（＋10億円）

＊2 補助事業

＊3 単独事業

＊4 その他の経費

H31年度 対前年増減額 増減率（％）

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（国の補助金が支給される事業）*2
　単独事業（市が単独で行う事業）*3
その他の経費*4
合計

+19

△8

＋43

△15

+61

△8

+69

+76

＋156

+0.8

△0.8

+4.0

△2.9

+15.7

△5.1

+29.7

+5.0

+3.5

2,563

944

1,107

511

447

147

300

1,600

4,610

〈歳出予算の主な内訳〉

学校施設環境整備　４４億円（＋30億円）
プレミアム付き商品券発行　１９億円（＋19億円）
街路整備（磯辺茂呂町線等）　53億円 （＋29億円）
幼児教育・保育の無償化　18億円（＋18億円）

＊法人税率引下げによる影響等

（単位：億円）H31年度主な内訳

74
前年度増減

＋11

19 ＋19

子ども・子育て支援給付費収入

プレミアム付き商品券事業費収入

16 ＋16幼児教育・保育無償化事業費収入

＊家屋の新増築や設備投資の増

（単位：億円）
③市債 

H31年度主な内訳

328
前年度増減

＋85

235 △5

建設事業債

臨時財政対策債

0 △7退職手当債

⑦地方交付税　＊国が地方の財政の格差を調整するために配分されるお金（地方に配分
されるべき所得税等の一定割合を国が一括して徴収し、地方に再配分するお金）。それぞれの
自治体の財源不足に応じて決定する「普通交付税」と自然災害時等に交付する「特別交付
税」がある。国庫支出金は特定の目的のための補助金であるのに対し、地方交付税は地方が
自由に利用することができる財源。
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○特別養護老人ホーム整備費助成（7億9300万円）
　3,729床→3,809床
○生活困窮者対策（1億9,000万円）
　支援員増員15人→24人
○受動喫煙対策（9,300万円）
　飲食店への支援－屋内禁煙化への助成、相談・指導体制の整備
○予防接種（24億5,200万円）
　定期予防接種、風しん抗体検査、ＭＲワクチン予防接種費用助成、
　高齢者肺炎球菌予防接種
○不妊対策（1億8500万円）
　男性不妊治療（初回）の助成上限額15万円→30万円
○新清掃工場整備（1億5,000万円）
　環境影響評価・土壌汚染対策
○企業立地促進（10億9,500万円）
　新規―所有型13社、賃貸型12社
○プレミアム付き商品券発行【新規】（19億4,000万円）
　事業概要： 2万5千円分の商品券を2万円で販売
　使用期間 ：平成31年10月～平成32年3月
　対象者： 住民税非課税者、3歳未満児の扶養世帯主（約20万人）

千葉市財政の課題

他の新規事業
総合防災情報システムの構築1400万円、文書管理適正化及び文書量
削減支援1700万円・債務負担行為1800万円、健康づくり（ウオーキン
グの促進）600万円、農業生産力強化支援事業3660万円、農地銀行
補助制度 940万円、空家等活用・除却提案モデル事業720万円等

○公園等・街路樹の適性管理（22億円）
　前年より4億6200万円の増
○有害鳥獣対策（3400万円）
　捕獲・電気柵・耕作放棄地の草刈等
○あすみが丘消防出張所整備（1億5700万円）
　H31～H32建築工事
○消防車両等整備（8億1100万円）
　あすみが丘出張所の開設に伴う新規配置車両の整備等
○子どもルーム整備・環境改善（1億2,400万円）
　H32開所－施設整備 2か所・施設改善4カ所、120人　
　H33開所－実施設計4か所、300人
○幼児教育・保育の無償化【新規】（18億4,700万円）
　H31年10月～
　対象施設等　保育所・園、幼稚園、認定こども園、地域型保育、認
　　　　　　　可外保育施設、一時預かり、病児保育等
　対象児童　　3歳から5歳：全て　　
　　　　　　　3歳未満：市民税非課税世帯
○民間保育園等整備（10億6500万円）
　整備個所33カ所・定員数1,053人
○一時預かり施設増設（1億9,800万円）
　50→54カ所
○一時保護所改修（3,300万円）
　定員数37人→42人
○要保護・準要保護児童生徒就学援助（2億1900万円）
　支給単価－1万円/人・引き上げ
○スクールカウンセラー活用（1億6800万円）
　小学校・特別支援学校全校に対応
○放課後子ども教室・子どもルーム一体型運営等（2億2,200万円、
　債務負担行為4億2,500万円）
　H31～実施校6校→開設準備H32～12校
○学校施設の環境整備【一部２月補正対応】（77億2,200万円、債
　務負担行為19億円）
　学校施設の計画保全及び機能改善を実施
　大規模改造工事　H30～31継続事業 小学校4校、中学校1校
　　　　　　　　　H31～32継続事業 小学校1校
　外壁改修工事　　小学校4校
　　　　　設計　　小学校2校、中学校2校
　トイレ改修工事　 小学校9校、中学校5校
　　　　　設計　　小学校3校、中学校8校、高等学校1校
　冷暖房設備設置（普通教室）　　
　　　　　工事　　H30～31継続事業　小学校54校
　　　　　　　　　H30～32継続事業　中学校12校
　　　　　リース　中学校42校

　エレベーター設置（4億7600万円）学校校舎にエレベーターを設置
　　　　　工事　  小学校6校、中学校1校
　　　　　設計  　小学校4校、中学校1校
○教材教具の充実（11億6,300万円）
　学校教育において日常的に必要となる教材教具購入費を確保
　小学校14,349円/人→15,152円/人　中学校16,668円→17,681円/人

地方自治体の財政健全度を測る指標の実質公債費比率・将来負担
比率は、かつて政令市の中で最悪であった状況を脱し、年々改善され
ています。しかしながら、この指標には市債の中の臨財債＊の発行に
よる影響は含まれておりません。臨財債の残高（市債残高総額の約
1/4）とその返済額は増え続けているため、指標が示すとおりには現実
の財政運営は改善されてはおらず、厳しい状況は続いています。
＊臨時財政対策債（臨財債）は、本来地方交付税として国から現金で
支給されるべきところ、国の財源不足から地方に市債を発行させて資
金を調達させるもので、その返済額については、国が後年度地方交付
税として支払うことになっています。地方交付税が、現金で支払われて
いれば問題はありませんが、現状のままでは、国のツケを地方にまわ
す制度となっていると言わざるを得ません。市は、市民のみなさんの協
力と理解を得ながら財政健全化を進めてきていますが、この臨財債の
問題は、市にはどうすることもできません。（近年、政令市市長会は国
に対しこの制度の廃止を求めています）

千葉市の財政状況については、かつての危機的な状況を脱して着実に
財政健全化は進んでいます。しかしながら、臨財債の問題や、基金か
らの借入残高は依然として大きいこと等の理由から、依然として厳し
い状況にあり、さらなる少子・超高齢化の進展、人口減少社会へ突入
（千葉市の人口は2020年度をピークにその後減少する見込み）する将
来を見据えながら、手を緩めることなく財政健全化を進めなければな
りません。私は、厳しい状況下でも、求められる政策課題に対処できる
市役所をつくるために、今後も行財政改革に力を尽くして参ります。

H27

18.0％

208.7％

H28

17.3％

186.2％

H29

15.8％

159.4％

H30

14.1％

159.0％

H31

14.1％

152.7％

実質公債費比率

将来負担比率

H27

1兆181億円

1,923億円

587億円

88億円

H28

1兆61億円

2,015億円

564億円

95億円

H29

 9,941億円

 2,153億円

551億円

102億円

H30

9,938億円

2,273億円

542億円

―

H31

9,938億円

2,403億円

556億円

―

市債残高（全会計）

うち臨財債残高

公債費（返済額）

うち臨財債分返済額

○実質公債費比率・将来負担比率の推移

○市債・臨時財政対策債（臨財債）の状況（推移）

＊実質公債費比率：収入に占める借金返済額（市債に対する返済額－公債費）の
割合＊将来負担比率：収入に対する将来市が負担する借金などの割合＊H27、
28、29は実績、H30、31は第3期財政健全化プランの試算値

＊H27.28.29は実績、H30.31は予算


