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令和2年第1回定例会 2月18日～3月16日 議会報告
今定例会では、令和２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。R2年度予算は、財政健全化に
取り組みながらも、災害に強いまちづくり、東京2020オリンピック・パラリンピック、市制100周年（R3.1.1）に向けた取組み
を進める予算となりました。この予算については、新型コロナウイルスの影響が大きくなる前の段階で編成されました。新型コ
ロナウイルスの影響による日本経済への打撃はどの程度になるのか、千葉市の市政運営にどの程度影響があるのか、現時点
でははっきりと分かりませんが、R2年度の予算については、原則そのまま執行されることになります。新型コロナウイルスが
世界的に感染拡大するなか（一日も早いワクチン等の開発が望まれますが一年以上待たなければならないと言われていま
す）、個々人が「うつらない うつさない」という自覚を持ち社会全体で感染拡大を抑え込んでいかなければなりません。また、
東京2020大会オリンピック・パラリンピックの延期の影響についても、現時点でははっきりと分かりませんが、この二つの影
響により、今後、よりむずかしい市政運営・財政運営のかじ取りが求められます。今号では、R2年度予算について、報告しま
す。次号（Vol.71）では、「災害に強いまちづくり」を中心に、私が行った一般質問について報告します。

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

（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
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未来民主ちば

※一般会計の増減の主なもの　（　）内は対前年度増減額 
新庁舎整備41.1億円 （＋39.1億円）
障害者介護給付等 156.6億円（＋13.4億円）
子ども子育て支援給付 204.2億円（＋24.2億円）
中小企業金融対策 210.8億円（△45.4億円）

一 般 会 計　4,636億円（前年度比 26億円増 0.6％増）
特 別 会 計　4,112億9,300万円（前年度比 404億円減 8.9％減）
合　　　計　8,748億9,300万円（前年度比 378億円減 4.1％減）
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＜歳入予算の主な内訳＞
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694.3 ＋2.5固定資産税

＊法人税率引下げによる影響等

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）
プレミアム付商品券の発行に係る交付金収入が減額となるものの、保育
所入所児童数の増により子ども・子育て支援給付費収入が増額。

建設事業債が新庁舎整備などにより増額となるものの、臨時財政対策債
が減額。

（単位：億円）主な内訳
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R2年度主な内訳
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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。
⑤県支出金　＊県からの補助金
保育所入所児童数の増により子ども・子育て支援給付費収入が増額。
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
消費増税などに伴い増額。

臨時財政対策債への振替額の減などに伴い増額。

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）。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。

（単位：億円、％）

R2年度 対前年増減額 増減率（％）

義務的経費
　人件費*1
　扶助費（生活保護費等）*2
　公債費（借金返済費用）
投資的経費
　補助事業（国の補助金が支給される事業）*3
　単独事業（市が単独で行う事業）*4
その他の経費*5
合計
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〈歳出予算の主な内訳〉

＜主な増減＞（ ）内対前年度増減額
＊1 人件費
会計年度任用職員制度への
移行などのため増額

生活保護
子ども・子育て支援給付

街路整備

庁舎整備
学校施設環境整備
ちば消防共同指令センター機器更新

41.1億円（＋39.2億円）
14.6億円（△14.9億円）

―（△13.1億円）

19.4億円（△10.8億円）

352億円（△2億円）
204.2億円（＋24.2億円）

35.5億円（＋35.5億円）

＊2 扶助費

＊3 補助事業

＊4 単独事業

中小企業金融対策
教育情報ネットワーク更新

210.8億円（△45.4億円）
10.7億円（＋6.8億円）

＊5 その他の経費
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衆議院議員公設秘書
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○千葉公園体育館整備（5.5億円）
○新庁舎整備（41.1億円）
〇保育所運営（8.9億円）
○民間保育園等整備（6.7億円）
　整備個所32カ所・定員数738人
〇民間保育園等給付・助成（238.1億円）
○病児・病後児保育実施施設増設（1.6億円）9→10か所
○一時預かり施設増設（2.1億円）42→43カ所
○延長保育助成（3.6億円）
〇子どもルーム運営（32.0億円）
○子どもルーム整備・環境改善（4.8億円）
　R２年開所4カ所、R3年開所６か所、施設改善４カ所
　R４年実施設計3カ所、入退所管理システムの導入、
　AEDの設置等
○あんしんケアセンターの充実（9.6億円）
○特別養護老人ホーム整備費助成（11.7億円）
○高齢者医療‐療養給付費負担金等（85.3億円）
〇社会福祉協議会運営補助（4.9億円）
〇被保護者就労支援（1.6億円）
　就労支援員（15人→18人）
○生活困窮者対策（2.1億円）
　生活自立・仕事相談センター増設、就労準備支援員増員
○予防接種（25.3億円）
　定期予防接種、風しん抗体検査、ＭＲワクチン予防接種、
　高齢者肺炎球菌予防接種、子宮頸がん予防対策
〇不妊・不育対策(2.3億円)
〇指定難病医療費助成（14.4億円）
○障害者総合支援（247.3億円）
　障害者（児）の自立した日常生活、就労などを支援するため、
　障害福祉サービスの給付などを行う。
○企業立地促進（9.9億円）
　助成件数108社
〇乳牛育成牧場跡地整備（3.2億円）
　新たな観光拠点施設整備　R2.10月プレオープン
〇千葉駅東口地区市街地再開発（4.4億円）
〇稲毛海浜公園のリニューアル（8.5億円）
〇フクダ電子スクエア・多目的広場人工芝張替（4.8億円）
〇身近な公園のリフレッシュ（1.5億円）
　遊具交換、バリアフリー化等
〇あすみが丘消防出張所整備（3.7億円）
　R2年度中に供用開始予定
〇学校施設の計画保全及び機能改善（32.8億円）
　大規模改造　工事　小学校6校、中学校1校
　　　　　　　設計　小学校4校、中学校1校
　外壁改修　　設計　小学校6校、中学校3校
　トイレ改修    設計　小学校10校、中学校6校
　普通教室冷暖房設備設置　中学校12校
　給食室冷暖房設備設置　小学校11校
〇エレベーター設置（3.2億円）
　工事　小学校3校、中学校2校
　設計　小学校2校、中学校1校
〇専科指導のための非常勤講師の配置（1.7億円）、
〇スクールカウンセラー活用（1.8億円）
〇放課後子ども教室運営（4.2億円）
〇特別史跡加曾利貝塚史跡整備（3.4億円）

＜その他の新規施策等＞
〇あなたにお知らせサービス(0.2億円) 
　乳幼児健診、予防接種、各種手当 等23事業の制度内容等を
　対象者に案内
〇東京2020大会開催に向けた取り組み（6.8億円）
　競技会場都市としてのイベントやPR活動等、市民のボラン　
　ティア活動を支援する体制強化、パラスポーツの普及・振興
〇市制100周年に向けた取組み（1.6億円）
　次期基本計画策定、100年の歩みの分析、ちば まち博(仮称)
　の準備、各種ＰＲ活動　等

〇災害に強いまちづくり（180億円・2月補正予算含む）
　・政策パッケージに関する予算　約94億円
　・その他防災に関する予算　約86億円　　　
＊「災害に強いまちづくり」について詳しくは次号で報告します。

千葉市は、1921年（大正10年）1月に市政を施行してから
2021年（令和３年）で100周年を迎えます。今年度は、プレ
期間となり各種取組みを行っています。

特別職人事

初の女性新副市長（R2.4月～）が誕生。
川口真友美氏　昭和53年8月生、41歳。平成13年総務省
入省。前千葉市総合政策局長。
＊千葉市の副市長は2名体制です。鈴木副市長（昭和54
年・市採用）と、服部副市長（R2.3月末で退任【国土交通省
に帰任】）の後任に川口副市長となりました。

市政報告会については、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から、今回は開催しないこと
といたしました。
今回取り上げた問題等、市政に関わること何で
も結構です。みなさんのご意見をお聞かせくだ
さい。どうぞよろしくお願いいたします。

みなさまのご意見をお聞かせください！

白鳥携帯：090-5794-7149
E-mail : info@m-shiratori.jp 


