平成３１年度佐倉市当初予算（案）の概要
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※平成 31 年度当初予算は骨格予算で編成
１．財政見込み
・市税総額は増額

＋5.2 億円

・個人市民税、法人市民税とも増額（＋1.3 億円）
・固定資産税（＋3.7 億円）、都市計画税（＋0.4 億円）は新築家屋及び償却資産の増加により増額

・地方交付税などの国、県からの交付金

＋1.1 億円

・地方消費税交付金は、10 月から消費税率の引き上げが予定されているものの、交付時期の関係か
ら増収は限定的と予想し、1.9 億円増の 29.2 億円を見込む。
・その他各種交付金も含めた総額としては、1.1 億円増の 59.8 億円を見込む。

・経常的経費は増加

＋6.8 億円

・経常的経費のうち、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）は、人件費及び公債費は減額となった
ものの、社会保障関係経費が増加し、全体で 4.4 億円の増加となった。また、特別会計への繰出金
や施設の維持管理費も増加傾向にあるため、経常的経費全体では 6.8 億円の増加となった。

・普通建設事業費は△24.8 億円、政策的な事業は選挙後に補正予算
・防災施設整備事業 3.4 億円(前年度比△1.5 億円)
・民間保育園等施設整備助成事業 3.1 億円(前年度比△1.3 億円)
・学童保育所施設整備事業 1.5 億円（皆増）
・小・中学校施設改築・改造事業 5.1 億円 (前年度比△1.7 億円)

・その他
・臨時財政対策債は地方財政対策により前年度比 3.4 億円減の 14.6 億円を見込む。
・H31 年度当初予算では、財政調整基金からの繰入れは前年度比 13 億円減の 17.1 億円を見込ん
でいる。

２．基本方針
・健全な財政運営と持続可能な財政の確立
・中長期的な視点から、財政の持続性を確保するため、経常的経費の一層の抑制に努めるとともに、
限られた財源の有効活用に努める。経常的経費のうち義務的（準義務的）経費は所要額を計上し、
また通常一般経費は、部局ごとに要求上限額を設定し、歳出増は部局内で調整し抑制する。
・臨時的経費は、実施計画に計上された事業費を基本とし、国庫補助金などの財源の確保に努め、
また、経費の積算においてもコスト削減に努め、一般財源の支出は極力抑制する。

・骨格予算で編成
・４月に市長選挙が予定されていることから、義務的経費など経常的経費の他、継続事業を中心に
編成。政策的な新規事業等は選挙後の補正予算で編成する。

３．予算規模
・一般会計 465 億 3,600 万円（△3.3％） 前年度比 15 億 7,500 万円の減額
・特別会計 323 億 3,742 万 7,000 円（＋0.6％） 前年度比 1 億 9,970 万 9,000 円の増額
・国民健康保険特別会計 180 億 9,72７万４,000 円(△1.3 億円 △0.7％)
・介護保険特別会計 118 億 8,410 万 3,000 円(＋2.8 億円 ＋2.4％)
・後期高齢者医療特別会計 23 億 2,658 万 9,000 円（＋0.6 億円 ＋2.7％）
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４．一般会計の主な事業
①議会費・総務費関係

議会費 4 億 1,356 万 2,000 円、総務費 58 億 8,860 万 2,000 円
…シティプロモーションの推進、交通空白地域対策のほか、防災施設の整備などを進める。
・シティプロモーション事業(865 万 8,000 円)･･シティプロモーション実施委託等 ［資料 P.6 予算書 P.134］
・地域公共交通対策事業（9,352 万 9,000 円）・・コミュニティバス４路線の運行等 ［資料 P.8 予算書 P.137］
・防災施設整備事業（3 億 4,781 万 9,000 円）
･･防災行政無線（同報系）デジタル改修工事等 ［資料 P.9 予算書 P.140］
・旅券発給事業（1 億 1,117 万 4,000 円）・・佐倉市パスポートセンターの運営 ［資料 P.7 予算書 P.155］

②民生費・衛生費関係

民生費 208 億 6,703 万 5,000 円、衛生費 41 億 2,924 万円
…高齢者福祉や障害者福祉、子育て支援及び市民の健康増進の充実等を引き続き推進する。
・障害者介護給付事業(19 億 3,442 万 7,000 円)･･障害者介護給付に関する支援 ［資料 P.11 予算書 P.189］
・施設整備推進事業(5,360 万円)･･介護保険施設の施設整備補助 ［資料 P.11 予算書 P.197］
・民間保育園等施設整備助成事業（3 億 1,133 万 7,000 円)
･･認定こども園等の施設整備補助 ［資料 P.12 予算書 P.212］
・学童保育所施設整備事業（1 億 5,344 万 6,000 円)
･･青菅小学校区に学童保育所を整備 ［資料 P.13 予算書 P.214］
・地域医療対策事業(6,808 万 6,000 円)
･･救急医療の確保のための二次救急告示医療機関への補助等 ［資料 P.14 予算書 P.225］
・一般廃棄物処理基本計画策定事業(512 万 9,000 円)
･･一般廃棄物処理基本計画の策定 ［資料 P.14 予算書 P.240］

③農林水産業費・商工費関係

農水費 5 億 8,164 万 3,000 円、商工費 6 億 6,744 万 5,000 円
…農業振興や産業経済の活性化、観光振興などの取組みを進める。
・佐倉草ぶえの丘整備事業(1,274 万 3,000 円)
･･体育館天井改修の設計及び滞在型シェアハウスの備品整備等 ［資料 P.14 予算書 P.256］
・企業誘致事業(3 億 2,322 万 5,000 円)･･企業誘致を促進するため、助成金を交付 ［資料 P.15 予算書 P.265］
・佐倉市スマートオフィスプレイス管理運営事業（3,001 万 4,000 円）
･･佐倉市スマートオフィスプレイスの運営 ［資料 P.15 予算書 P.266］

④土木費･消防費関係

土木費 27 億 1,528 万 2,000 円 消防費 28 億 4,403 万 9,000 円
…道路等の維持補修及び整備、都市排水路の改修等、都市基盤の整備を進めるほか、消防に係る
経費を計上。
・調整池改修事業(3,211 万 2,000 円)
･･大雨による浸水被害対策のための地下貯留施設修繕工事等 ［資料 P.16 予算書 P.283］
・住生活基本計画推進事業(9,560 万 6,000 円)
･･中古住宅リフォーム支援、結婚新生活支援事業等 ［資料 P.16 予算書 P.295］
・佐倉市八街市酒々井町消防組合負担金(27 億 2,347 万 2,000 円)
･･消防組合への負担金 ［資料 P.16 予算書 P.298］

⑤教育費関係

教育費 54 億 7,139 万 2,000 円
…小・中学校や社会教育施設の改修を進めるとともに、学校教育や文化振興事業の推進など
ハード、ソフト両面での教育の充実を進める。
・英語・外国語活動推進事業(8,349 万 2,000 円)･･ＡＬＴを増員して小・中学校へ配置 ［資料 P.18 予算書 P.310］
・小学校施設改築・改造事業(1 億 8,409 万 3,000 円)
･･校舎等の改修や設備更新、空調設備の維持管理等 ［資料 P.17 予算書 P.318］
・中学校施設改築・改造事業(3 億 9,462 万円)
･･校舎等の改修や設備更新、空調設備の維持管理等 ［資料 P.18 予算書 P.324］
・（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業(6,510 万円)･･実施設計委託等 ［資料 P.19 予算書 P.334］
・スポーツ施設整備事業(188 万 1,000 円)･･市民体育館トイレの一部洋式化等 ［資料 P.17 予算書 P.365］
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