
市民一人当たりの予算額は29万4765円
　令和元年度一般会計当初予算は、総額713億4000万円（前年度比4.5％減）で、市民一人当たりに換算すると29万4765円です（下表参照）。
　今年度予算は、施政方針の中でも示したとおり、行政の継続性が重要なことを踏まえ継承を基本としますが、変えるべきところは変え、進
化できるところは進化させるという考えのもと、骨格予算※として編成を行いました。

� 【財政課財政担当】

　扶助費は、令和元年10月の「幼児教育無償化」に伴い、民間保育所等運営事業費や
障害児支援給付費などで増額を見込み、前年度比3.1％の増を見込んでいます。
　普通建設事業費は、粗大ごみ処理施設整備事業費の増額があったものの、市民文
化会館再整備事業費、茅ヶ崎公園体験学習センター整備事業費の終了に伴う減額を
見込み、前年度比52.6％の減を見込んでいます。
　物件費は、選挙経費が増額となったものの、市民文化会館再整備事業費、地域医
療センター再整備事業費が減額となったため、前年度比0.2％の減となっています。

歳　出

※4�平成31年3月1日現在の統計人口（24万2023人）をもとに算出しました

令和元年度
予 算 額 構成比 伸　率 市民一人

当たり※4 備　考

議 会 費 4億2758万円 0.6% 1.1%減 1767円 市議会の活動・運営の
ためのお金

総 務 費 91億3255万円 12.8% 19.7%減 3万7734円
全般的な管理事務、徴税、
戸籍、統計、選挙などの
お金（予備費を含む）

民 生 費 340億74万円 47.7% 6.4%増 14万485円 生活保護、児童手当な
どの福祉のためのお金

衛 生 費 78億6001万円 11.0% 0.8%減 3万2476円 ごみ処理の経費や健康
維持のためのお金

労 働 費 2億3715万円 0.4% 1.2%増 980円 雇用対策や勤労者の福
利厚生のためのお金

農 林
水産業費 2億2404万円 0.3% 39.6%減 926円 農業・畜産業・漁業の

振興のためのお金

商 工 費 17億7805万円 2.5% 27.9%減 7347円 産業や観光の振興のた
めのお金

土 木 費 60億8111万円 8.5% 21.9%減 2万5126円
道路や街路の整備・維
持管理のためのお金

（災害復旧費を含む）

消 防 費 24億3832万円 3.4% 1.2%減 1万75円 消防活動のためのお金

教 育 費 45億7350万円 6.4% 12.7%減 1万8897円 小・中学校教育、公民
館・図書館などのお金

公 債 費 45億8695万円 6.4% 2.5%増 1万8952円 借入金の返済のための
お金

合				 計 713億4000万円 100% 4.5%減 29万4765円

市民一人当たりの
目的別歳出予算額（一般会計）

自
主
財
源

依
存
財
源

市税　 ５０．３％　３５８億５４６２万円　（１．３％増）
市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税

使用料及び手数料 １．１％　 ８億１８９１万円　（１．０％減）
市営住宅使用料、戸籍手数料など

諸収入等※1　 ６．８％　 ４８億２６１５万円　（９．３％増）
さまざまな事業の実費負担や財産収入、寄付金など

繰入金　 １．３％　 ９億１９９５万円　（３７．１％減）
特別会計や基金などから繰り入れるお金

国庫支出金　１６．５％　１１７億６３０２万円　（８．７％増）
国が特定の事務事業に対して交付するお金

県支出金　 ７．１％　 ５０億７３９２万円　（７．７％増）
県が特定の事務事業に対して交付するお金

各種交付金等　９．９％　 ７０億８１１３万円　（９．１％増）
国や県が徴収した税のうち市町村に配分されるお金

市債　 ７．０％　 ５０億２３０万円　（４９．５％減）
施設の整備や臨時財政対策債※２について国や銀行などから借りるお金

合　　計  ７１３億４０００万円　（４．５％減）

※3 その他の内訳は、「維持補修費、投資および出資金、貸付金、予備費」です
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務
的
経
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投資的経費
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他
の
経
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一般会計歳出（性質別）一般会計歳出（性質別）一般会計歳入一般会計歳入

人件費 ２０．８％　１４８億５０７３万円　（０．７％減）
職員などに支払われる給料など

扶助費　 ２６．５％　１８９億２２０２万円　（３．１％増）
市民の生活を支援するためのお金

公債費　 ６．４％　 ４５億８６９５万円　（２．５％増）
借入金の返済のためのお金

普通建設事業費　５．９％　 ４２億３０１２万円　（５２．６％減）
道路、学校などの施設整備のためのお金

災害復旧費　 ０．０％　 ３００万円　（０．０％）
災害からの復旧のためのお金

物件費　 １６．０％　 １１４億４万円　（０．２％減）
市で事務を行うのに必要な経費や公共施設の光熱水費など

繰出金　 ９．２％　 ６５億２３８２万円　（４．１％増）
一般会計が特別会計へ支払うお金

積立金　 ０．０％　 ２７４７万円　（１．４％増）
基金に積み立てを行うためのお金

補助費等　 １１．８％　 ８３億７７６５万円　（６．４％増）
公共下水道事業会計や病院事業会計への負担金や各種団体への補助金など

合　　計  ７１３億４０００万円　（４．５％減）

その他※3　 ３．４％　 ２４億１８２０万円　（０．１％増）
施設の維持や補修のためのお金など

※1 諸収入等の内訳は、「諸収入、分担金及び負担金、財産収入、寄付金」です
※２ 国が地方交付税として用意できない分を地方公共団体が、それぞれ借り入れるお金です

（その元金と利子に対しては、後年、地方交付税により措置されます）

（　）内は前年度比

※��骨格予算とは、地方公共団体の長や議員の選挙時期等の関係から政策的な判断ができない等の事由により、人件費等の必要最低限な経費のみを計上して編成する予算のことをいいます
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ちがさきの財政 令和元年度当初予算の概要

一般会計
７１３億４０００万円

（４．５％減）
５２．１％

一般会計
７１３億４０００万円

（４．５％減）
５２．１％

国民健康保険事業
２３０億７１００万円 （０．７％減） １６．８％

後期高齢者医療事業
３３億５４００万円 （２．７％増） ２．４％

介護保険事業
１５６億9800万円 （４．８％増） １１．５％

公共用地先行取得事業
７３９０万円 （７９．２％減） ０．１％

公共下水道事業
９３億１１９６万円 （２．６％増） ６．８％

病院事業
１４１億３３５４万円 （２．２％減） １０．３％

特別会計
６５６億４２４０万円

（０．４％増）
４７．９％

特別会計
６５６億４２４０万円

（０．４％増）
４７．９％

会計別
予算総額

１３６９億８２４０万円
（２．２％減）

１００％

会計別
予算総額

１３６９億８２４０万円
（２．２％減）

１００％

　歳入の根幹をなす市税は、前年度比1.3％増の358億5462万円を見込んでいます。
　国庫支出金は、市民文化会館再整備事業費の終了に伴う社会資本整備総合交付金の減
はあったものの、保育所運営費負担金と循環型社会形成推進交付金等の国庫補助金が増
となったことから、前年度比8.7％増の117億6302万円を見込みました。
　繰入金は、財政調整基金繰入金が前年度より3.8億円の減、公共用地先行取得事業特別
会計からの繰入金が皆減となったことなどから、全体で前年度比37.1％減の9億1995万円
を見込んでいます。
　市債は、地方交付税として国が交付するべき財源の不足分を補うために発行する臨時
財政対策債、事業債ともに減となり、全体で49.5％の減を見込みました。
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茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ
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茅ヶ崎をもっと好きに　市公式Facebook（いとしのちがさき）では、写真や動画を多く使い、市の魅力や取り組みの裏側などを分かりやすくお伝えしています。


