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　皆さんのご家庭では、給与やアルバイトなどいくらもらえるか、また食費や教育費、 電気
代などがどれくらいかかるかなどを計算しながら、家計をやりくりしていることと思いま
す。また、お子さんであれば、おこづかいやお年玉の使い方を、いろいろと考えるでしょう。
　国や地方自治体も同じように、1年間の収入と支出を計算して、どのような仕事にいくら
お金を使うかを決めています。この入ってくるお金 (歳入 )と出ていくお金 (歳出 )の計画を
『予算』といいます。
　『予算』を見ると、鹿児島市の家計事情や仕事の中身が分かる仕組みになっています。市民
の皆さんに鹿児島市の予算を知っていただくことは、市民の皆さんが主人公 であるまちづ
くりの出発点です。

　福祉、教育、ごみ処理、道路整備など、市役所がやらなければならない仕事はたくさんありますが、皆さんによりよい生活を送っ
ていただくために何をしたら良いか、市役所の各部署で検討し、市民の皆さんの意見や要望をできる限り反映させて予算の素案
を作成します。市長は、その素案をもとに、使えるお金には限りがある中で総合的な判断を加えて予算案をまとめて市議会に提案
します。
　市民を代表する市議会は予算案をいろいろな面から審議したうえで、議会の議決により予算を決めます。

「一般会計」では、2,670億円、「特別会計」、「企業会計」を合わせると4,611億円になります。

予算って何のこと?

予算はどうやって決めるの?

令和元年度の鹿児島市当初予算額

予算総額
4,611億円

一般会計
2,670億円特別会計

1,272億円

企業会計
669億円



当初予算額の内訳

一般会計当初予算額の内訳

当初予算総額4,611億円

一般会計当初予算額2,670億円

会　　　　　計　　　　　名

合　　　　計

予　算　額 前年度との比較
一　般　会　計
特　別　会　計

企　業　会　計

土地区画整理事業清算特別会計
中央卸売市場特別会計
地域下水道事業特別会計
桜島観光施設特別会計
国民健康保険事業特別会計
介護保険特別会計

病院事業特別会計
交通事業特別会計
水道事業特別会計
工業用水道事業特別会計
公共下水道事業特別会計
船舶事業特別会計

後期高齢者医療特別会計
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

6.4% 増
2.5% 増

4.5% 増

5.7% 増
32.0% 減
7.9% 減

156.7% 増
4.8% 増
1.7% 増

9.6% 増
3.2% 減
0.7% 増
1.5% 増
1.5% 増
18.3% 増
5.0% 増

3.0% 増
51.4% 減

2,670億 3,300万円
1,271億 8,500万円

668億円6,300万円

370万円
18億 7,360万円

6,380万円
2億7,240万円

657億 9,230万円
513億 9,440万円

240億 1,200万円
66億 6,400万円
185億 2,900万円

680万円
130億 6,120万円
45億 9,000万円

4,610億 8,100万円

75億 7,840万円
2億640万円

民生費
1,299億 4,393万 9千円

市税
884億 8,972万円 (33.1%)

その他
238億 496万 4千円 (9.0%)

国庫支出金
606億 3,714万 8千円 (22.7%)

地方交付税
295億円 (11.1%)

市債
289億 1,356万 4千円 (10.8%)

その他
356億 8,760万 4千円 (13.3%)

土木費
319億 116万 5千円 (11.9%)

衛生費
160億 6,070万 2千円 (6.0%)

商工費・農林水産業費
119億 9,827万 5千円 (4.5%)

消防費
57億 5,426万 2千円 (2.2%)

公債費
300億8,159万1千円 (11.3%)

その他
224億4,535万2千円 (8.3%)

教育費
188億4,771万4千円 (7.1%)

(48.7%)

42.1%

57.9%

子育て支援や高齢者の
医療など福祉の充実に

道路や公園、住宅などの
整備に

商業・観光や農林水産業の
振興に

市債の返済に

市民税や固定資産税など

使用料や手数料、基金繰入金など

国が市の特定事業に出すお金

県が市の特定事業に出すお金など

国から交付されるお金。使い道
は市が自由に決められる

銀行などから借り入れるお金
(返済時に国から一部補てんあり )

教育の振興に

環境や衛生の向上に

消防・救急に

市の運営などに

歳出のポイント
　歳出で最も多いのは、子育て支援や生活保護費などに使われる民生費の約1,299億円
で、一般会計当初予算全体に占める割合は約 49%、次に多いのは、道路や公園、住宅の
整備などに使われる土木費の約319億円で、約12%となっています。
　社会保障関係経費などに引き続き多額の費用が見込まれ、財政状況は厳しさを増してい
ますが、「“豊かさ”実感都市・かごしま」の実現に 向けて、『「“選ばれる都市”創造元年」
新たな時代にふさわしい魅力あふれる都市を築く積極予算』となっています。

歳入のポイント
　歳入は、市税が個人市民
税の増などにより約18億
円の増額、国庫支出金が、
社会保障関係経費や都市基
盤整備に要する経費の増な
どにより約64億円の増額
になりました。



一般会計当初予算額と人口の推移

市民 1 人当たりの予算の使い道は ?

市税の推移

609,250
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　財源の確保に努
め、 健全財政を維持
しながら「“豊かさ”
実感都市・かごしま」
の実現に向けて、
『「“選ばれる都市”
創造元年」新たな
時代にふさわしい
魅力あふれる都市
を築く積極予算』
としました。

　市税には主に市民税や固定資産税、
都市計画税などがあります。
　皆さんに納めていただいた市税は
歳入の約33%を占めており、鹿児
島市のまちづくりを行うための最も
重要な財源となっています。
　市税は必要な行政サービスに大切
に使われています。

一般会計当初予算額 2,670 億円の使い道を市民 1 人当たりに換算してみました。

※人口604,631人で計算 (平成31年1月1日現在)

市民 1人当たりの
約 44万 2千円の使い道

○子育て支援や高齢者の
　医療など福祉の充実に
　約 21万 5千円

○道路や公園、住宅など
　の整備に
　約 5万 3千円

○市債の返済に
　約 5万円

○消防・救急に
　約 1万円

○市の運営などに
　約 3万 6千円

○商業・観光・農林水産業
　の振興に
　約 2万円

○環境や衛生の向上に
　約 2万 7千円

○教育の振興に
　約 3万 1円
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※平成29年度までは決算額、平成30及び令和元年度は当初予算額

市民1人当たり
約15万円です。

607,382
606,706

605,506

2,369 2,419 2,422 2,411 2,510

H26 H27 H28 H29 H30 R元

604,631

2,670



市債残高の推移

基金残高の推移

プライマリーバランス (基礎的財政収支 )の推移

基金って何だろう？
　鹿児島市には、土地や建物、物品や
債券などさまざまな財産のほかに、一
般家庭の貯金に相当するさまざまな
「基金」があります。
　市の貯金である基金のうち、財政調
整基金、建設事業基金、市債管理基金
の３基金については、必要に応じて積
立てや取崩しを行いながら、健全な財
政運営の維持に努めています。

市民1人当たり
約28万円です

貯金は大事に使
わないと・・・・・

令和元年度は約4千
万円の黒字です

　本来は交付税として国からもらえるお金
を国の財政上の都合で市が借り入れている
ものです。返済は全て国の負担金です。

H26 1,956 860 計 2,816計 2,816

H27 1,917 909 計 2,826計 2,826

H28 1,857 953 計 2,810計 2,810

H29 1,762

1,725 1,018 計 2,743

994 計 2,756計 2,756

H30

R元

H26 112 101 139 計 352

4000 50 100 150 200 250 300 350

H27 122 81 136 計 339

H28 122 100 146 計 368

計 363

計 368

H29 122 92 149 計 363

H30 107 62 113 計 282計 282

R元

H26 2

H27 24

H28 57

H29 82

H30 42

R元 0.4

財政調整基金87 市債管理基金99 計 248建設事業基金62

1,708 1,041 計 2,749

(1)　グラフの右部分は、実質的な地方交付税である臨時財政対策債です。
(2)　左部分は、臨時財政対策債を除いた残高です。
(3)　平成28年度までは同意ベースの決算額、平成29年度は決算見込額、平成30及び
　　令和元年度は当初予算時の見込額です。

(1)　グラフの左部分は財政調整基金、中央部分は建設事業基金、右部分は市債管理基金の残高です。 
(2)　平成29年度までは決算額、平成30及び令和元年度は当初予算時の見込額です。

 各年度の当初予算時のプライマリーバランスです。
(実質的な地方交付税である臨時財政対策債は、借金・返済から除いています。)



「“選ばれる都市” 創造元年」
新たな時代にふさわしい魅力あふれる都市を築く積極予算

■豊かな地域資源を生かした鹿児島オリジナルの魅力の向上
○桜島・錦江湾ジオパーク推進事業
　 (4,812万 4千円 )
○新島利活用事業 (2,421万円 )
○サクラジマアイランドビュー事業
　(6,788万 2千円 )
○磯新駅設置支援事業
　(184万 3千円 )
○クルーズ船誘致・受入事業
　(539万 3千円 )
■スポーツで人が行き交い、盛り上がるまちづくり
○ラグビーワールドカップ2019関連事業
　・ラグビーワールドカップ誘客促進事業 (1,021万 2千円 )
　・ラグビーワールドカップ地域交流事業 (526万 5千円 )

■安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
○幼児教育無償化事業
　(4億 5,090万 9千円 )
○安全な保育環境充実事業
　(3,380万 2千円 )
○麻しん・風しん予防接種事業
　(3,298万円 )
■高齢者が元気に生き生きと
　暮らせるまちづくり
○介護予防・生活支援サービス
　(訪問型住民主体サービス事業 )
　(246万 8千円 )
■障害のある方へのきめ細かな福祉の充実
○障害者・障害児相談支援専門員配置促進事業
　(3,600万円 )

■安全・安心に暮らせる、災害に強い強靭なまちづくり
○火山防災トップシティ関連事業
　・火山防災トップシティ推進事
　　業 (508万 3千円 )
　・桜島大規模噴火対策事業
　　(2,441万 9千円 ) ほか
○大学生等消防団加入促進事業
　　(1,125万円 )
■健康づくりや保健予防の取組の充実
○プロスポーツチームとの協働による健康づくり事業
　(175万 7千円 )
○高齢者の健康長寿への支援
　・高齢者すこやか温泉講座開催事業 (276万 9千円 ) ほか

　・ラグビー南アフリカチーム
　　鹿児島キャンプ受入事業
　　(2,965万 5千円 ) 
○サッカー等スタジアム整備
　検討事業 (405万 2千円 )
■観光客の受入体制や国内外との
　交流体制の強化
○鹿児島市版DMO推進補助金
　(7,213万 8千円 )
○国体等おもてなし事業
　(1,396万 2千円 )
○北前船寄港地フォーラム in
　鹿児島開催事業
　(1,903万 3千円 )

令和元年度の主な事業



■再生可能エネルギーや省エネルギー技術の利用・導入促進
○燃料電池自動車普及促進事業
　(423万 4千円 )
○かごしま環境未来館蓄電池設
　置事業 (194万 2千円 )

■環境にやさしいまちづくり
○家庭ごみの高齢者等戸別収集
　サービス ( まごころ収集 ) 事
　業 (206万 1千円 )

○かごしま環境未来館リニューアル事業
　(1億 2,781万 2千円 )

■花と緑が彩る、うるおい
　のあるまちづくり
○加治屋まちの杜公園 (仮
　称 ) 整備事業
　(3億 7,498万 8千円 )
○フラワー・パートナー事
　業 (248万 5千円 )

■若者や女性が安心して働き、
　活躍できる雇用の場づくり
○企業立地推進事業
　(2億 3,200万 1千円 )
○若者就職応援フェア「みらい
　ワーク“かごしま”」開催事業
　(200万円 )
■雇用を生み出す地域産業の
　魅力・競争力の強化
○クリエイティブ産業創出拠点施設企画運営事業
　(7,266万 5千円 )
○カゴシマクリエイティブライブ2019@シブヤ (仮称 ) 開催
　事業 (772万 6千円 )

○海外販路拡大ステップ
　アップ支援事業
　(251万 1千円 )
○留学生人材確保推進事業
　(116万 2千円 )

■豊かな自然を守り、育む
　農林水産業の活性化
○遊休農地活用推進事業
　(784万円 )
○農林水産物PR事業 (526万 3千円 )
○農業担い手育成対策事業 (125万 3千円 )

■生きる力を育み、学びを支援
　する教育環境の充実
○次世代を切り拓く青少年育成
　事業 (749万 5千円 )
○新・郷中教育推進事業
　(3,798万円 )
○小学校における英会話活動の
　推進事業 (4,233万 9千円 )
■市民文化・スポーツの振興
○かごしま近代文学館・メルヘン館及び美術館駐車場整備事業
　(7,082万 1千円 )

○国民体育大会等準備事業
　(7億 1,989万 2千円 )
○国体関連スポーツ施設等整
　備事業
　(4億 8,264万 4千円 )

■男女共同参画社会の推進
○DV対策基本計画推進事業
　(261万円 )

■市街地や地域拠点の新たな魅
　力づくり
○千日町1・4番街区市街地再
　開発事業
　(19億 5,272万 6千円 )
○まちなか図書館 (仮称 ) 整備
　事業 (885万 7千円 )
○中央町19・20番街区市街地
　再開発事業
　(22億 3,108万 6千円 )

○中央町16番街区駐車場整
　備支援事業
　(2億 2,200万円 )
○鹿児島駅周辺都市拠点総合
　整備事業
　(11億 8,439万 5千円 )
■快適便利な住環境・交通環
　境づくり
○団地再生推進事業 (977万円 )

■協働と連携によるまちづくり
○町内会加入促進モデル事業 (506万 6千円 )
○町内会加入促進事業 (88万 3千円 )
○シティプロモーション戦略ビジョン関連事業
　・まちおもい“伝え隊 !”育成事業 (884万 4千円 )
　・かごしま“自分ごと”発見・体験講座 (1,095万 8千円 )

　・シブヤでかごしまフェスティバル開催事業
　　(277万円 ) ほか

■時代に合った行政運営と、将来を見据えた健全な財政運営
○次期総合計画策定事業
　(1,951万 5千円 )
○光ブロードバンド整備促進
　事業 (10億 6,540万円 )
○本庁舎整備事業
　(6億 254万 7千円 )

「出典：一般社団法人水素供給利用技術協会」



鹿児島市の予算を他の中核市と比べると
中核市58市のうち令和元年度一般会計当初予算規模上位15市

鹿 児 島 市
姫　路　市
宇 都 宮 市
長　崎　市
船　橋　市
八 王 子 市
川　口　市
東 大 阪 市
尼　崎　市
倉　敷　市
豊　田　市
西　宮　市
松　山　市
大　分　市
福　山　市

267,033百万円
221,500百万円
216,500百万円
213,230百万円
212,160百万円
211,700百万円
207,770百万円
206,805百万円
205,000百万円
198,809百万円
184,300百万円
184,073百万円
183,800百万円
175,041百万円
174,070百万円

60万人
54万人
52万人
42万人
64万人
56万人
60万人
49万人
46万人
48万人
43万人
49万人
51万人
48万人
47万人

令和元年度　かごしま市予算のすがた


