
市民のみなさんから お預かりしているお金の使い道などを
わかりやすくご説明します。

予算書予算書予算書予算書予算書

平成29年度 奈良市の

わかりやすい



奈良市のわかりやすい予算書
　奈良市の予算については、ホームページなどで公表していますが、

市役所が法律にもとづいて作成する予算書は、一般的に聞きなれない用語や数字が整然と並んでいて

わかりにくい作りとなっているため、この「わかりやすい予算書」では、表やグラフをまじえながら

わかりやすくお知らせすることを心掛けています。

　この「わかりやすい予算書」を通じて、より多くのみなさんに奈良市の予算に興味をもっていただき、

少しでも身近に感じていただければ幸いです。
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　新しい年度が始まる前に、１年間（４月から翌年３月まで）にどのくらいの収入があるか、その収入をもとにして
どのような行政サービスを行うかを計画し、その費用を見積もります。

そもそも、予算って何ですか？
予算とは、１年間の収入と支出を見積もることです。

Q 

Q 

Q 

Ａ. 

　市役所の担当部署が、市民のみなさんからの意見や要望を聴き、１年間の行政サービスを検討します。市長
は、各担当部署の案を自分の考えにそって予算案としてまとめ、市議会に提出します。
　市民を代表する市議会議員は、提案された予算案をいろいろな面から審議したうえで、市議会の議決により
予算を決めます。

予算はどうやって決まるのですか？
市長がつくった予算案が、市議会の審議と議決によって
予算として成立します。

Ａ. 

　自然災害などの影響で、当初の見積もりでは想定していなかった経費が必要となった場合には、それに対応
するための予算案をつくり、市議会へ提出します。

予定外のお金が必要になったときは？
予定外の支出に必要な予算を補正予算として見積もり、
市議会へ提出します。

Ａ. 

市長 市議会

市民

①収入のことを「歳入」、支出のことを「歳出」といいます。
②最初に決める１年間の予算を「当初予算」、
　年度の途中で予定外の支出に対応する予算を「補正予算」といいます。

ポイント!

基礎知識編
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平成２９年度の奈良市の予算は？
一般会計、特別会計、公営企業会計のすべての会計をあわせると、
2,374億8,450万円になります。

Q 
Ａ. 

③その他の特別会計には、「住宅新築資金等貸付金」「市街地再開発事業」
　「公共用地取得事業」「駐車場事業」「母子父子寡婦福祉資金貸付金」
　「針テラス事業」の各会計があります。

ポイント!

一般会計
1,275億円6,200万円

福祉、教育、道路整備などを進める
基本的な行政サービスを行うための
会計です。

特別会計
835億2,060万円

特定の目的のための会計で、
国民健康保険や介護保険など
奈良市には１０の特別会計があります。

公営企業会計
264億190万円

奈良市が運営する企業の会計です。
水道事業会計、下水道事業会計、
病院事業会計（市立病院）があります。

一般会計
1,275億円6,200万円

特別会計
835億2,060万円

公営企業会計
264億190万円

特別会計内訳

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

土地区画整理事業

その他

445億円

293億8,000万円

56億8,100万円

32億3,600万円

7億2,360万円
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平成２９年度の奈良市の歳入は？
一般会計の歳入には、市税や国・県からの支出金、
銀行などからの借入金や施設の使用料などがあります。

Q 
Ａ. 

一般会計歳入予算

分担金及び負担金1.0％
使用料及び手数料1.8％

その他3.4％
繰入金0.7％

市税
41.3％

地方交付税等
17.8％

国・県支出金
24.4％

市債
9.6％

自
主
財
源

依
存
財
源

依存財源 自主財源

みなさんが国に納めたお金の一部です。地方公共団体の財政状況等に応じ
て配分されます。

地方交付税 137億円

みなさんが納めた消費税の一部です。一定の割合に応じて地方公共団体に
交付されます。

地方消費税交付金 59億円
事業にかかる経費の一部を受益の程度に応じて利用者に負担していただい
ているお金です。

分担金及び負担金 13億514万円

自動車取得税交付金や利子割交付金など、みなさんが国に納めたお金の一
部です。

各種交付金 30億9,800万円

みなさんが国や県に納めたお金の一部が、特定の目的を達成するために地方
公共団体へ交付されます。

国・県支出金 311億2,507万円

事業を実施するために、国や金融機関などから借り入れるお金です。

市債 122億430万円

みなさんから奈良市に納めていただく税金です。

市税 526億6,618万円

市の施設の利用や証明書を発行する際にいただいているお金です。

使用料及び手数料 23億3,785万円

各種基金（市の貯金）を取り崩してお金を使います。

繰入金 9億972万円

寄附金、不動産売却などの財産収入、前年度からの繰越金などです。

その他 43億1,574万円

歳入編
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市税にはどのようなものがあるのですか？
奈良市の市税には以下のものがあります。

Q 
Ａ. 

国・県からのお金は何に使われるのですか？
道路や学校など普段みなさんが利用する
多くの公共施設の建設や整備などに使われています。

Q 
Ａ. 

④「自主財源」とは市が自主的に調達できる収入、「依存財源」とは
　国や県から交付されたり割り当てられたりする財源や市債のことです。
　「自主財源」の割合が大きいほど財政は安定していると言えます。
　奈良市は５割を下回っており、財政的に厳しい状況です。

ポイント!

227億4,357万円市民の方が給与などの所得に応じて納める税です。

33億8,102万円市内の会社が収益などに応じて納める税です。

198億363万円土地や家屋などを所有している方が納める税です。

5億8,134万円軽自動車などを持っている方が納める税です。

18億195万円たばこを買った方が納める税です。

9億7,875万円市内の一定規模以上の会社が納める税です。

33億6,869万円市街化区域に土地や建物を持っている方が納める税です。

723万円鉱泉浴場（温泉施設）の入湯客にかかる税です。

個人市民税
法人市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
事 業 所 税
都市計画税
入 湯 税

個人市民税
43.2％

法人市民税6.4％

軽自動車税1.1％

市たばこ税3.4％
事業所税1.9％ 都市計画税6.4％

固定資産税
37.6％
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どんな目的の歳出があるのですか？
福祉、教育や土木など１５の目的の歳出があります。

Q 
Ａ. 

⑤一般会計1,275億6,200万円のおよそ44.8％が民生費となっています。
　これは、生活保護費など社会保障関係の経費や保育所の運営などに
　かかる経費などです。

ポイント!

議会費

７億1,075万円

市議会の運営に必要な経費で
す。

0.6%
総務費

140億1,202万円

市役所の全体的な仕事に必要
な経費です。

11.0%
民生費

570億9,700万円

社会福祉や児童福祉などに必
要な経費です。

44.8%

衛生費

101億7,404万円

医療や環境保全などに必要な
経費です。

8.0%
労働費

1億2,512万円

労働者の福祉や支援に必要な
経費です。

0.1%
農林水産業費

6億7,165万円

農林水産業の振興や普及に必
要な経費です。

0.5%

商工費

14億8,578万円

商工業の振興などに必要な経
費です。

1.2%
観光費

9億8,719万円

観光産業の振興などに必要な
経費です。

0.8%
土木費

98億2,618万円

各種公共施設の整備などに必
要な経費です。

7.7%

消防費

38億4,975万円

防災、消防、救急、災害対策に
必要な経費です。

3.0%
教育費

108億9,609万円

学校教育、社会教育などに必
要な経費です。

8.5%
災害復旧費

4,582万円

自然災害などで被災した施設
の復旧に必要な経費です。

0.0%

公債費

175億7,512万円

借り入れしたお金の返済に必
要な経費です。

13.8%
諸支出金

5,549万円

ほかの支出に含まれない経費
です。

0.0%
予備費

5,000万円

緊急の支出に充てるために必
要な経費です。

0.0%

歳出編
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人件費はどのくらいの割合なのですか？
歳出を性質別に分けると、
人件費が約２割を占めていることがわかります。

Q 
Ａ. 

⑥目的別や性質別など異なる角度から見ることで、奈良市の現在の状況や、
　どんな分野に力を注いでいるかなどを知ることができます。

ポイント!

一般会計歳出予算（性質別）

扶助費
24.2％

人件費
18.7％

公債費
13.8％

物件費
18.0％

補助費等
10.3％

普通建設事業5.0％

貸付及び積立金1.2％
繰出金7.3％

維持補修費1.5％

災害復旧事業0.0％

…義務的経費

…投資的経費

…その他の経費

722億8,820万円
308億3,026万円

238億8,293万円

175億7,501万円

義務的経費
・扶助費
・人件費
・公債費

人件費、扶助費、公債費を「義務的
経費」といいます。これらの費用は毎
年必ず支出しなければなりません。

64億1,064万円
63億6,482万円

4,582万円

投資的経費
・普通建設事業
・災害復旧事業

道路や学校など公共施設の建て替え
や改築、災害時の施設復旧などを行う
ための経費です。

488億6,316万円
18億5,866万円

230億113万円

131億545万円

15億7,143万円

93億2,649万円

その他の経費
・維持補修費
・物件費
・補助費等 
・貸付及び積立金
・繰出金

施設の維持管理のための維持補修費、
光熱水費・消耗品費などを含む物件費な
どがあります。繰出金は一般会計から特
別会計へ支出するお金です。
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子育て環境の充実
子どもの心身の成長にとって重要な乳幼児期に焦点を当て、基本的な育児だけでなく、
親の孤立や不安に対するケアなど、総合的な育児サポートの充実を図ります。

※一般財源とは、市税など使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源のことです。

子育て支援の充実

育児不安がある母子を対象に、産科医療機関等で
心身のケア及び育児サポートを行います。また、生活
上困難にある親子の支援を充実させるため、支援者
等に「子どもの貧困」に対する理解と連携についての
研修を行います。

産後ケア事業
子どもの貧困対策
幼稚園の一時預かり実施

担当:健康増進課ほか

１，６９８万円

財源内訳 国庫支出金等…1，087万円
一般財源…611万円

主要事業編 ❶
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保育・相談体制の充実

臨時保育教育士の賃金を月額8,000円増額し、人員
の確保を図ります。また、子育て中の親などが子育て
支援サービスを円滑に利用できるよう、庁内に子育て
ナビゲーターを配置し相談等に対応します。

臨時保育教育士の処遇改善
子育てナビゲーターの設置
配偶者暴力相談支援センターの機能拡充
養育支援訪問事業

担当:こども園推進課ほか

1億６，４２０万円

財源内訳 国庫支出金等…513万円
一般財源…1億５,９０７万円

9
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教育環境の充実
子どもたちがたくましく現代社会に立ち向かえるよう、市独自の学習システムと
最先端の技術の導入、安心して学校生活を送れる環境づくりを進めます。

次世代を見据えた公教育

市独自の学力向上システムを小学校４年生は全校
展開とし、５・６年生についてもモデル校に展開しま
す。また、ICT教育環境の充実のため、タブレット端末
の全校配置（１校１クラス相当分）と無線ネットワーク
環境の整備を行います。

市独自の学力向上システムの利用拡大
ICT教育の推進

担当:教育支援課ほか

４，１３１万円

財源内訳 一般財源…４，131万円

主要事業編 ❷
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学校生活の充実

図書の整備や更新を進めることで、学校図書館を充
実します。また、都祁地域の４小学校（並松・都祁・吐
山・六郷）の統合再編に伴い、遠距離通学となる児童
の負担軽減のためにスクールバスを運行します。

学校図書館の充実
都祁小学校スクールバスの運行
部活動支援の充実

担当:教育総務課ほか

７，４８１万円

財源内訳 一般財源…７,４８１万円

安心できる「学び」の場

いじめ対応支援教員16人の配置と「学校応援いじめ
対応サポーター」２人の新たな配置により、学校の実
態に応じた柔軟な支援体制を整えます。また、経験豊
かなスクールカウンセラーを確保することで、教育相
談体制を充実します。

いじめ対策の推進
スクールカウンセラーの配置
特別支援教育支援員の増員

担当:教職員課ほか

１億６，018万円

財源内訳 一般財源…1億6，018万円

学校生活の充実 担当:教育総務課ほか

め
実
豊
相
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安心・安全に暮らせるまちづくり
市民の生命と財産を守る防犯・防災対策とともに、高齢の人や障害のある人などの
福祉の充実にも取り組み、真に安全で安心なまちをめざします。

防犯・防災対策の充実

防災活動に携わる消防団員に新たな活動服を貸与
します。また、犯罪の抑止や犯罪発生時の容疑者特
定に有効である防犯カメラの設置を拡充するととも
に、設置する自治会等に費用の助成を行います。

消防団員用活動服の一斉更新
防犯カメラの設置

担当:消防局総務課ほか

４，１７５万円

財源内訳 一般財源…４,１７５万円万円

安全安心のまちづくり

避難所に指定されている小・中学校体育館のトイレ
洋式化等の改修を行います。また、道路の陥没事故
を未然に防ぐため、緊急輸送道路等の路面下空洞
化調査を実施します。

小・中学校体育館のトイレ改修
路面下空洞化調査
橋梁の点検・修繕、耐震補強
公園の長寿命化等

担当:教育総務課ほか

４億２６０万円

財源内訳 国庫支出金等…3億3,870万円　一般財源…6，390万円

主要事業編 ❸
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快適な未来を見据えた都市整備
歴史的文化遺産と豊かな自然に囲まれた奈良市。その資産を生かしながら、
未来の「古都」の姿を見据えた施策を展開していきます。

都市基盤の整備

近鉄大和西大寺駅周辺の都市機能や交通ターミナ
ル機能を充実させるとともに、JR新駅開設予定の八
条・大安寺周辺地区についても都市施設の予備設
計等を行います。また、台風やゲリラ豪雨等の大雨で
浸水被害が出ていた東九条・西九条地区において、
水路整備工事を行い、浸水対策を進めます。

近鉄大和西大寺駅周辺の整備
八条・大安寺周辺地区のまちづくり
まちづくり基本計画の策定
浸水対策（東九条・西九条地区等）
JR平城山駅自由通路等バリアフリー化整備検討
通学路・交通安全施設の整備

担当:西大寺駅周辺整備事務所ほか

33億２，８０８万円

財源内訳 国庫支出金等…3２億3,907万円　一般財源…８,９０１万円

福祉の充実

社会福祉法人等に対し障害者施設の設備整備にか
かる費用の一部を助成し、グループホームのスプリン
クラー設備整備等を進めます。

障害者グループホームの施設整備費補助
障害福祉計画の策定
老人福祉計画及び介護保険事業計画の策定

担当:障がい福祉課ほか

８，８２１万円

財源内訳 国庫支出金等…８，８２１万円

助

の策定
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文化活動の促進 担当:文化振興課

地方創生等の推進
人口減少克服と本市の持続的な発展に重要な女性の活躍と観光消費額の増加。
「女性が輝くまち、観光がうるおすまち」を重点目標として地方創生に取り組みます。

女性の活躍

働くことを望んでいるものの、結婚や出産、育児
の中で仕事に就けない女性のための多様な働
き方の創出に取り組みます。自宅等でインター
ネットを活用し仕事をするクラウドソーシングの
周知と就業機会の拡大を図ります。

女性の就労支援

担当:産業振興課

1，500万円

財源内訳 一般財源…1，500万円

国民文化祭
ベルサイユ・ジュニア合唱団との交流
入江泰𠮷没後２５年記念事業

1，810万円

財源内訳 一般財源…1，810万円

平成29年秋に開催される「第32回国民文化祭・
なら2017」・「第17回全国障害者芸術・文化祭な
ら大会」の奈良市実行委員会に助成を行い、文
化活動の活性化を図ります。

地方創生の促進

外国人観光客に長く滞在してもらえるよう、戦略的な
事業展開を行うことで、地域経済の活性化を図りま
す。また、人口減少や高齢化が進んでいる東部地域
において、歴史資源や農業資源等の地域資源を活
用した多角的な取組を通じて、地域の活性化につな
げます。

東アジアの交流を活かした観光力強化
東部地域の観光振興

担当:総合政策課ほか

８，５００万円

財源内訳 国庫支出金…４,２５０万円　一般財源…４,２５０万円

主要事業編 ❹
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健康長寿の推進

50歳と60歳の市民を対象に、医療機関での低
線量CTによる肺がん検診を行います。また、胃
内視鏡検査による胃がん個別検診の対象年齢
を「50～60歳までの偶数年齢」に拡大します。

検診体制の充実
（肺がんCT検診・胃がん個別検診）
救急搬送の受入体制の充実促進
感染症患者搬送用車両の更新

担当:健康増進課ほか

6，201万円

観光客誘致

奈良町の南の玄関口として、復元された駅舎を活用することで、観光客の利便性向上と周辺地域の活性化を
図ります。また、東京五輪ホストタウンの相手国であり、旅行消費単価も高いオーストラリアに対して誘客活動
を行います。

JR京終駅舎改修
オーストラリア向け誘客事業
興福寺中金堂再建関連事業
｢グレートサマーフェスタならまち遊歩｣開催助成

担当:奈良町にぎわい課ほか

2，649万円 財源内訳 国庫支出金等…1，500万円
一般財源…1，149万円

財源内訳 国庫支出金等…580万円
一般財源…5，621万円

行財政改革

市街地の家庭系ごみ収集の民間委託対象区
域を拡大し、さらなる業務の合理化とサービスの
向上を図ります。

市街地家庭ごみ収集の民間委託
ファシリティマネジメントの構築に
　向けた施設管理システムの導入
会計課審査部門の業務委託

担当:収集課ほか

2億9，163万円

財源内訳 一般財源…2億9,163万円

その他の施策

農作業の効率化等により収益力向上に計画的
に取り組む農業者に対し、生産体制の強化や集
出荷機能の改善のための支援を行います。また、
要緊急安全確認大規模建築物に該当するホテ
ルに対し、耐震改修にかかる費用の一部を補助
します。

産地パワーアップ事業補助
要緊急安全確認大規模建築物等耐震改修補助
富雄丸山古墳事前地形測量調査
鴻ノ池運動公園再整備事業
クリーンセンター建設計画
譲渡動物不妊去勢手術補助

担当:農林課ほか

2億9，761万円

財源内訳 国庫支出金等…2億5,217万円
一般財源…4，544万円

定住促進

空き家所有者を対象としたセミナーや相談体制
の整備、情報提供や空き家の利活用を推進しま
す。また、移住・定住人口の増加を図ります。

担当:奈良ブランド推進課

3，193万円

財源内訳 国庫支出金等…833万円
一般財源…2，360万円

空き家の利活用
移住・定住に向けた取組



（資料１）歳入予算の推移

20,000

市税

※各年度一般会計当初予算

国・県支出金 市債 地方交付税など分担金や使用料など

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

百万円

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

8,027

26,751

16,050

20,874

8,058

27,226

15,105

21,184

8,334

28,945

14,616

21,794

8,169

30,033

14,385

23,043

8,931

51,848 51,866 52,311 51,700 51,858

31,184

12,941

23,583

29年度

8,869

52,666

31,125

12,204

22,698

自
主
財
源

依
存
財
源

資料編
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（資料2）歳出予算の推移

※各年度一般会計当初予算

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
百万円

28,914 30,193 35,353 35,679 37,094

1,711 1,712 1,673 1,676 1,655
12,043 10,926 8,941 9,546 9,461

9,267 9,032 8,694 8,933 7,782

17,182 17,476 17,561 17,406 17,853

28,471 28,813 29,035 29,808 30,068

25,962 25,287 24,743 24,252 24,584

29年度

37,678

1,859

9,326

6,411

17,５７５

30,８３０

2３，８８３

維持補修費 その他

繰出金投資的経費公債費扶助費人件費
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