
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

奈良市の
わかりやすい

平成30年度



　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、表やグラフを交えながら

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。

はじめに
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そもそも、予算って何ですか？Q

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。

市長

市民

市議会

基礎知識編

　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。

予算とは、１年間の収入と支出を見積もることです。Ａ. 

予算はどうやって決まるのですか？Q

　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。

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. 

予定外のお金が必要になったときは？Q

　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. 

Point!
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一般会計
1,305億円2,640万円

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
788億9,570万円

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
258億円

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
1,305億円2,640万円

特別会計
788億9,570万円

公営企業会計
258億円

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

366億円

317億円

61億1,100万円

39億7,400万円

5億1,070万円

平成３０年度の奈良市の予算は？Q

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。

基礎知識編

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、
2,352億2,210万円になります。

Ａ. 

Point!
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ポイント!

一般会計歳入予算

分担金及び負担金1.1％
使用料及び手数料1.8％

その他3.2％
財産収入0.4％

市税
40.5％

地方交付税等
18.5％

国・県支出金
24.4％

市債
10.1％

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 141億円

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 64億円
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 13億7,192万円

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 35億9,311万円

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 318億7,143万円

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 132億5,310万円

みなさんから奈良市に納めていただく税金です。

市税 528億8,832万円

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 23億8,485万円

市が持っている財産の貸付けや売払いなどにより得たお金です。

財産収入 5億6,158万円

各種基金からの繰入金や寄附金などです。

その他 41億209万円

自
主
財
源

依
存
財
源

平成３０年度の奈良市の歳入は？Q

歳入編

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。

Ａ. 
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228億4,964万円 市民の方が給与などの所得に応じて納める税です。

36億782万円 市内の会社が収益などに応じて納める税です。

197億8,914万円 土地や家屋などを所有している方が納める税です。

6億926万円 軽自動車などを持っている方が納める税です。

17億2,875万円 たばこを買った方が納める税です。

9億5,395万円 市内の一定規模以上の会社が納める税です。

33億3,529万円 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。

1,447万円 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6.8％

軽自動車税1.2％

市たばこ税3.3％
事業所税1.8％ 都市計画税6.3％

固定資産税
37.4％

市税にはどのようなものがあるのですか？Q

歳入編

奈良市の市税には以下のものがあります。Ａ. 

国・県からのお金は何に使われるのですか？Q
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。

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。

Point!
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議会費

７億1,653万円

市議会の運営に必要な経費で
す。

0.5%
総務費

142億2,013万円

市役所の全体的な仕事に必要な
経費です。

10.9%
民生費

586億9,852万円

社会福祉や児童福祉などに必要
な経費です。

45.0%

衛生費

112億3,308万円

医療や環境保全などに必要な経
費です。

8.6%
労働費

1億2,329万円

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

10億78万円

農林水産業の振興や普及に必要
な経費です。

0.8%

商工費

13億8,278万円

商工業の振興などに必要な経費
です。

1.1%
観光費

9億9,666万円

観光産業の振興などに必要な経
費です。

0.8%
土木費

97億8,551万円

各種公共施設の整備などに必要
な経費です。

7.5%

消防費

39億7,016万円

防災、消防、救急、災害対策に必
要な経費です。

3.0%
教育費

102億8,138万円

学校教育、社会教育などに必要
な経費です。

7.9%
災害復旧費

4,400万円

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

178億9,659万円

借り入れしたお金の返済に必要
な経費です。

13.7%
諸支出金

1億2,699万円

ほかの支出に含まれない経費で
す。

0.1%
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%

どんな目的の歳出があるのですか？Q

歳出編

福祉、教育や土木など１５の目的の歳出があります。Ａ. 

⑤一般会計1,305億2,640万円のおよそ半分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。

Point!
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734億2,542万円
314億3,506万円
240億9,388万円
178億9,648万円

義務的経費
・扶助費
・人件費
・公債費

扶助費、人件費、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。

84億2,646万円
83億8,246万円

4,400万円

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。

486億7,452万円
19億2,501万円
237億1,473万円
125億9,235万円
15億4,039万円
89億204万円

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。

一般会計歳出予算（性質別）

扶助費
24.1％

人件費
18.4％

公債費
13.7％

物件費
18.2％

補助費等
9.6％

普通建設事業6.4％

貸付及び積立金1.2％
繰出金6.8％

災害復旧事業0.1％
維持補修費1.5％ …義務的経費

…投資的経費
…その他の経費

人件費はどのくらいの割合なのですか？Q

歳出編

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。 

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。

Point!
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24万6千円

16万9千円

7万7千円

10万2千円

4万2千円

1万2千円

歳出編

【参考】 奈良市の家計簿
奈良市の会計と家計ではお金の使い道も異
なり単純に比較できないところもあります
が、平成30年度の一般会計予算を年間収支
500万円（月41万7千円）の家計に置き換え
ると、次のようになります。

収入月額

給　与

基本給
(市税)

親からの仕送り
(国県支出金)

10万円医療費
(扶助費)

7万7千円食費
(人件費)

7万6千円光熱水費、電話、消耗品
(物件費)

5万7千円借金の返済
(公債費)

4万円自治会費、習い事代
(補助費等)

2万9千円子どもへの仕送り
(繰出金)

2万7千円家の増改築
(投資的経費)

6千円車の維持・修理代
(維持補修費)

5千円友達などへ貸すお金、預金
(貸付及び積立金)

借金
(市債)

不動産収入
(使用料及び手数料・分担金及び負担金)

2千円預金の引き出し
(繰入金)

1万3千円その他
(諸収入等)

41万7千円収入合計 41万7千円支出合計

諸手当
(地方交付税等)

家　計 支出月額 家　計
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犯罪抑止効果を高めるため、防犯カメラ設置に継続して取り組み
ます。また、高齢者を狙う悪質な電話での特殊詐欺による被害の
未然防止のため、特殊詐欺被害防止機器購入費の一部を補助し
ます。

暮らしやすく住み続けたいまち

防犯力の向上
犯罪の抑止効果を高めるため、
市内の防犯設備を整備します。
奈良市安全安心まちづくり基本計画推進
○防犯カメラの設置拡大
○特殊詐欺被害防止機器購入補助
○防犯シートの配布
 

2,369万円

担当：危機管理課

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。

財源内訳 一般財源…2,369万円

主要事業編 ❶

災害時に避難所施設としても利用される小中学校・高等学校の体
育館のトイレに多目的トイレを設置し、防災力を強化します。また、
近年多発する猛烈な豪雨の対策のため、ため池等の堤体点検や河
道調査等を行い、今後の防災対策案を検討します。

防災力の向上
災害への対策として本市が行ってきた施策を検証、
さらに災害への備えを強化します。
○避難所となる学校のトイレ改修
○防災対策調査
○防災行政無線聴取区域調査
 

３億５,６００万円

担当：教育総務課ほか

財源内訳 市債…3億4,100万円　一般財源…1,500万円
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安心と憩いのある暮らし① 担当：西大寺駅周辺整備事務所

安心と憩いのある暮らし② 担当：道路建設課ほか

より便利で安全な市役所へ 担当：資産経営課ほか

線路と駅が地域を分断している現状を解消するため、南北をつなぐ歩行者専用道の設置を目指します。また、北口・南口駅
前広場を整備し、ターミナル機能を強化します。

暮らしやすく住み続けたいまち

都市基盤の整備・改善を行い、ターミナル機能の
強化、道路交通の円滑化を図ります。
大和西大寺駅周辺整備
○南北自由通路整備事業
○北口駅前広場整備事業
○土地区画整理事業（駅南側）
 

39億６,０１０万円
財源内訳 国庫支出金等…39億4,347万円　一般財源…1,663万円

主要事業編 ❶

住宅系の区域において、路面標示によりゾーンを設定することで、最高速度30km/hに制限を行い歩行者等の安全を図り
ます。また、主要駅など人が多く集まる施設の周辺において、歩道整備を継続的に進めます。

人優先の安全安心な歩行者空間を確保し、
市民や観光客の利便性向上を図ります。
○交通安全施設整備（ゾーン30）
○歩道安全・安心整備
○折り畳み式スロープ購入補助
 

２億３,150万円
財源内訳 国庫支出金等…2億2,995万円　一般財源…155万円

本庁舎の防災拠点としての機能を充足し、来庁者の安全性、利便性、バリアフリーなども考慮した工事設計を行います。ま
た、マイナンバーカードを利用し、夜間や休日でもコンビニで各種証明書の取得ができるサービスを導入します。

市民にとって身近な行政であるために、より便利で安全な市役所を目指します。
○本庁舎耐震化整備事業
○各種証明書のコンビニ交付サービス導入
○市民サービスセンター機能拡充
 

２億３,093万円
財源内訳 市債…1億1,000万円　一般財源…1億2,093万円
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待機児童解消 担当：保育所・幼稚園課

保育士の確保
○民間保育所の保育士の宿舎借上補助
○民間保育所の保育士の給与改善費補助

子育て応援 担当：公園緑地課ほか

多種多様な子育て支援 担当：地域教育課ほか

富雄地域及び登美ヶ丘地域における定員90人の民間保育所新設に対して
の補助を行います。また、民間保育所の保育士の宿舎借り上げに対しての
補助を行い、保育士不足の解消を図ります。

将来世代へ先行投資するまち

集中的に施策展開を行い、待機児童の解消を目指します。
保育の受け皿確保
○民間保育所施設整備費補助
○私立幼稚園2歳児受入事業補助
○民間保育所建物賃借料補助
 

３億３,401万円

財源内訳 国庫支出金等…3億2,608万円　一般財源…793万円

安全・安心に利用できる公園整備を推進するため、遊具施設の更新工事を行います。また、2019年8月から開始する医療
機関窓口で支払う負担額の軽減に対応するため、乳幼児医療費等のシステム改修を行います。

財源内訳 国庫支出金等…4,367万円　一般財源…418万円

主要事業編 ❷

子育てされているすべての家庭を応援します。
○子どもの遊び場整備
○乳幼児医療費等の現物給付に向けたシステム改修
○育児家事援助サービス実施
 

４,７８５万円

バンビーホームで、夏休み等の学校給食のない時期に昼食を提供します。
また、多子世帯の経済的な負担を軽減するため、３人目以降の出産に際し
奈良市ポイント制度で10,000円分のポイントを付与します。

財源内訳 国庫支出金等…9,771万円　一般財源…2,494万円

共働き世帯や多子世帯の経済的・精神的な負担軽減を図ります。
○バンビーホーム夏休み等昼食提供
○第３子以降出産における奈良市ポイント付与
 

１億２,２６５万円
○ファミリーサポートセンター事業利用負担軽減
○病児保育施設新設整備費補助
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きめ細かな学習指導の充実 担当：教職員課ほか

奈良らしい教育の推進と教員の指導力向上 担当：学校教育課ほか

いじめ問題対策 担当：いじめ防止生徒指導課ほか

きめ細かな指導が必要な小学校１、２年生において、少人数学級編制を継続して
実施します。また、近年ニーズが高まっている特別な支援を必要とする児童の増加
に対し、支援員を増員し、サポートを充実させます。

将来世代へ先行投資するまち

子どもたちの学習意欲を引き出し、自ら学ぶ喜びや楽しさを実感できる学習を目指します。
○奈良市独自の少人数学級 ○特別支援教育支援員の増員
○「学びなら」推進事業 ○スクールカウンセラー事業
 

２億９,０６４万円

財源内訳 国庫支出金等…133万円　一般財源…2億8,931万円

主要事業編 ❷

AEE（Adviser of English Education:英語教育アドバイザー）や英語に堪能な
地域人材の派遣、オンライン英会話等の事業により、英語に対する学習意欲向上
を目指します。また、地域に対する誇りや地域を大切に思う心を育むため、世界遺
産についての学習を推進します。

次世代を見据えた本市独自の教育や奈良らしい教育の推進を目指すとともに、
教員の指導力向上を図ります。
○英語教育推進事業  ○世界遺産学習推進事業
○教育指導力向上推進事業 ○教員教科研修事業
 

６,６１９万円

財源内訳 一般財源…6，619万円

学校の児童生徒指導対策をより強固なものとするため、学校支援コーディネーターを増員し、いじめ対応支援チームも拡
充します。また、いじめ問題の相談体制を強化するため、SNSの運用や電話相談時間の拡大を行います。

いじめの早期発見と迅速な対応により、
児童生徒の命を守ります。
○学校支援プロジェクト事業
○いじめ問題相談体制強化
○いじめ問題対策の委員会設置
 

３,２１９万円
財源内訳 国庫支出金等…112万円　一般財源…3,107万円
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ポスト東京五輪を見据えた成長戦略 担当：スポーツ振興課ほか

県市連携事業 担当：総合政策課ほか

インバウンド推進事業 担当：観光戦略課ほか

2020年東京オリンピックの開催にあたり、オーストラリアサッカー女子代表
チームの訪日合宿誘致等を行います。また、奈良市をホームタウンとして活躍
するチームと連携し、スポーツを生かしたまちづくりを目指します。

未来への成長戦略を描くまち

2020年と、その先を見据えて、将来の成長基盤を構築します。
○東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進
○Top Sports City奈良パートナーチーム支援
 

３億２,００３万円
○鴻ノ池運動公園整備事業
○旧奈良監獄アクセス道路整備事業
 

財源内訳 国庫支出金等…3億10万円　一般財源…1,993万円

奈良県と連携することでより広域的な視点から効率的なまちづくりを進めます。八条及び大安寺周辺地区では新インター
チェンジやJR新駅設置を見据えるなど、それぞれの地区の特色に応じた機能の充実・強化を図るべく、構想や計画の策定
を行います。

県市連携で、より大きな仕事にスピード感を持って取り組みます。
○まちづくり計画策定
　・八条及び大安寺周辺地区　・奈良公園周辺地区　・大和西大寺駅周辺地区　・平松周辺地区
 

８,３６７万円

財源内訳 国庫支出金等…4,000万円　一般財源…4,367万円

パリで開催される「ジャポニスム2018」において、奈良の伝統行事「春日若宮お
ん祭り」を出展し、誘客促進につなげます。また、平成30年12月に世界遺産登
録20周年を迎えることから、文化遺産の大切さを学ぶ機会を設けます。

豊富な歴史文化資源を活用して、外国人観光客の誘客を強化し、
滞在・周遊型観光の促進を図ります。
○ジャポニスム2018プロモーション推進　○世界遺産登録20周年記念事業
○キャンベラ市姉妹都市提携25周年記念交流

３,３９０万円

財源内訳 国庫支出金等…1,250万円　一般財源…2,140万円

主要事業編 ❸
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市民協働 担当：協働推進課ほか

地球温暖化対策 担当：環境政策課ほか

市民と創る持続可能なまち

地域と行政が協働でまちづくりを推進します。
○奈良市ポイント制度事業
○平城第２号公園トイレ整備
 

６,９０６万円
○ＪＲ京終駅前整備及び京終駅観光案内所設置
○地域自治協議会準備補助
 

財源内訳 国庫支出金等…3,696万円　一般財源…3,210万円

主要事業編 ❹

長寿健康、ボランティア等のポイントを貯めることをきっかけに、健康増進や市民参画への意識の向上を目指します。
また、奈良町の南の玄関口として、明治31年築のJR京終駅舎と駅前広場を整備します。整備終了後に観光案内所を設置
し、地域の団体に運営を委託することで地域の活性化を図ります。

再生可能エネルギーの利用促進と
温室効果ガス削減による循環型社会を目指します。
○健康エコハウス設備購入補助
○モビリティウィーク＆カーフリーデーなら開催
○低公害車タクシー導入補助 
 

４,０８３万円

○ハイウェイ灯のＬＥＤ化
○市民共同発電所設置補助
 

財源内訳 市債…3,000万円　一般財源…1,083万円

温室効果ガスの排出削減効果が大きい家庭用燃料電池式コージェネレーションや家庭用リチウムイオン蓄電池などの設
置に対して補助を行います。また、エネルギー自給率の向上のため、公益的施設における市民共同発電所に対しても補助
を行います。

健康エコハウス補助
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循環型社会 担当：環境清美工場ほか

新斎苑建設を計画通り進め３年後の完成へ 担当：新斎苑建設推進課

財源内訳 市債…11億円

多様な福祉課題の解消 担当：福祉政策課ほか

市民と創る持続可能なまち

ごみ減量や環境清美工場の改修を計画的に進めるとともに、
クリーンセンターの問題の早期解決を目指します。
○環境清美工場延命化対策  ○雑がみの分類促進事業
○クリーンセンター建設計画の推進 ○生ごみ処理機器購入費用助成
 

３億５,２７３万円

財源内訳 市債…3億3,300万円　一般財源…1,973万円

主要事業編 ❹

老朽化が進んでいる環境清美工場の各設備の取替・補修を実施す
ることで、新クリーンセンターが稼働するまでの間の延命化を図り
ます。また、計画的かつ効率的にクリーンセンターの建設を進める
ため、ごみ処理の広域化等の手法を検証します。

高齢化問題をはじめとする様々な福祉課題に計画的に対応します。
○生活支援体制整備協議体設置
○権利擁護センター設置及び普及啓発
○在宅医療・介護連携支援センター設置
○学習支援教育運営
○障害者雇用普及啓発
 

１億４,３８０万円

○新斎苑整備事業
 

１１億円

財源内訳 国庫支出金等…1億1,123万円　一般財源…3,257万円

地域の実情に合ったサービス提供のため、生活支援コーディネー
ターを市内各所に配置します。また、子どもの貧困対策として、ひと
り親世帯や生活困窮世帯の中学生を対象とした学習支援教室を
運営します。

2021年４月の運用開始を目指し、人生終焉の儀式の場にふさわしい、安らぎのあ
る、環境や景観に配慮した新斎苑を整備します。
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（資料１）歳入予算の推移
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（資料２）歳出予算の推移

資料編
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