
03 02

歳入
444億
6千万円

市税
141億9,905万4千円
31.9%

繰入金
9億1,891万9千円
2.1%
その他（使用料など）
15億289万1千円
3.4%

その他（譲与税など）
5億4,400万円
1.2%

依存
財源

自主
財源

地方交付税
81億9,100万円
18.4%

国庫支出金
98億2,248万1千円
22.1%

府支出金
35億5,595万5千円
8.0%

市債　
33億7,570万円
7.6%

衛生費
28億6,073万6千円
6.4%

教育費
32億7,990万1千円
7.4%

土木費
38億2,057万6千円
8.6%

総務費
34億1,044万8千円
7.7%

公債費
43億1,974万8千円
9.7%

地方消費税交付金
23億5,000万円
5.3%

37.4%62.6%

その他（消防費など）
19億8,088万円
4.5%

民生費
247億8,771万1千円
55.8%

歳出
444億
6千万円

　平成31年度の予算が市議会で可決されました。一般会計では444億6,000万円で、前年度と比較すると5億
4,000万円（▲1.2％）の減少となり、特別会計および企業会計を合わせた予算の総額は873億673万3千円とな
り、前年度と比較すると25億2,777万5千円（3.0%）の増加となりました。
　第５次総合計画のスタートとして、本市のさらなる飛躍と発展を目指し、将来都市像「みんなでつくる　未来へつ
なげるまち　まつばら」の実現に向け、予算を編成しました。
　今回の特集では、平成31年度予算の様子について紹介します。

　主な歳入の構成比は、市民の皆さんが納付される市税が約142億円と約3割を占め、次いで、国庫支出金が約98億2千万円、
地方交付税が約81億9千万円の順になっています。
　主な歳出の構成比は、高齢者や子どもなどへの助成といった社会保障関連経費の伸びなどにより、民生費が約247億
9千万円と歳出予算総額の約5割以上を占め、次いで、公債費が約43億2千万円、土木費が約38億2千万円の順になっています。
※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入したため、合計と一致しない場合があります。

31年度予算額 増減率（％）
国民健康保険会計 149億6,949万8千円 ▲ 3.7
下水道事業会計 － 皆減
財産区会計 15億6,415万8千円 1.4
介護保険会計 117億5,387万9千円 4.7
後期高齢者医療会計 17億7,699万8千円 5.9

合　計 300億6,453万3千円 ▲ 17.5

松原市の予算
平成31年度

歳入・歳出の内訳(一般会計)

※表中の財産区会計の予算額は、8財産区会計の合計です。

31年度予算額 増減率（％）

水道事業会計 39億7,660万円 19.1

下水道事業会計 88億560万円 皆増

※下水道事業は公営企業会計の適用に伴い、企業会計へ移行します。

特別会計 企業会計

各会計の内訳

企業会計とは、特定の事業を、その事業収入で経営する会計のことです。
予算額…………………127億8,220万円予算額………… 300億6,453万3千円

特別会計とは、特定の事業を行うために設ける会計です。

　今月の収入は親からの仕送り（地方交付税等）や預金の取り崩しが前月より増え、ローンの借入（市債）は減りました。
　支出では、家の建築など（投資的経費）の支払いやローンの返済（公債費）は減ったものの、家族の医療費（扶助費）が引き
続き伸びています。なお、子どもへの仕送りとその他の増減は、下水道事業の会計区分の変更によるものです。

　私が市長に就任し、平成23年3月
に策定した第４次総合計画では、「挑
戦し続ける　元気あふれるまち　ま
つばら」を将来都市像として、「まちづ
くりの５つの基本目標」である「安心
して住み続けることができるまちづ
くり」「市民誰もが健やかに暮らせる

和らぎのまちづくり」「未来を拓く自立心を育む人づくり」
「利便なまち、元気で活力あふれるまちづくり」「市民と行政
の協働によるまちづくり」を掲げ、さまざまな施策を展開し、
まちづくりを進めてまいりました。

　平成31年度は、平成が終わり、
新しい元号になるとともに、本市
の第５次総合計画がスタートいた
します。
　そのような中、市民の皆様との
協働により、全ての世代の方々に
愛着を持っていただき、誰もが「住んでみたい、住んでよ
かった、住み続けたい」と思っていただける魅力あるまちづ
くりを進めるとともに、次代を担う子どもたちに繋いでい
けるよう、本市のさらなる飛躍と発展を目指し「新しい時代
への挑戦」をしてまいります。

松原市長　澤井 宏文

市長施政方針

問合せ 財政課（ ☎334ー1550 代表）

　支出（歳出）の分類方法はさまざ
まなものがあります。民生費、土木
費、教育費など行政目的に応じた分
類に対し、ここでは経済的性質に着
目して支出を分類しています。

人件費…市役所で働く職員に対し支払われる給料など
扶助費…高齢者や障害者、子育て世帯などの生活をサポートするためのお金
公債費…市のローン返済にかかるお金
物件費…光熱水費、文具などの購入費、事務機器のリース代など
繰出金…一般会計から特別会計に対して支払うお金
投資的経費…公共施設の整備費や自動車など高額な備品の購入にかかるお金

収　入
給料（市税） 141,990円 

（＋210円）
パート収入
（使用料及び手数料など）

13,270円
（＋190円）

親からの仕送り
（国庫支出金・地方交付税・
府支出金など）

244,630円
（＋7,190円）

不動産の売却益など
（財産収入）

1,760円
（▲1,070円）

預金の取り崩し（繰入金） 9,190円
（＋2,370円）

ローンの借入（市債） 33,760円
（▲14,290円）

合　計 444,600円
（▲5,400円）

支　出
食費（人件費） 76,110円

（＋530円）

医療費（扶助費） 158,400円
（＋4,530円）

ローンの返済（公債費） 43,200円
（▲5,530円）

光熱水費など雑費（物件費） 51,770円
（＋460円）

子どもへの仕送り（繰出金） 50,060円
（▲14,890円）

家の建築・改修、車の購入
（投資的経費）

23,840円
（▲6,380円）

その他
（補助費等、積立金など）

41,220円
（＋15,880円）

合　計 444,600円
（▲5,400円）

松原市の予算を　　　「家計」に例えると？
　平成31年度の一般会計当初予算を、10万分の１
のひと月の家計に置き換えてみました。
（なお、端数処理上、調整している項目があります。）

松原さんちの家計簿
（対前月増減）
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災害に強いまちづくり
■防災アプリの導入 1,041千円
　災害時に被災情報や避難所情報、防災情
報など多くの情報の共有化が可能となるス
マートフォンで使用できる防災アプリを導
入します。

■Net119緊急通報システムの導入 149千円
　聴覚・言語機能障害のある人が、スマー
トフォンなどの画面操作で119番緊急通報
が可能となるシステムを導入し、利便性の
向上を図ります。

●雨水対策事業 56,775千円
　近年の局地的豪雨や台風などによる浸水災害を未然に防ぐ
ため、雨水取込施設の設置など、地域の雨水対策を進めます。

●配水管耐震化推進　 596,536千円
　災害時におけるライフラインの確保のため、国道309号
に続き、大阪中央環状線および堺港大堀線の基幹管路の耐震
化を進めます。

地域の防災・防犯の促進
■高校生ファイアーボランティアの育成　　　  　ゼロ予算
　市内高校生を対象に初期消火訓練や救急講習などを実施し、
災害時に活躍できるファイアーボランティアを育成します。

■青色防犯パトロールカーの購入費
などへの補助　　　　 14,280千円
　地域で自主的に防犯活動を行うこ
とができる団体に対し、青色防犯パ
トロールカーの購入費と維持管理に
係る経費の補助を行います。

●防犯灯維持管理費補助の拡充 27,000千円
　町会が一部負担する地域の防犯灯
の電気代について、市が全額補助を
行い、児童･生徒の下校時をはじめ、
市民生活のさらなる安心･安全につ
なげます。

住環境の改善
■管理不十分な危険空き家の除却費助成  23,000千円
　管理不十分な危険空き家の所有者に対し、3年間の時限
措置として、その除却に要する費用を助成し、災害時の家屋
倒壊など、危険性の排除の推進と住環境の改善などを図ります。

幹線道路沿道の新たなまちづくり
●新堂地区土地区画整理事業 624,084千円
　平成33年度末のまちびらきを目指し、新堂4丁目土地区画
整理組合が実施する公共施設の整備などに支援を行います。

通年における待機児童ゼロへの取り組み
●幼保連携型認定こども園の建設 869,564千円
　平成30年度において、通年における待機児童ゼロを達成し
ました。引き続き、待機児童ゼロへの取り組みを進めるため、
平成32年度中の幼保連携型認定こども園の開設に向け、整備
を行います。

■ 民間保育園の宿舎
借り上げ費用への補助 6,435千円
　民間保育園等が借り上げる保育士宿
舎の費用に対する補助を行い、保育士
が働きやすい環境を整備します。

安心・安全で活力を生み出すまちづくり1

人を育て、人が輝くまちづくり2

平成31年度の主な事業 ■…新規事業　●…継続事業　金額は事業予算額

1 安心・安全で活力を
生み出すまちづくり 2 人を育て、人が輝く

まちづくり 3 魅力を発信し、市民と
共に進めるまちづくり

安心して出産、子育てできる環境の整備
■松原版ネウボラの取り組み      10,928千円
　母子の健全育成と児童虐待の予防に向け
て、妊娠期から出産期、子育て期まで切れ
目のない、きめ細やかな支援を行う「子育て
世代包括支援センター」を設置し、松原版
ネウボラに取り組みます。

安心・安全な学校づくり
●インターナショナルセーフスクールの推進　 7,897千円
　全国初となる中学校区での認
証取得を果たした松原第三中学
校区の取り組みの成果を踏まえ、
全中学校区での認証取得に向け
て取り組みを進めます。

子どもの体力・運動技術の向上
■オリジナルダンスの開発　　　　　 　　    　3,422千円
　中学校体育で必修科目であるダンス
の研修を教員に行うとともに、子ども
のコミュニケーション力や表現力、体
力の向上を目指し、オリジナルダンス
の開発と普及に努めます。

■部活動指導員の配置　　　　　 　　　　　　 2,791千円
　中学校の部活動指導体制を充実し、生徒の技術やモチベー
ションの向上を図るため、専門的知識や技術を有する指導
員を配置します。

予防・健診のさらなる充実
■胃がん検診における内視鏡検査の導入　　　 5,437 千円
　従来のバリウム造影による胃がん検診に加え、より精度
の高い内視鏡検査を導入し、がんの早期発見、早期治療に
つなげます。

■BCGワクチンの個別接種の実施　　　 　   4,283 千円
　乳児のBCGワクチンを、より接種しやすい体制とするた
め、従来の集団接種から個別接種に切り替えます。

■聴覚スクリーニング検査費用の助成　      　 2,876 千円
　新生児の聴覚スクリーニング検査費用の一部助成を行い、
先天性聴覚障害の早期発見、早期療育につなげます。

魅力を発信し、市民と共に進めるまちづくり3

みんなでつくる安心・安全なまちづくり
●セーフコミュニティ推進事業        　　　　  4,081千円
　市民との協働による安心・安
全なまちづくりへの取り組み継
続の成果である、セーフコミュ
ニティ国際認証の再認証を踏
まえ、検証と協働のシステムが
さらに地域に根付くよう取り組
みます。

観光の振興による地域活性化
●観光事業　　　　　　　　　　　　　　　　 4,279 千円
●観光協会運営管理事業　　　　　　　　 　 25,033 千円
　外国人インフルエンサーの訪問取材による情報発信や、地
域の観光資源を組み合わせた観光プログラムの開発により、
国内外からの来訪者増加に努め、地域の活性化を図ります。

■竹内街道と周辺文化財の紹介　　                   495千円
　日本遺産の認定を受けた「竹内街道・横大路（大道）」沿
道にまつわる文化財の紹介映像を作成し、集客イベントなど
で周知するほか、観光資源や学校教材など、市の魅力を発信
するツールとして利活用します。

まつばらマルシェ 10周年
●地産地消普及促進事業　　                       28,546 千円
　第10回目の節目となるまつばら
マルシェについては、内容を充実
させるとともに、　農・商・工およ
び産・学・官連携のもと、広く市
内外に情報発信し、盛大に実施し
ます。

松原市の魅力の効果的な発信
●松原市PR事業   　　　　　　　　　　　   10,063千円
　松原市観光親善大使である flumpool や、松原市ドリーム
アンバサダーで
あるDream Aya
さんによる情報
発信など、市の
魅力を効果的に
PRします。

先進的な ICT技術の導入
■AI 等 ICT技術の活用　　　　 　　　　    2,380 千円
　AI 等 ICT 技術の導入による定型業務の自動化など、事務
の効率化に取り組みます。

まちづくりの    つの柱３ 第5次総合計画では、「まち」の魅力づくり、「人」の魅力づくりを行い、
これらの魅力を活用･発信する「しくみ」づくりの3本柱でまちづくりを進めていきます。


