


 市民の皆さまは、「財政」という言葉を聞くと、どのような

印象をもたれるでしょうか？「なんだか難しそう」「よくわか

らない」「金額が大きすぎて実感がわかない」と言う方もい

らっしゃると思います。 

 

 そこで、あらためて、皆さまに千葉市の財政のことを知って

いただき、より理解を深めていただくため、このたび「みんな

の財政」を作成しました。 

 

 本書では、市民の皆さまがわかりやすく理解できるよう、 

 

①平成24年度の決算額を使って 

②市民1人あたりの金額などに変換して 

③税金の使い道が分かるように 

 

の３点をポイントに作成しています。 

 

 また、各ページの『ちょっと「ざいせい」けんぜんか』

（  のマーク）には、市の財政の健全化につながるようなマ

メ知識や、市としてお伝えしたいことなどを記載しています。 

 

 多くの市民の皆さまにお読みいただき、引き続き千葉市の財

政運営にご理解とご協力をいただければ幸いです。 

①主に平成24年度の決算額を使って 

②市民1人あたりの金額などに換算して 

③税金の使い道が分かるように 

※ 本書のほかにも、市の財政に関する資料を市ホームページに掲載

していますので、ぜひご覧ください。  

 

「千葉市財政の概要」 

 …市の予算・決算、資産・債務、財政健全化プランの概要を掲載 

 http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zaisei/zaisei/zaisei_gaiyo.html  



  １ 「財政」って何？・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

  ２ 市の支出はどれくらい？・・・・・・・・・・・２ 

 

  ３ 市の収入はどれくらい？・・・・・・・・・・・３ 

 

  ４ 市はどんなことにお金を使っているの？ 

 

   （１）高齢者の介護・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

   （２）保育所・保育園の運営・・・・・・・・・・５ 

 

   （３）道路の維持管理・・・・・・・・・・・・・６ 

 

   （４）ごみの処理・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

  ５ 市の借金と資産はどれくらい？ 

  

   （１）借金の状況・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

   （２）資産の状況・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

  ６ これからの市の財政状況は？・・・・・・・・１０  

 

  ７ お問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・１１ 



 「財政」とは、わかりやすく言うと「お金のやりくり」といえます。 

 家庭でも、月ごとの収入に対して、住宅ローンを引いた残りのお金を食費と洋

服代に…など、家計のやりくりをしていると思いますが、市でも、皆さまに納め

ていただく税金などの収入を、行政サービスとしてどのように市民の皆さまに還

元していくか、というやりくりを行っています。 

 なお、国や地方自治体では、原則としてこの「やりくり」を年度ごとで行って

います。 

財政ってなんだろう？ 

年度ごとの収入を使って、どういうふうにやりくり

するかが「財政」なのね。 

わたしたちの家計のやりくりと一緒ね。 

「予算」と「決算」ってよく聞くけど…？ 

 「予算」とは、お金のやりくりの「予定書」や「計画書」のようなものです。

市では、新年度に向けて1年間の予算案を作り、毎年2月に開催される市議会で

チェックを受け、承認されると正式な予算になります。年度当初の予算を「当初

予算」、年度途中に当初予算を変更する場合を「補正予算」といいます。 

 

 「決算」とは、お金のやりくりの「成績表」のようなものです。つまり、予算

で予定していたやりくりの結果を表すもので、予算と同じように、毎年9月に開

催される市議会でチェックを受けています。 

本書では、主に平成24年度決算を使って

説明をしていきます。 
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 【図表１】分野ごとの市民1人あたりの支出の内訳

※H26.9.24修正「行政、議会運営、市民活動推進：3.2万円（8％）」→「行政、市民活動推進：3.1万円（8％）」

　　　　　　　　「その他：0.1万円（0％）」→「その他：0.3万円（1％）」

 平成24年度の市の支出は、一般会計総額で 3,674億円 です。 

 市民1人あたりに換算すると、38.3万円 になります。 

 市は、高齢者や障害者の福祉のほか、子育て支援や教育、経済振興や道路の維

持管理など、さまざまな分野にお金を支出しています。【図表１参照】   

その他 

ごみ処理・リサイクル 

環境保全 

消防・救急 

行政、市民活動推進 

道路・住宅 

街づくり 

経済振興・農林水産 

観光推進 

借金返済 

子育て・教育 

福祉・保健・医療 

1人あたり  38.3万円 
※カッコ書きは全体に占める割合 

支出額の大きさは 

 1位 「福祉・保健・医療」 

 2位 「子育て・教育」 

 3位 「借金返済」 

の順になっています。 

9.8万円（26％） 

7.9万円（21％） 

5.9万円（15％） 

4.6万円（12％） 

4.2万円（11％） 

3.1万円（8％） 

1.4万円（4％） 

1.2万円（3％） 

0.3万円（1％） 
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 【図表２】市の収入の内訳

市税 

46％ 

公共施設の利用料 

など 3％ 

借金 

11％ 

国の補助金 

など 14％ 

県の補助金 

など 3％ 
その他 

23％ 

 平成24年度の市の収入は、一般会計総額で 3,691億円 です。 

 市民1人あたりに換算すると、38.5万円 になります。 

 市の収入の種類は、皆様に納めていただく市税、公共施設の利用料、国・県か

らの補助金などのほか、不足する部分は借金などで何とかやりくりをしていま

す。【図表２参照】 

 なお、収入から支出を差し引いた残額は、次の年度の収入として使うことがで

きます。 

 市の支出（市民1人あたり38.3万円）のうち、49％（18.8万円）を市民の皆

さまに収めていただいた市税や公共施設の利用料などでまかなっていることにな

ります。  

言いかえると… 

 

1人あたり 

38.5万円 

わたしたちが市に直接納めて

いる税金は、収入全体の半分

くらいになるわけね。 

市民・利用者の負担 

18.8万円（49％） 

借金、国・県などの負担、その他 

19.5万円（51％） 

公共施設の利用料 

など 1.2万円 市税 

17.6万円 
国・県の補助金、その他 

15.3万円 

借金 

4.2万円 

  

 市に宝くじの収入があるのをご存知ですか？ 

 宝くじ販売総額の約40％は地方自治体の収益金となり、高齢化・少子化対策、防災

対策、公園整備、教育・社会福祉施設の建設改修などに使われます。 

 収益金は、市内の販売実績に応じて配分されますので、宝くじは、ぜひ市内の売り場

で購入してください！ 
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（１）高齢者の介護 ～福祉･保健･医療より～ 

 ここでは、市税が、具体的に何にどれくらい使われているか、市民の皆さまに馴染みの

ある制度・分野を使って解説します。（借金返済に関しては8ページで解説します） 

千葉市の介護保険制度はどのようになっているの？ 

 介護保険に加入している人は平成24 

年度末で21万人、介護サービスのため 

にかかった費用（※）は491億円です。 

 介護保険制度のスタート（H12～） 

時と比べると、加入者は約2倍、費用は 

約3倍になっています。 
 

※ 保険給付費を含む介護保険事業特別会計 

 全体の運営費用 

市民の税金はどれくらい使われているの？ 

 介護サービスの費用は、総額で491億円、介護サービス利用者1人あたりに換

算すると、年間156.8万円になります。この費用は、介護保険料25%、市税

14％、残りは国や県からのお金でまかなわれています。 

 市税は、総額で70億円、市民1人あたりに換算すると年間約0.7万円が使われ

ています。 

市民１人あたり 

0.7万円 

加入者１人あたり 

5.9万円 

国のお金、県のお金など 

61% 

市税 

14% 

介護保険料 

25% 

  

 市では、自治会などの地区組織が行う健康づくりの取組みを応援しています。 

 継続的に運動などを行っている団体にはポイントが付与され、ポイントに応じてCD

や乾電池などの景品がもらえたり、表彰されたりします。 

 １つの自治会が介護を必要とする人を1人減らす（約1,000人）ことができると、お

よそ16億円の費用が節約され、みなさんの保険料も1人あたり年間2,000円安くなり

ます。 

 体が健康になり、保険料の負担も減る、まさに一石二鳥の取組みといえます！ 
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（２）保育所・保育園の運営 ～子育て･教育より～ 

市民の税金はどれくらい使われているの？ 

 認可保育所・園の運営費用は、総額で145億円、入所児童1人あたりに換算す

ると年間116.5万円になります。この費用は、保育料24%、市税65％、残りは

国や県からのお金でまかなわれています。 

 市税は、総額で94億円、市民1人あたりに換算すると年間約1万円が使われて

います。 

保育料 

24% 

市税 

65% 

入所児童１人あたり 

28.5万円 

（月額2.4万円） 

市民１人あたり 

1万円 

  

 保育所は、将来を担う子どもを育てる世代を応援する施設ですが、その運営には、大

きな費用がかかります。このため、市では、保育所の遊具等の充実に対する寄附金を広

く受け付けていますので、皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いします！ 

 なお、平成24年度には154,837円の寄附をいただきました。 

その他 

11% 

市の待機児童はどのようになっているの？ 

 市では、待機児童解消のため 

に保育所・園の整備を積極的に 

すすめた結果、平成26年4月1 

日現在で待機児童0人を達成す 

ることができました。（入所児 

童数は13,274人） 

 なお、保育所・園の数は131 

か所です。 
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■：待機児童数(4/1時点) 

▲：保育所(園)数(4/1時点) 

保育所が増えて、待機児童は減ってきていたのね。 

知らなかったわ。 

それに、今年の4月には待機児童がゼロになったのね！ 

すごいわ。 

待機児童 

ゼロ達成！ 
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（３）道路の維持管理 ～道路・住宅･街づくりより～ 

市道の長さはどれくらい？ 

 市道は、平成25年4月1日現在で約3,200kmです。 

 これは、羽田空港から那覇空港を飛行機で往復する距離に相当する長さで、市

民１人あたりに換算すると、約3.3mになります。 

道路の維持管理って、具体的に何をしているの？ 

 道路の補修を行うほか、次のようなことも行っています。 

  

道路の清掃 道路施設の点検 

市民の税金はどれくらい使われているの？ 

 市の管理する道路の日常的な維持管理費用は、総額で約19億円、市民1人あた

りに換算すると年間約0.2万円になり、主に市税でまかなわれています。 

  

 市では、平成26年度から、新たに皆さんの力で道路を維持する取り組みを始めます。 

 １つめは「ちばし道路サポート制度」といい、道路の掃除をしていただく市民団体な

どに、清掃用具の貸し出しなどを行うものです。 

 もう１つは「ちばレポ(仮称)」といい、スマホのアプリ等を活用して、市民の皆さんか

ら地域の課題（道路に限らず､集水桝の詰まりやベンチの落書きなど）をレポートしても

らい、市民と行政が協力して課題の解決を行うものです。（H26.9月から運用開始） 

 ぜひご参加ください！！ 

こういう新しいことをやるのね。 

わたしにもできるかもしれないわ。 
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家庭ごみ手数料徴収制度の導入で、財政的にはどんな効果があるの？ 

 ごみの削減がすすめば、 

 ・清掃工場を3つから2つに減らすことができます。 

 ・市内に1つだけの最終処分場をより長く使うことができます。 

（４）ごみの処理 ～ごみ処理・リサイクル・環境保全より～ 

（トン） 

 現在、市では、3つの清掃工場でごみ 

を焼却していますが、2つの清掃工場で 

処理できる年間25.4万トンまでごみを 

削減することを目標としています。 

 これまで、目標達成のためにさまざま 

な取組みを実施してきましたが､平成23 

年度から削減量が大幅に減少しました。 

 そこで、分別の徹底等により、さらに 

ごみの削減をすすめるため、「家庭ごみ 

手数料徴収制度」を導入しました。 
（H26年2月～） 

市の焼却ごみの量はどうなっているの？ 

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

H20 H21 H22 H23 H24 H28

対前年削減量 

焼却ごみ量 

（万トン） 

約15,000t 

約10,000t 

約2,000t 

【目標】 

25.4万トン 

約500t 

  

 ご家庭から出される可燃ごみの約40％が生ごみであることをご存知ですか？食べ残

し、作りすぎ、賞味期限切れに注意することで、生ごみの減量ができます。 

 また、市では、生ごみ減量機器を購入する際の補助制度がありますので、購入を検討

されている方は是非ご活用ください！ 

生ごみの減量は 

ポイントになりそうね！ 

市民の税金はどれくらい使われているの？ 

 ごみの処理に要する費用（注）は、総額で115億円、市民1人あたりに換算する

と年間1.2万円になります。この費用は、粗大ごみ手数料1％、市税70％、残り

は事業系ごみ手数料などでまかなわれています。 

 市税は、総額で80億円、市民1人あたりに換算すると年間約0.8万円が使われ

ています｡ 
 

（注）環境省の基準ではなく、市の一般会計の平成24年度決算から算出しており、 

   家庭ごみ手数料徴収制度導入前の費用となります。 

市税 70％ 
事業系ごみ手数料 

その他 29％ 

市民1人あたり 0.8万円 
粗大ごみ手数料 1％ 

市民1人あたり 170円 

将来負担の節減が 

見込まれます！ 
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【図表３】市民1人あたりの市債残高の推移

【図表４】街づくりの推移
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（１）借金の状況 

 市のすべての会計の借金（市債残高）を合計すると、総額で1兆581億円、市

民1人あたりに換算すると約110万円となります。【図表３参照】 

 これは、平成4年の政令指定都市移行により、大都市として住みやすい街にす

るため、道路や下水道、公園などの都市基盤整備に積極的に取り組んできた結果

です。【図表４参照】 

 ただ、大規模な街づくりはひと段落したため、今後は、どうしても必要なもの

だけを借金でまかない、借金の返済額以上のお金を借りないようにして、借金の

残高を減らしていきます。 

 なお、平成24年度の借金の返済額は、全会計総額で628億円、市民1人あたり

に換算すると年間約6.6万円になり、借金総額の残高は、前年度と比較して100

億円以上減らすことができました。 

どれくらい借金があるの？ 

なぜ借金があるの？ 

 個人で家や車を買う時には、ローンを組む（お金を借りる）ことが多いと思い

ます。同じように、市でも、道路や公園など、大規模で長期間使うようなものを

造るときには、借金をしています。 

 もし、借金をしないで道路などを造る年の税金だけでまかなう場合、その年に

千葉市に住む人と、道路を造ったあとに千葉市に転入してくる人や将来世代の人

たちとの費用負担が不公平になってしまいます。 

 住みやすい街をつくるには、

みんなで負担することも必要

だったのね。 

 でも、借金の残高はまだまだ

多いわ。 

 これから借金するときには、

使い道に気をつけないとね。 
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 【図表５】資産と負債の状況（4人世帯に換算）

※平成24年度決算と平成25年3月31日時点の人口を基に算出

（単位：万円）

（２）資産の状況 

市の「資産」はどのようなものがあるの？ 

 市の資産には、金融資産と非金融資産があります。 

 金融資産とは、簡単にいうと現金にしやすい資産をいい、預金や貸付金、株式

などがこれにあたります。 

 非金融資産とは、簡単にいうとすぐには現金にしにくい資産をいい、道路や学

校などの土地や建物がこれにあたります。 

資産と負債はどちらが大きいの？ 

 市の資産と負債の状況を、分かりやすく4人世帯の家庭に換算して示したもの

が【図表５】です。 

 資産から負債を引いた純資産は、総額で1兆7,422億円、4人世帯の家庭に換

算すると約727万円になります。 

 市では、これらの資産について、有効活用ができるかどうか、貸付や売却をし

たほうが良いか、などを考えています。 

  

 市では、市民の皆様の行政参加ツールの一つとして「ちば市民債」を発行してお

り、小中学校の整備等に活用しています。毎年冬頃に発行し、1万円から購入でき

ますので、「ちば市民債」から行政に参加してみませんか？ 

こうして見ると、市にはたくさんの資産があることが分かるわね。 

負債を減らしながら、いまある資産の有効活用をしていかないとね。 

金額 市の資産、負債の内容

資産合計① 1,249.2 金融資産と非金融資産の合計

現金にしやすい資産 52.3 金融資産

預金 38.2 資金、基金への積立金など

親戚や友人への貸付金 12.5 未収金、団体への貸付金など

株式など 1.6 民間企業への出資金など

現金にしにくい資産 1,196.9 非金融資産

マイホーム 1,151.5 土地、建物、道路など

マイカー・家具・家電 45.4 物品、車両、ソフトウェアなど

負債合計（ローン残高）② 521.8 市債、退職給付引当金など

純資産（①－②） 727.4

※平成24年度決算と平成25年3月31日時点の人口を基に算出

区分
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 財政健全化プランでの具体的な取組みは、主に「収入を確保すること」と「支

出を削減すること」になります。具体的には次のとおりです。 

 

 

 

 

 

  

 また、第2期財政健全化プランでは、こういった取組みに加えて、主要債務４

項目の大幅な削減（1,000億円程度削減）を目標にしています。 

 

 

 

 

 

 

 
 ※詳しくは市ホームページをご覧ください。 

  http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zaisei/shikin/zaisei_keikaku2.html 

財政健全化プランで何をするの？ 

市の財政は大丈夫なの？ 

 市では、過去の借金の返済がピークを迎えたことや、経済情勢の急激な変化に

より市税収入が大幅に減少したことなどが重なり、危機的な財政状況に直面した

ため、平成21年10月に「脱・財政危機宣言」を発しました。 

 これを受け、財政状況を改善するためのプラン（財政健全化プラン）を策定

し、様々な取組みをすすめたことにより、危機的な状況は脱することができまし

たが、依然として厳しい状況です。 

＜財政健全化に関する取組み＞ 

 平成21年10月 脱・財政危機宣言 

 平成22年3月  第1期財政健全化プラン（平成22年度～25年度） 

 平成26年3月  第2期財政健全化プラン（平成26年度～29年度） 

まずは、危機的な状

況からは脱出できた

のね。 

こどもたちの将来の負担が減ってい

くといいわね。 

◆収入の確保 

 徴収率の低い市税等について、徴収率

の向上を図り、収入を確保します。 

                など 

◆支出の削減 

 市民サービスが低下しないよう配慮し

ながら、職員の定員を削減します。 

                など 

◆主要債務４項目 

 ・建設事業債等残高 

 ・債務負担行為支出予定額 

 ・基金借入金残高 

 ・国民健康保険事業累積赤字額 

【主要債務総額の削減】 

 H24：市民1人あたり65万円 

 H24：市全体で6,262億円 

 

 H29：市民1人あたり54万円程度(△11万円程度) 

 H29：市全体で5,200億円程度(△1,000億円程度)  
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担当課 電話番号お問い合わせの内容

本書全体に関すること

介護保険制度に関すること

245-5077財政課

介護保険課 245-5064

宝くじに関すること 資金課 245-5074

※お問い合わせの内容によっては、担当課が異なる場合もありますので、あらかじめご
了承ください。

公園建設課 245-5787

下水道営業課

借金に関すること

245-5411

道路の整備延長に関すること

公園の整備に関すること

245-5078資金課

245-5078財政健全化プランに関すること

245-5078

245-5077

8

資金課

238-9968

245-5283資産経営課

245-5374

245-5389

広聴課 245-5294

廃棄物対策課 245-5067

健康支援課

下水道の普及に関すること

路政課

245-5105保育所の整備に関すること

待機児童に関すること

保育所の運営に関すること

保育運営課 245-5726

ちばレポ（仮称）に関すること

家庭ごみ手数料徴収制度に関すること

保育支援課

維持管理課
6

道路の維持管理に関すること

生ごみ減量機器購入費補助に関すること
7

4

寄附金（保育所の充実）に関すること

5

健康づくりの取組みに関すること

資金課

土地・建物の有効活用に関すること

資産と負債の状況（図表５）に関すること9 財政課

ちば市民債に関すること

 最後まで読んでいただいてありがとうございます。 

 市の財政がどのような状況か、また、市民の皆さまに

納めていただいた大切な税金がどのように使われている

か、少しでもご理解いただければ幸いです。 

 これからも、市の財政運営に、ご理解とご協力をお願

いします。 
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