
ご近所さんの当初予算はどうなってるの？�

2003・4・56

pecial
特集：平成15年度予算�

　市の予算には、一般会計のほかに特別会計や企業会計が

あります。市によっては、ある事業を特別会計として処理すると

ころもあれば、一般会計の中で処理するところもあります。�

　ここでは、平成15年度当初予算のうち、一般会計に関して

比較しました。�

　土地区画整理事業を四日市市では特別会計で

経理していますが、桑名市・鈴鹿市・亀山市では

一般会計で行っています。また、介護保険事業を

桑名市・四日市市・鈴鹿市では特別会計として扱っ

ていますが、亀山市では一般会計として取り扱っ

ています。このように市町村によって取扱いに若干

の差異がありますので、ご注意ください。�

グラフ1　平成15年度一般会計歳入予算比較�

グラフ2　平成15年度　一般会計歳出予算比較�

グラフ3　市民一人当たりの予算額の使いみち比較（一般会計）�
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地方公共団体における地方公営事
業会計以外の会計のことをいいます。�

グラフ4　主要指標の比較（平成13年度・普通会計ベース）�

桑名市�

（平成11年度～13年度　3ヵ年平均）�■財政力指数�

●よく分かる財政用語�

普通会計�

地方公共団体の経営する公営企業、
国民健康保険事業、老人保健医療事業、
収益事業、公益質屋事業、農業共済
事業、交通災害共済事業、公立大学
付属病院事業にかかる会計の総称の
ことをいいます。�
鈴鹿市の場合では、２ページに掲げ

る特別会計のうち国民健康保険事業、
老人保健、下水道事業、農業集落排
水事業と、企業会計の水道事業会計
がこれにあたります。�

地方公営事業会計�

いわゆる長期の借入金のことで、そ
の返済が複数年度にまたがるものをい
います。�

地方債�

地方公共団体の財政力を示す指数
として用いられているもので、数字が
大きければ大きいほど財政的に豊かで
あるといえます。�
財政力指数が１を超える場合には、

地方交付税が交付されなくなります。
財政力指数が１以下の場合でも、１に
近いほど交付税の額が少なくなります
ので、自前の財源が大きいということ
がいえます。�

財政力指数�
自治体の貯金のことで、年度間の財
源変動や特定の事業目的のために蓄
えているものです。�

積立金�

公債費比率�
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※〔　〕内は市民一人当たりの金額です。平成15年2月1日現在の人口�
　（桑名市・鈴鹿市は1月末日）で割って算出しました。（1円未満四捨五入）�
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 公債費は地方債として借りたお金を
返すための経費のことで、「公債費比
率」は公債費が地方自治体の一般財
源に占める割合を示しています。「公
債費比率」の値が大きい�
ほど借金返済のための�
経費が多いということ�
になります。�



総務部財務課長�

古 川 登 �
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特集：平成15年度予算�

今後の見通しは、一定の仮定のもとに機械

的に試算したものです。当然のことながら、今

後の社会経済情勢の動向や国の地方財政計

画などにより変動しますので、この点を前提に

見ていただきたいと思います。また、今回のグ

ラフは、昨年10月に作成したものをベースにし

て時点修正したものです。�

　平成15年２月中旬に実施したメルモニアンケート市政12（鈴鹿市の財
政状況の関心度など）の掲示板に書き込まれた253件の中から、その一
部を紹介します。�
�
●市の予算は、興味はあるけれど、よくわからない。多分多くの市民がそうだ
と思う。色 な々メディアで繰り返し知らせてくれたら親切だと思う。（42歳・女性）�
●必要な物にお金をかけるのはもっともなことですが、市の財政上借り入れ
になるのであれば、将来の子供たちのために、返済計画を十分可能なレベル
まで検討し、施行すべきだと思います。今のための予算であっても返済は今
の子供たちにまで関わってくるのですから。（35歳・男性）�
●どこの市町村及び県でも、緊縮財政と叫んでいるが、実際は、どうなのだろ
うか？職員の給料は、どんどん払われているが、民間の中小企業では、まとも
に貰えないところが、たくさんある！地方公務員は、市民からの税金で裕福に
生活している様に見える。また、それが当たり前の様な態度をしている。市民

の血と汗の税金だから、もっと感謝の気持ちを持って欲しい！低所得者の気
持ちや立場を理解して欲しい！（48歳・男性）�
●戦後のベビ－ブ－ム時代に生まれた私としては、これから国民の4人に1
人が65歳以上の老人になるといわれている時代を迎えるにあたり、予算の
使いみちが大いに気になります。広報等に詳しい内容をとりあげてもらえると
嬉しいですね。（55歳・女性）�
●私と同じ意見が出ているかも知れませんが・・・今年もインフルエンザが流
行しています。老人は安く予防接種が受けられますが、老人と同じように死の
危険が高い子供の接種に補助が無いので、今年度の予算で検討をして欲
しい。この不景気に高額の接種を２回も受けるのは、結構家計にひびきます。
が、命には代えられません。補助があれば、もっと接種できる子供が増え、学級・
学校閉鎖も減ると考えます。受験のシーズンとも重なりますし、是非考えてく
ださい。（31歳・女性）�
●いつも思う、国家予算にしろ、市の予算にしろ、人々の汗の結晶を、人民・

■前提条件�

グラフを見ますと、平成16年度以後、歳出

額が歳入額を上回っています。つまり、歳入

が不足していると言うことです。�

歳出額は、これまでの実績を考慮して事業

を実施していった場合という仮定で算出して

います。また、歳入額は、税、地方交付税、地

方債など現行制度の延長線上で算出していま

す。�

本市の歳入のうち、市税は自動車関連企業

の動向で大きく左右されるといった特長があり、

非常に予測し難い状況になっています。今後、

地方交付税も減少傾向にあり、歳入が増加す

るといった要因は今のところ見当たりません。�

■財源不足�

毎年の予算編成にあたっては、グラフのよう

な不足額を生じた編成はできません。つまり、

その年度の歳出は、その年度の歳入をもって

編成します。したがって、不足額については

所要額の確保に努めるとともに、歳出の抑制

を図り、収支のバランスをとることとなります。�

地方行政を取り巻く環境は、厳しさを増す

ばかりですが、予算編成に当たっては、徹底

した歳出の見直しを図り、市民優先の予算編

成に努めていきたいと思います。�

■歳出抑制�

市財政（歳入・歳出）の現状と今後の見通し�
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※普通会計による試算�

0

平成13年度は決算額、平成14年度は見込額、�
平成15年度は予算額、平成16年度以降は推計額�

586

市の会計も家の会計も、単位の違いこそあれ、似て
いるところが多 あ々るように感じます。「無駄使いをなく
して切り詰めるところは切り詰める」「収入に見合った
経費の支出」「長期ローンは月々の生活を圧迫しない
程度で」など、考え方に共通する点が多々挙げられます。�
また、お金の使いみちや、やりくりを一つまちがえると

「市の場合は財政再建団体、家庭の場合は破産」に
陥ってしまう危険性を持っています。�
そこで、大切なのが将来見通し。ここでは、昨年10
月に合併問題調査研究特別委員会で提出された財
政見通しに関する資料の一部をもとに、財務課長に
話を伺いました。�



第３次行政改革（平成11年度～14年度）は、

官と民の役割分担の視点から〔財政の健全化と

地方分権型社会に相応しい行政システムの確立〕

を目指して取り組んできました。年度ごとに取組

実績と評価結果を公表し、行政改革推進懇話

会の外部評価報告書を受けて、PDCA（※）の

マネジメントサイクルで行政改革を進めてきまし

た。�

■5つの改革課題�

これまでの行政改革との大きな違いは、基本

方針となる行政改革大綱だけでなく、具体的な

取組みと担当課を明示した実施計画に基づき、

担当課で目標やスケジュールを設定し取り組ん

だ後、その結果を市民の目で評価してもらうと

いう手法を取り入れたことです。�

現在、平成14年度の取組みのまとめ中です。

第３次行政改革における改革課題の実施率、

節減効果、市民のための行政改革と言えるか、

など、さまざまな視点から、行政改革推進懇話

会委員によって総括評価されます。本年８月ご

ろに報告書として出来上がり、広報すずかやホ

ームページなどで公表しますので、ぜひご覧い

ただきたいと思います。�

■市民評価の手法�

この評価を受けて実施や検討が進んでいな

い分野の行政改革に加え、市民の皆さんの意

見をいただきながら、さらに幅広い行政システム

の改革を進める必要があると考えています。�

また、分権改革の時代に入り構造改革特区

構想のように法的規制緩和が具体的に進みつ

つあります。行財政の健全運営を図るために、

行政評価システム（事務事業評価）の導入などで、

わかりやすい行政経営を進め、つきることなく

行政コスト縮減を図っていくことが大切だと考え

ています。�

■今後の課題�

行
政
改
革
は
進
ん
で
い
る
の
？
�
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借金膨張か歳出抑制か？負担増かサービス低下か？�
その前に･･･まずは行政機関による節約の率先
実行なくしては、市民生活に転嫁はできません。いわ
ゆる行政改革。ここでは、第3次行政改革の進行管
理を行っている行政システム改革推進室長にお話
を伺いました。�

住民のために、もっと意識をもって、臨機応変に使って欲しい、従来の慣習を
打ち破る覚悟が欲しい。少々の無駄遣いは認めよう。しかし公僕であることを
決して忘れてはならない。住民に夢を与える努力を怠ってはならない。あとは
楽しんで市政に従って欲しい、私の希望です。（67歳・男性）�
●市の財政がどのように使われているのか全く知らない。興味がなかったと
いうのが本音だが、あらためて、言われてみると興味がわいた。最近、道をつく
ったり、市役所の駐車場をつくったり色々お金の要ることをしているので、鈴
鹿市は予算があり余っているのかと思っている。が、実際はどうなのだろう。ま
ず、そこを知りたい。（18歳・女性）  �
●今回のアンケートで市の財政と使い道について理解出来ました。歳出割
合でみたとき、農林水産業に対し、商工費が少なく、商店街の活性化に余り
力を入れていないように感じた。又、民生費の中身がよく説明されていないの
で、歳出割合が高い分、説明が必要だと思いました。（58歳・男性）�

行政システム�
改革推進室長�

伊藤 輝義�

市政メールモニター（メルモニ）随時募集中�
～あなたの意見がより良い鈴鹿市の創造へ～�

�
　16歳以上で、鈴鹿市に在住の方であれば、どなたでも無

料でご登録いただけます。一つのメールアドレスで複数の

方を登録できますので、ご家族の方もお一人ごとにご登録く

ださい。携帯電話からの登録も受け付けています。�

　http:/ /www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/にアクセ

スしてご登録ください。なお、パソコンとｉモードとの二重登

録は無効となりますのでご注意ください。 �

　詳しくは、広報すずか１月５号・情報館１をご覧ください。�

※「PDCA」�
　Plan（計画）Do（実施）Check（確認）Action（改善）�

市民参加の�
行政�

組織・機構の�
見直し�

効率的で�
健全な�
財政運営�

事務事業の�
見直し�

市民生活に�
応じたサービス�

第3次行政改革大綱に掲げる�
5つの改革課題�

広報すずかの特集に関するご意見、ご感想は市長公室広報広聴課へ�
〒513‐8701　市長公室広報広聴課 　 82‐7603　　koho@city.suzuka.mie.jp�
�


