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　昨年9月、合併しないことを選択した本市。三位一体の改革など地方財
政を取り巻く状況は、これまでにも増して相当厳しいものになってきています。�
　こうした状況下、新庁舎建設・市債・基金の3つのキーワードを中心に、市
の財政状況について、一見助役にお話を伺いました。�

特集：平成16年度予算�
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○市の予算配分ついて、一考をお願したい
事として、青少年の育成に関る予算の見
直しを真剣に討議してもらいたいと思います。
特に青少年の育成の大切なことは、大人（親）
の教育を真剣に捉え予算配分をお願いし
たい。（64歳・男性）�

○当市の予算は歳入不足が明らかであり
ます短期間に歳入を増やす事は不可能です。
歳出抑制は職員一人一人の意思が働けば、
徐々にでも、その効果は現れてくると思います。
す。市の各種事業のうち民間にさせた方が
経済的な案件については民間へ移行して
効率化を図って戴きたい。（72歳・男性）�
○老人福祉や母子福祉に力を入れてほしい。
道路や施設にお金をかけるより、ソフト面で
成果をあげてほしい。（女性・30歳）�
○鈴鹿市の道は、わかりにくいし、途中まで
しかないっていう道が多いように思います。
もっと道をよくしてほしいです。（36歳・女性）�
○下水工事など現在行われてますが、せっ

かく舗装されて綺麗になった道路をまたすぐ
に掘り起こすような計画性のない工事はや
めて欲しいです。横のつながりを大事にし
予算を大事に無駄なく使ってほしいです。（43
歳・男性）�
○家計簿なら収入以上のお金を使うことは
余りない。そう考えると国や地方の使い方
は全く借金という意識がない。結局、使う本
人が「汗して稼いだ」と言う意識がないから
だと思う。（56歳・男性）�
○市の財政については、希望的観測ばか
りでなく、最悪の場合という見通しも知らせ
てくれて、みんなで財政について考えていけ
るといいと思います。また周辺の市の財政

　2月3日から8日まで実施したメルモ
ニアンケート市政25（鈴鹿市の財政
状況の関心度など）で、178人の方か
ら、市の財政や予算に関しての意見
や考えなどについて、書き込みがあり
ましたので、その一部を紹介します。�

●新庁舎建設�
　新庁舎建設は、１月から本格的に

着工しました。総事業費を当初120億

円と試算していましたが、設計・単価

や入札方法の見直しを行った結果、

106億2,000万円となり、約13億円を

減額することができました。平成18年

１月の新庁舎での業務開始をめざす

とともに、新庁舎建設事業は、平成

18年度中にすべて完了する予定です。�

　この事業費に対し、庁舎建設のた

めに積み立てた庁舎建設基金が平成

14年度末現在で75億2,598万円あり

ます。したがいまして、およそ７割は基

金で賄うことができることになります。

そして、残りは庁舎建設債やその年の

一般財源（税など）で賄うことになります。

家計にたとえるならば、新築資金の3/4

はこつこつ積み立ててきた定期預金で、

残りの1/4は住宅ローンで、という資

金計画に基づき新築住宅を購入しよ

うとするケースになろうかと思います。�

　この庁舎建設基金については、昭

和62年度から計画的に積み立てを行

ってきたものです。また、庁舎建設債の

返済期間は約25年となります。過去の

世代の方からいただいた税と、今後の

世代の方からいただく税とで、長期間

に渡って負担いただくことになります。

このように世代間で賄っていただくこ

とで、それぞれの年度の財政負担を

平準化することができるのです。�

　なお、平成16年度の予算では、庁舎

建設費に20億4,604万4,000円を計上

しています。財源は、基金が14億4,000

万円、地方債が６億円で、残りの604万

4,000円が一般財源となっています。�

�

●市債�
　市債の残高は、平成15年度末の見

込みで596億9,523万3,000円、平成

16年度末見込額は591億4,368万

5,000円で、この数年、わずかずつで

すが減少しています。�

　平成16年度予算でみますと、起債

見込額は90億6,060万円となっていま

すが、このうち普通債と災害復旧債

では、27億3,250万円で全体のおよそ

3割程度となっています。残りの7割は、

住民税等減税補てん債や臨時財政

対策債などの国の施策による市債が

占めています。�

　この住民税等減税補てん債は、国

の減税施策により、地方が得られなく

なった減収分を補てんしようというもの、

臨時財政対策債は地方交付税の代

替的な性格の市債です。これらの市

債の平成16年度末見込額は、138億

5,783万3,000円で、全体の23.4%にも

なっています。�

メルモニさんの声�

メルモニホームページでは、掲示板に書き込まれたすべての意見などを掲載していますので、ぜひご覧ください。�

市議会で市の財政状況について予算説明を行う一見助役�

まかな�
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状況も知りたいです。（39歳・女性）�
○職員の人件費を抑えて、その分を防犯対
策の費用にあててほしい。（43歳・女性）�
○納税（国・県・市）は大切な事であり、今
日まで納税に努めている、税の使い方も納
税額の範囲を出ないようにお願いする。市
民も協力する。市民への過剰サービス不要
なり。（60歳・男性）�
○教育予算を増やして欲しい。青少年健
全育成を図れば、鈴鹿の敗退はない。鈴鹿
で生まれ、育った子どもが、鈴鹿に住みたい
と思えば鈴鹿の人口が減少することはない
し、収入があるので市税も入る。今、お金を
掛けても必ず戻ってくるし、もっと大きな成

果となって戻ってくるのでは？（44歳・男性）�
○鈴鹿市の財政状況のように難しいテー
マもメルモニをさせてもらっているおかげで、
一生懸命考えるようになりました。私は我が
家の義母が高齢で介護保険を利用するよ
うになったのでもっと利用できるサービスを
充実させて欲しいと思つています。（52歳・
女性）�
○市民としては財政難は充分わかるが、どう
しても必要な予算は仕方ないが、国はもと
より地方もかなりの借金で、多少のサービ
ス低下は仕方がない。借金の増加はできる
だけ避けたい。子供や孫に負担を残すこと
になる。（61歳・女性）�
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　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。携帯電話でも登録、参加す

ることができます。�

　配信されたアンケートやクイズに答え

ると、ポイントが貯まり、500ポイントで

図書券500円分と交換（１月～12月が１

スパン）します。また、登録時に希望され

る方には、市・災害対策本部から発信

される避難所開設状況や学校情報な

どの災害メールも配信します。�

　いずれも制度上、起債に頼らざるを

得ないもので、今の国の経済状況など

から、今後も市債増加の大きな部分を

占めることが予想されます。なお、そ

の償還金については、地方交付税で

補てんされることとなっています。�

　市債は、いわゆる借金ですので、少

ないに越したことはないのですが、道

路などの大規模な事業をするときに、

その年の税金だけで賄おうとすると財

政のやりくりが苦しくなるばかりでなく、

その年に納税した人がすべて負担し

たことになり、他の人はあまり負担を

せずにその恩恵（道路を使うなど）を

受けることになってしまいます。市債

の償還期間は、およそその事業によ

って造られたものの耐用年数を考慮

して設定されており、利用できる方々

に均等に負担をお願いしようという意

味もあるのです。�

　また、公営住宅の建設や下水道の

整備などは、その利益を受ける人が

限られていますので、公営住宅なら

将来そこに住むかたの家賃を、下水

道なら将来利用する人の使用料を、

市債の償還金に充てることで、利益

を受ける人に負担してもらうことにな

っています。�

�

●基金�
　鈴鹿市の税の特徴として、市民税

法人税割の動向が大きく影響してい

ます。数十億円の範囲で増減がありま

す。この市民税法人税割は、地方交

付税額にも大きな影響を及ぼします。

地方交付税の計算に際し、市民税法

人税割については、前年度の数値を

もとにその年度の推計をしています。�

　たとえば、平成15年度に市民税法

人税割が大きく伸びたとすると、平成

16年度の地方交付税では、これを元

に推計されます。したがって、収入が

多く見込まれるわけですから、地方交

付税は前年度よりも大きく減額となり

ます。しかし、実際の市民税法人税割

が伸びなかった場合、市民税法人税

割と地方交付税の両方が減少すると

いう財政運営上、大変な結果になる

わけです。�

　また、地方交付税では、この差を

補うために、その年度に実際に収入

した市民税法人税割と比較して精算

するしくみになっています。精算は、

次の年度から3年間かけて行われます。

たとえば、平成15年度に推計と実際

の税額に30億円の差が出たとすると、

平成16年度から18年度までの3年間

で10億円ずつ減額して精算するとい

うことになります。ある年度に市民税

法人税割が推計よりも大きいと、その

後3年間精算で、大きく減額されると

いう場合もあるのです。�

　こういった市の財政事情に備え、財

政調整基金という、いわゆる貯金をも

っています。平成15年度末の見込額

で77億6,945万6,000円の残高となっ

ています。�

　少しでも余裕がある年度

には、基金に積立てを行い、

財源不足が生じる年度に

備えようとするものです。�

　また、その年度の決算で、

剰余金が出たときは、半

分以上を基金へ積み立

てるか、市債を繰り上げて償還しなけ

ればならないことになっています。平

成14年度決算では、およそ11億円（実

質収支額）の剰余金があり、そのうち

6億円を財政調整基金へ積み立てて

います。�

　平成16年度の予算編成においては、

財源不足を賄うために、この財政調

整基金からの繰入金25億円を歳入予

算に計上しています。�

　今後も予算編成にあたっては、限

られた財源を有効に活用させていた

だくよう心掛けるとともに、地方債と財

政調整基金などを健全に運用するこ

とにより、バランスの良い財政運営を

行えるよう努力していきたいと思います。�

市政メールモニター（メルモニ）�
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広報すずか特集「平成16年度予算」についてのご意見・ご感想は、企画財務部秘書広報課へ。�
〒513‐8701　企画財務部秘書広報課　　 84‐2561　　hishokoho@city.suzuka.mie.jp�
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