
課内回覧 

財 政 通 信 ＮＯ．10 

 

平成 20 年 2 月 

 

やっと達成＼(~o~)／第 10 回目の財政通信です。 

なが～い予算編成作業が終わりました。担当の皆さん大変ご苦労様でした。 

秋から年末にかけて査定や調整・・・そして年が明けて復活調整・・・予算案決

定・・・ 後に予算書と予算概要書の作成・・・そしてやっと終了しました。まだ案の段

階ですが・・・議会で承認されなければ決定しません。あとは各所管でよく説明しても

らわねば・・・と思っています。 

私にとっても，この時期は公私ともに忙しい毎日でした。平日は残業，毎週土・日曜

日はサッカー大会が・・・子どもたちの大会ですが・・・仕事よりも朝早く起きて・・・寒い

なか短パンはいて審判も（年々寒さが身にしみる。歳かなぁ）・・・終われば祝勝会やら

反省会が(^_^;)・・・今年はもっぱら反省していましたが(ToT) 

 
今年の予算案発表は，２月８日と去年より 1 週間も早くなってしまいました。例年だ

と15日前後だったんですが，市長の日程も取れず，ちょっと早めの発表となりました。

なるべく早くとは思ってたんですが・・・担当はすごく厳しかったようです(>_<)予算書作

成やら概要書作成やらでてんてこ舞いの状態に・・・ 

確かに，この時期の 1 週間は大変大きいんです。・・・終わったら，打ち上げ企画す

るから・・・ええー。また，やるんですか～という声も・・・(ToT)でも，みんなで協力してと

りあえず庁議に間に合わせました。そして，修正して全協，記者発表と無事できて，一

安心です。後は議会で部長に任せて・・・と(^o^)／そうはいかなかいか。予算特別委

員会もあるし・・・でも，とりあえず一息です。 

そして毎年，この時期は人間ドックに・・・議会の合間に健康チェックです!(^^)! 

結果は？お察しの通りで・・良いわけありません。・・・ 近血圧は安定していて

OK(^o^)／・・・しかし，正月からの新年会・・・「今年は熱燗で」・・・がたたってメタボぎ

み・・・血糖値が上昇傾向に(>_<)心電図も「今日は体力検査やらなくていいです。紹介

状書きますから再検査に行ってください。」・・・「ガクッ」＿|￣|○・・・まぁ一緒に行った人

にくらべればたいしたことありませんが？ 
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結果は・・・結局のところ・・あまり変わらない状況かぁ～(T_T) 

皆さんも健康管理に努めてください。今年はメタボ検査も入っていて・・・腹まわりを

測られました。男性の診断基準は 85ｃｍ以上，血圧 130 以上，血糖値が空腹時で 110

以上などだそうです。私の周りにも何人か？そうじゃないかなぁという人見受けられま

す。チェックしてみては(^_^)v 

 

さて，わが家では，とりあえず仕事のこと抜きで懇親を図りました。勝手にＮＨＫの

ど自慢への出場をかけて，多いに盛り上がり・・・結局歌唱力では勝負ができず・・・振

り付けで，ユニットで，熱演賞を狙ってと・・・結局予選までか＼(~o~)／とにかく出られ

れば盛り上げてください。＼(~o~)／ 

仕事では，今は予算の概要をりゅうほーで市民へお知らせするための「記事作成」

を・・・予算の概要はＨＰにアップしてますので，ぜひご覧下さい。 

また，議会での説明対応・・・これはオレか。・・・そのほか 19 年度の決算見込みも

調査して。それから健全化取組みの検証や来年度予算執行の準備などもしない

と・・・・みんな聞いてる？・・・(^ム^)ﾑﾑﾑﾑ  

 

それでは，恒例（？）の予算編成物語です。 

今回の予算編成は，スタート時点で 18 億円の不足でした。去年は確か 30 億円。去

年は収入面での要求の甘さもありましたが・・・しかし，今年は収入もシビアに見てるし，

各課の要求スタンスも至って節約傾向・・・。「積み上げ間違っていねぇーか。繰出しな

んか危ないんじゃねぇー。もう一回点検してみてくれ。」「何回もやったんですけど。そ

ういえば，○○課が追加で○○システム改修分上げてくるそうです。」・・・「聞きたくな

い」((+_+))  

それにしても，職員の採用も見送ったし，健全化の具体策もある程度反映している

のに・・・社会保障費が伸びるのはわかるけどちょっと厳しいな・・・収入が思ったよう

に伸びてこないのが原因か。 

「総合運動公園基金はすでに入れてあるから・・・とりあえず不足を 10 億円につめ

るべぇ・・・目標は。何とかしないと。まず，収入面をもう一度点検して見よう。オレは税

のほう調整してみるから，交付税もう一回確認してくれ。伸びるんだよな？」 

「送られてきた地財計画なんですけど・・・あれだまされました。増えているのは県だ

けです。市町村はマイナスです。」「なんだぁー。交付税またまた削減か。臨財債よ！

おまえもか。」「そうです。合わせて 1 億円くらい減ります。」・・・と今年も厳しいようで

す。 
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「地方再生対策費はどうだ。」 

地方間の偏在是正措置として交付税に算入される特別枠です。法人税収の豊か

な東京などから地方に回してくれるお金 4,000 億円ってやつです。 

「それは 1 億円くらいで通知がきてましたよ。」「えっ，それ・・・1 億 3,000 万円見込ん

だよな。なんで減るんだ。もう少しいくかと思ったが・・・(T_T)泣けてくるなぁー。」「高齢

者人口が多い過疎地などに多く配分されているようです。」「まぁしょうがないか。地道

に査定作業を進めよう。少しでも不足額を抑えられるように・・・。」 

   

貯金を崩せば何とか帳尻合わせることができますが，それでは先が見えちゃいま

す。将来を見据えた予算・・・来年，再来年を考慮した予算を組まないといけません。

そのためには，いろいろ工夫や節約もしなければなりません。 

よし，まず目的基金の充当・・・ほんとは少しでも残したいけど(T_T)・・・起債も満額

入れるしかないか。しかし，新たな借金は，18 億円まで・・・これはぐっとこらえて守ら

ないと。 

「よ～し，査定方針を今一度調整しよう。全員しゅうごーう！」 

まず，収入面で・・・譲与税等の地財計画の確認，目的基金の充当枠，起債の活用

範囲，それから公的資金の繰上償還関連も整理してくれ。 

・福祉関係経費は今年も 19 年度の実績で。伸びは見込まない。伸びたら補正で仕方

ないか。その分は今年の予算執行で頑張って残そう。 

・原油高騰もあるけど，とりあえず実績で。湯ったり館，斎場は後で検討しよう。 

・借金返済は平準化で先送り。資本費平準化債も枠いっぱいで入れよう。 

・職員にできることは職員でやろう。チャレンジしてもらおう。 

  現場仕事や計画作成なども・・・ 

・塵芥や衛生センターなど一部事務組合にもお願いして負担を減らしてもらおう。 

などあらゆる予算を総点検。〆（@ @）/ その間にも「おー，いしゃ※このやろ，来年

○○何とかしろ。」なんて声も聞こえます。「聞こえないフリっと」((+_+)) 

※ いしゃとは，君，おまえなどの意味の茨城弁。知ってましたか？ 

 

 

市を発展させるためには，収入を上げていくしかありません。人口を増やしたり・・

市民の所得を上げたり・・企業等を誘致して雇用環境を良くしたり・・などです。まちを

活性化させるために，市外から龍ケ崎市に来てもらうことも大事です。昼間人口を増

やすためのイベントや観光など・・・。総務省とか国土交通省とか国の省庁や企業が

千代田区にたくさんありますが，千代田区の人口は 4.5 万人だそうです。それが昼間

になると 90 万人という。まぁ比較してもしようがありませんけど(T_T) 
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歳入確保策もといろいろ検討しています。 

工業団地拡張も道のりは険しいが，今から手が打てるのか？準工業地域では一つ

決まったようですね。(^_^)まちの活性化も考えていかなきゃ・・・なんといっても，企業

誘致。そして市民の所得も底上げしないと，良くなりません。職員の給料も・・・うーん。

もう少しガマンかなぁ。 

 

年々厳しくなる予算編成(>_<) ・・・一般財源，市税や交付税など自由に使えるお金

が減っています。家計に例えると，子育てや教育費が増える一方で，給料，ボーナス

が減っているんです。少ない預金を解約するか，借金も考えなくちゃならないことにな

ります。それでも， 近は職員の皆さんの意識も変わり，協力いただいているところが

大きいです。<(_ _)>そんなこんなで査定の日々・・・そして 

おかげさまで予算案決定！！(^o^)／昨年の実質的な不足額（預金解約で穴埋め

している分です。）9 億円が 6.5 億円に・・・。昨年度の不足よりは縮小できています。ご

協力ありがとうございました。（あとは執行で協力してもらわないと。） 

 

今回の「予算の概要」も，少し見直ししてみました。 

文章はなるべく控えめにして・・・絵やグラフなど活用しよう。文字は大きくできない

か。会話形式を入れよう・・・とか。「あのー作成する期間が 1 週間しかないんですけど

ぉ。」「みんなで分担してやろう。見てもらえないもの作ってもしようがない。・・・」 

みんなの努力のかいあって，何とか完成したわけです。 

 

次は 19 年度の補正です。19 年度の財源不足はあと 6 億円・・・みなさん，今一度予

算執行の総点検をお願いします。今は，昔と違って，「使い切り予算」ではありません。

余らしたら評価してインセンティブにします。でもやることやんなきゃダメですけど。 

いつも，今頃になるとぞくぞく・・何かしら相談事がたくさん。じつは・・・これが不足し

てしまって・・とか。これ余ったんでこれに使って良いか・・とか。多いんです。「緊急性

がないとダメだよ。」といっても市民のためならと結局押し切られ・・・(T_T)意識を変え

ましょう。来年でできるものは来年で・・・。 

 

さて，お次は議会での予算説明。隣の部長も議会答弁やら，予算説明やらで大変

です。勉強スタートです。家員もいろいろと問い合わせやらで忙しくなります。 

一般質問もでました・・・。今年はちょっと早めに受付したようで・・・ 

財政家員は，休む暇がなかなかないが・・・少し休めと・・・。人事課からも指摘され

まして・・・。育児休暇でもとれっていったら・・・申告に借り出され，レンタル移籍。 

じゃ代わりに私が・・・。なんで？（怒）・・冗談，じょうだん。休もうと思っても休めない

もんで・・でも，忙しいときに休まなきゃなんなかったり・・・ありますよね。 
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3 月は年度末でどこでも忙しいのは当たり前です。・・・。気の抜けない日が続きま

すが体調管理も大事です。 

 

前置きが長くなっちゃいましてすいません。では，Ｈ20 年度予算の概要をお知らせ

します。 

20 年度の予算総額は，約 363 億円。前年度に対して 5.9％の減。一般会計は，約

216 億円で 3.1％（約 7 億円）の減です。馴柴小校舎の改築が終了したためです。 

総合運動公園建設と馴柴小改築の予算を除けば，0.2％減です。 

社会保障関連経費が伸びる中で，緊縮予算といえると思います。 

特別会計は，老人保健事業が後期高齢者医療事業に移行され，予算も大きく変更

されています。老人保健事業の大幅な減額により，特別会計総額では 9.6％の減とな

っています。なお，公共下水道事業では，公的資金の繰上償還が実施されるため，

50.1％と大きく伸びているといったところです。 

（単位 ： 千円，％） 

会  計  別 平成 20 年度 平成 19 年度 比  較 増減率 

一  般  会  計 21,574,000 22,266,000 △692,000 △3.1

 

特 

別 

会 

計 

国民健康保険事業 6,898,000 6,904,000 △6,000 △0.1

公共下水道事業 3,577,000 2,383,500 1,193,500 50.1

老人保健事業 413,800 4,204,500 △3,790,700 △90.2

介護保険事業 2,928,000 2,728,000 200,000 7.3

後期高齢者医療事業 819,000 0 819,000 皆増

その他 116,402 101,732 14,670 14.4

特別会計 合計 14,752,202 16,321,732 △1,569,530 △9.6

総       計 36,326,202 38,587,732 △2,261,530 △5.9

 詳しくは，予算の概要をホームページにアップしていますので，ご覧を＼(~o~)／一般

会計の予算額くらいは覚えておきましょう。 

 

ここで，新しい事業を紹介しましょう。 

目新しい事業では，安心・安全面での施策ですかね。 

防災関連でいくつか新規事業があります。まず，防災マップの作成。地震での被害

想定による揺れやすさ，危険度マップを作成します。翌年度には洪水ハザードマップ

を予定してます。また，自主防災連合会を組織化して強化を図ったり，防災士の養成

事業もスタートさせます。防災士の資格取得に対して 2/3 を助成する制度です。資格

を取るのにだいたい 6 万円くらいかかるようで，うち 4 万円を助成する制度です。先行

きは職員にもとってもらうようになるかも。地域のサポート役として・・・自主防災も組織

をつくっただけじゃなくて，もしもの時に機敏に動ける体制を・・・リーダーとなる人の養
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成も必要だと思います。 

そのほかでは，新規じゃないけれど小学校全校にＡＥＤを配置します。設置すると，

全部で 20 箇所になります。来年は，中学校や公民館にも・・・と考えています。ただ，

使えるように研修もしていかないとね。みなさん，いざという時使えますか？ 

 今年度イベントでは「ねんりんピック」があったけど，来年度は国民文化祭「食の祭

典」が 11/2・3 で開催されます。今のところ，市民芸術フェスティバルと龍宮フェスティ

バル，いがっぺ祭りも同時に開催する計画みたいです。RYU とぴあ音頭パレードは昼

間になってしまうんでしょうか。参加する職員の数が心配です(-_-)また，ＮＨＫのど自

慢が 6/22 に文化会館で行われます。予選に出てもなかなか通んないでしょうけど

(^_-)-☆チャレンジしてください。そのほか市の公式ホームページのリニューアルも行

います。見やすくてわかりやすい，そして早く情報を伝えられるようにと・・検討会議？

もう動き出しているようです。 

 それから，関東鉄道に「PASMO（パスモ）」が導入される予定です。電車やバスにワ

ンタッチで乗ることができるカードです。ＪＲ・関鉄の共通乗車券で Sｕｉｃａ（スイカ）みた

いなもんです。それに対して助成しようとするものです。また，農業ヘルパー制度支援

事業も創設されます。農家の方と市民がそれぞれ農作業についての登録を行い，各

自が自分の条件にあった相手側と契約するシステムで，その利用料金に対して助成

をするものです。 

 今年はだいぶソフト事業が多いようです。それも，あまりお金のかからないもの(^_^;)

お金をかければ良いっていうものでもないですからね。お金をかけなくても良い事業

はたくさんできると思います。(^_-)-☆ 

続いて，お金のかかる事業です。(T_T)市の大型プロジェクトです。まず，馴柴小学

校改築に約 4 億 3,000 万円，総合運動公園建設（野球場）に約 5 億円・・・と。 

馴柴小校舎が完成して子どもたちが使用できるようになりました。すごく評判がい

いようです。また，うちの学区（となりです。）から，みんな通っちゃんじゃないかと少し

心配です(>_<)総合運動公園は野球場のエリアを残すのみとなりまして。いろいろと心

配される方もいますけど，なんとか完成させないと今までの苦労が・・・とも思います。

スポーツ健康都市としての拠点として，また活性化にもつなげられるように考えていき

たいものです。つくることばかりでなく，その利用や活用方法についても十二分に検討

していく必要があると思います。 

また，市街地の活性化策として，まいんバザールでにぎわっている「にぎわい広場」

の整備にも着手していきます。(^o^)／今年は工事です。イベント広場はもちろんです

が，防災資機材を備えた防災空間・避難広場として，さらには子どもたちが遊べる遊

具や健康遊具を配置するなど三世代公園として，整備する予定だそうです。 

 

来年度も引き続き，「教育」と「子育て」に予算を重点配分していますが，第 5 次総
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合計画の重点施策であるリーディングプロジェクト事業にも力を入れていきます。てく

てくロード，健康公園など「健康の散歩道」整備や「防犯まちづくり連携」，「エコスタイ

ル推進」などです。たしか「たばこ対策」もあります。・・・なかなかやめられませんが。

本数を減らせるよう努力したいと思います。(>_<) 

新たな計画策定も実施します。(^o^)／次世代育成支援後期基本計画や耐震改修

促進基本計画，スポーツ振興基本計画の策定です。職員が自前で作成するものもあ

ります。関連する課等の協力もお願いします。m(_ _)m 

 

予算の概要では，今年もまた一般会計を『龍ケ崎家の家計』に例えてみました。自

分のところの家計と同じように例えてみたら，市の財政がどんな状態かがわかると思

います。 

ローン残高が 1,000 万円で，預金残高は 99 万円です。えー。これよりも悪いって。 

よく考えると，うちも一緒かなぁ。でも，このくらいの貯金では子どもたちの教育費が

ぜんぜん足りない感じです。ちなみに隣の人はローンが「うん千万円」だって。でも貯

金もいっぱいもってそうです。共働きだし・・・でもやっぱり苦しいといってます(――;) 

まあ，苦しくなれば，酒を控えるとか，タバコをやめるとか，車の買い替えをガマンし

て車検をもう一回受けるとか・・・小遣いを減らせばよい(T_T)とか，やる気になればい

ろいろできるものもあるかも。ただ，どうしても必要なお金が大きいんですよねぇ。教

育費とかローン返済費とか，車の税金とか・・・ 

とりあえず，できるところからはじめてみよう。これは市の財政も同じだと思うんです

が・・・ 

ただ，家庭では，家族会議で方針を決めれば簡単に決定されますが。（ウチはかあ

ちゃん専決(T_T)）・・・市は大変です。市民の意見を聞かなければなりません。そのた

めにもまず市民に情報を提供すること・・・ですかね。 

頑張れ 龍ケ崎家！ 夢・希望をもって＼(^o^)／ 

 

職員一人ひとりのやる気と実行力で何とか，今の厳しい時期を乗り切っていきまし

ょう。私の気持ちでは，昨年 3 年でと言ってしまったので，あと 2 年間ですかね。2 年で

財政を立て直したいと思っています。そうしなければならないとも思います。 

もしできなくても，将来につながるレールだけは敷いとかないと・・・と思います。 

職員もどんどん少なくなってます。・・・本来業務のほかに，さまざまな業務をしなけ

ればならないこともあるかと思いますがご協力をお願いします。m(_ _)m 

 

次号では，平成 19 年度の決算見込みと財政の状況についてわかりやすく報告した

いと思います。では，また次号で<(_ _)> 


