行財 政改革 が叫ば れる中
現 実の町 財政は どうな のか
実際の 数値を もとに 考えて
みよ う。
表１は、実質収支と実質
単 年度 収支の推 移を表 にし
たもの です。 実質収 支は歳
入歳 出の差 引額か ら翌年 度
へ 繰り越 すべき 財源を 控除
し たも の。実質 単年 度収支
は、今 年度と 前年度 の実 質
収支 の差に 、財政 調整基 金

（ 町の預 貯金） の取り 崩し
金や 積立金 、町債 の繰上 償
還 金を除 外した 実質的 な単
年 度の 収支で す。
実質 収支は 黒字の 状態が
続い ていま すが、 単年度 収
支 は平成 年度 から赤 字に
な って います 。いず れの年
度も歳 入の 不足額は 、財 政
調整 基金を 取り 崩したり 、
地 方債（ 町の借 入金） を充
てるこ とで補 ってい るのが
現 状です 。
※表１ の中で 年度 の財政
調整 基金の 積立金が 多い の
は、 普通 交付税 の減額に 伴
い 、臨時 財政 対策債を 発行
（３億 ５千７ 百万） し、こ
れが 積立金 に反映 された も
の です。
表 ２は 、財 政調整基 金の
積立額 と取 り崩し額 を表に
した もので 、年 度末現在 高
は 、平成 年度 をピー クに
基金は 徐々に 減って きてい
ます 。
表３ は、 地方債 の現在 高
で す。地 方債は 学校の 建設
や公共 用地の 所得な どで、
一時 的に多 額な費 用が必 要
な時 、将 来の住 民にも 経費
の 負担を して 戴くこと が妥
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当な場合に借り入れるも
のです。 年度末の現在
高は 億４千 ９百万 円とな
りま す。今 後の返 済額は 利
息を 含める と約 億３千 ８
百 万円 になり ます。
表４は、経 常収支 比率の
動向 です。 経常収 支比 率は
町 税等の 経常的 な収入 に対
す る人 件費、 扶助費 、公債
費等の 義務 的経費 や施設 の
維持 管理費 など 経常的 に支
出 される 経費の 割合 で財政
構造の 弾力性 、余裕 度を示
す指 標です 。通常 ～ ％
が望 まし いと云 われて いま
す。 本町は 表が示 すとお り
財政 の弾 力性、 余裕度 があ
ま りなく 、財 政の硬 直化が
６６
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始ま っている と云え ます 。

３月議 会は、 町長の 所
信表 明、代 表質問 が行わ
れ、 議会 は の 議案を可
決 、決定 しま した。 主な
議案は 年度 の補 正予算
年度 予算の 審議、 蟹江
町 国民保 護協議 会条例 の
制 定。 町部局 ・町野 外セ
ンター の設 置条例 、遺児
手当 、介護 保険の 一部改
正 等であ りまし た。
年 度の 一般会 計予算
歳入は 、約 億９ 千万円
その 内、自 主財 源として
の 町税は 約 億 ５千 万円
です。 前年対 比 ％ の増
額と なって います 。その
他、 八の 特別会 計を含め
総 額 億 円余 の予算 が組
まれて います 。
その 他、可 決され た議
案 として
☆ 蟹江 町遺児 手当の 支給
が、 月になり （月 額２
２０ ０円は 据置 ） 月以
上 は支給 されな くな りま
した。
☆蟹 江町介 護保険 条例の
一部 が改正 され 、平成
～ 年度 は、第 １号 保険
者（６ ５歳以 上の人 ）の
保険 料の基 準額が３千円
に な り ま し た 。（ 改 正 前
は ２千７ 百円 ）
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☆蟹 江町に 新しく 行政 改
革 推進室が 設置さ れまし
た。事務 とし て① 行政改
革 に関する こと 。②総合
計 画に関 するこ と。③町
行政の 総合企 画に関 する
こと 。④町長の 特命事 項
に関 するこ とが規 定され
ています 。
☆蟹 江町野外 センタ ーの
使用 料が値 上げに なりま
し た。中 学生以 下の者 、
「 円」 を「 円」 に、
中 学生以上 は「 円」 を
「 円」に 、又、 新し く
テ ントは 一張一 泊 円 が
徴収さ れます 。町外 の方
はこ の倍額 となり ます。
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代 表質問 は、６ 会派７
氏が 質問し 、私は 清新 ク
ラ ブを代表 し て、町 長の
所信 表明より 、行 財政改
革を中 心に、 その基 本的
な 考え方 、職員 の意識 改
革、危機意識、民間委託、
現在 の進捗度 等を 質問し
ま した。詳 しくは 私の ホ
ー ムペー ジにア クセス 。
一般質 問のコ ーナー をご
覧下 さい。 質問の 原稿を
読む 事が出来 ます 。

（詳しくは議会たよりを）

２００ ５０

（敬称略）

○清 新クラ ブ （ ４名）
大原 氏、飯田氏、
町会議員
猪俣氏 、髙阪 氏
去る、 ２月９ 日、会 派の
髙阪 康彦
○新政会 （５名）
研修 視察 を行い 、法隆 寺で
奥田氏 、鈴木 氏、
有名 な奈 良県斑 鳩町を 訪問
今 年は桜が 早い との予 報
伊 藤氏、 山田乙 氏、
しまし た。 この町 は平成 ３
でしたが 、冷え 込み が続い
吉田 氏
年 に、大 和川上 流流 域下水
て入 学式の 頃に、 ちょう ど
○ フォーラム（２名）
道と して、 事業 認可を 受け
見頃 の桜とな りまし た。
菊地氏 、黒川 氏
平 成 年 に一部 地域で 共用
如何 お過ご しでし ょうか 。
○公明党 （２名 ）
開 始を してい ます。
日頃は、 応援を 戴き あり
加 藤氏、 松本氏
斑鳩 町は 、約２ 万８千人
が とうご ざいま す。
○共産党（２名）
の人 口で、 財政規 模は 当町
さて 、私も 議員に なり３
小原 氏、 林氏
と殆ど 変わり ない町 です。
年 が過ぎ ました 。やっ と議
○民主党 （公党 会派）
当町 も数年 先には 、下水
会 のぎの字 ぐら いが解 るよ
中 村氏
道の 一部が 共用さ れます 。
うになり 、少し 自信 が出て
こ の他の 議員は 無会派
先進 地に 見習い 、共用 開始
来た ように思 います 。し か
と なって います。
迄 の苦労 話、下 水道 の使用
し、 まだま だ半人 前で、 大
料金 、加入 負担金 などの 、
いに努力 の必 要があ ると思
質問 を行い 、今後 の参考 と
っていま す。
４ 月１日 付けで 職員の
させ て戴 きまし た。
最 近会う人 によ く云わ れ
人 事異動 があり ました 。
るのは 、
「来年は 選挙だ ね 。
（本人は写真撮影）
いかる が
一年 はすぐ来 るよ 。頑張 っ
斑 鳩町役場にて
主
( な異動は次の通り )
石 原敏男
て」「まだ１年もあるよ」
民生部長
坂 井正善
「も う１年 しかな いんだ よ」
総務部長
と 暖かい 励まし の言葉 を戴
産 業建 設 部 長 河 瀬 広 幸
きま す 。
確か に次の 選挙 は 、
行政改革推進室長
飯 田晴雄
６名 の減員が 決ま ってい ま
す。厳し い選挙 を気 遣って
産業建設部次長
水野 久夫
のこ とと思 います 。
兼土木課長
私は、住 民と行 政の パイ
兼都市計画課長 佐野宗男
プ役と して、 自分に 出来 る
議会事務局長 大河内幹夫
事は、一 生懸 命行う 。初心
教育部次長兼図書館長
伊 藤芳樹
忘れ るべか らずで す。只 々
上田 正治
こ の姿勢を 貫き 通す覚 悟で
水道部次長
あ ります 。
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