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人にやさしいまちづくり

３月定例会報告

新年度予算、第３次総合計画など議論！
　３月定例会は３月１日から 25日間の会期で行われ、補正

予算及び 2016 年度予算等を審議し、25 日に可決して閉会

しました。

　今予算は、政府の経済対策が行き詰まり、マイナス金利を

導入するなど不安が広がる中での編成であります。社会保障

関連経費の増大に対応すること、第 3次総合計画の初年度に

あたり将来を見据えた都市づくりのため、産業の活性化や、

若い世代が安心して働き、住み続けることができるまちづく

りのための予算を積極的に盛り込んでいるのが特徴です。

　歳入では、根幹となる市税で法人税の引き下げなどにより法人市民税の減収はあるが、個

人市民税は増収の見込みがあるとして市税全体として前年比 3,580 万円増（0.2％増）となる

229 億 680 万円となっている。

　歳出においては、総務費で多世代交流施設の整備や那珂湊支所新庁舎建設などへ配分。民生

費では障害福祉サービス、保育所への支援など社会保障費増大への対応。土木費では六ツ野ス

ポーツの杜公園や親水性中央公園の整備など。教育費は茨城国体に向けた陸上競技場をはじめ

とする施設整備、小中学校・幼稚園の耐震化整備事業などへ重点的な配分となった。

予算規模

一般会計　519 億 5,500 万円

　　　　　（対前年比   ７億 3,100 万円、1.4% 増）

特別会計　406 億 8,585 万円

　　　　　（対前年比 12億 6,258 万円、3.2% 増）

合　　計　926 億 4,058 万円

　　　　　（対前年比 19億 9,358 万円、2.2% 増）

  この議案（1号～ 67号）に対し、代表質問・一般質問に 11人が立ち市政をただしました。

井坂あきらの質問内容
１．平成 28 年度予算について
　(1)  経済状況と安定財源の確保に

ついて
　(2)  マイナス金利について
　　　ほか
２．介護保険制度について
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マイナス金利について
◆井坂議員
　日銀は１月 29日に「マイナス金利付き量的・
質的金融緩和」導入を決めましたが、マイナ
ス金利導入の意義についてと銀行や預金者へ
与える影響もあります。市長はどのように考
えているのか所見を伺います。
答　弁

◆本間市長
　日本銀行のマイナス金利の導入は、金融市
場への資金供給量を増加させ、金利全般を強
く押し下げることをねらいとして実施される
ものと理解している。市は、この金融政策に
より市内の企業活動などにおいても、資金調
達コストの低減、設備投資の促進、雇用の拡
大へとつながるプラスの効果が生み出される
ことを期待していきたいと考えている。
再質問

◆井坂議員
　なぜ、この質問かといえば、景気がきちん
とすれば、いま日本が置かれている諸問題の
かなりの部分が解決するからです。本市の財
政においても、景気が浮揚して必要な財源が
入ってくれば、殆どの問題が解決すると考え
るからです。
　さて、私は日銀がマイナス金利導入に踏み
切ったのは、従来の異次元緩和の行き詰まり
がハッキリし、２％の物価目標達成が困難に
なり、円安・株高という効果もはがれ落ちて
きたからだと思います。日銀と政府は、こん
なことで景気が回復し、２％物価目標が達成
されると思っているんです。年間 80 兆円も
の量的緩和を実行し、必ずや２％の物価目標
を達成すると言っておきながらです。昨年の
10 月～ 12 月期も経済はマイナス成長で、物
価は現場維持であり、いやはやなんともです。
バブルが崩壊して景気対策として 500 兆から
600 兆円もかけて公共事業をやり、それでだ
めならマイナス金利となったのです。これま
で改革と称して規制改革を実施してきたこと
と、今回行われているマイナス金利政策は日
本を破滅に導くものとしか私には思えません。
　今日、銀行や保険機関は持ち株会社の導入

により売り上げが減っても利益が増加するシ
ステムのため、企業の内部留保金が潤沢に滞
留（約 350 兆円）しています。よって、銀行
の資金を借りなくても運用ができてしまいま
す。一方では、バーゼル法によって貸し出し
が制限され、資金の流れがなかなか思うよう
に行かなくなっています。このようなデフレ
経済システムの下では、なかなか良い貸し出
し先がありません。あったとしても、その企
業に貸し出そうとする金融機関が集中するた
め金利が十分に取ることができない。そこで
何とか食いつないできたのが長期国債による
運用だったのです。そこにマイナス金利導入
は、日本経済にとって致命的になるかも知れ
ません。
　マイナス金利導入といっても、預金者の金
利をマイナスにするわけにはいきませ。国債
の運用利回りが少なくなれば、金融機関の収
益は落ちて結果として銀行の運用先は株しか
なくなるわけです。株で稼ぐなどあり得ませ
んし、ヘッジハンド等の餌食になることは目
に見えております。
　結果として信用不安が蔓延することになり、
銀行の再編成と金融機関の職員の首切りが出
てくることは目に見えています。現に、ユー
ロ圏もゼロ金利でそうなりつつあると思いま
す。したがって、景気は良くなるどころかま
すます悪化するとしか思えません。市長の所
見を伺いたいと思います。
◆本間市長
　日本全体の景気が、地方とグローバルな所
に接している中央とではかなり違うのではな
いかと思っている。地方自治体のできること
をしっかりやることが私達の仕事だと考えて
います。地域の産業を活性化させ、農業や漁
業も含めた新しい仕事をつくっていくことが
地方にとっては大切な視点です。いろいろな
税の見直しや、マイナス金利がどのような影
響をもたらすのかをしっかり見極めながら、
自治体としてやるべきこと、また国に対して
要請すること、そして自ら出来ることはしっ
かりと目標を立てやっていくことが大切と
思っている。
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◆井坂議員…市債残高、臨時財政対策債、財
政調整基金の現状について伺う。
◆総務部長答弁 
  平成 27 年度末の市債残高見込みは 1074
億円となり、市民１人あたりの借金は 67 万
4000 円となります。公共下水道事業や土地区
画整理業の進め方を見直し、重点的に推進す
る事業を絞り込むことにより、市債発行の抑
制に努めたが学校耐震化事業債を 25億円発行

が主な増加の要因となっている。臨時財政対
策債（臨財債）については、地方交付税原資
の不足に対応するための特例処置として、平
成 13 年度から 3年間の予定で始まった臨時
財政対策債の発行は、全国的な税収不足によ
り延長を重ねています。
　※本市のこの 10年間の市債残高及び臨時財
政対策債の発行額の推移は表の通りです。

市の借金（市債）の現状、臨時財政対策債について

（単位：億円）

 区　　　分 H18年 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年
市債残高 1033 1015 1003 1011 1030 1069 1071 1056 1072 1074
臨財債発行額 13 12 11 17 26 22 26 20 21 14
臨財債残高 93 102 110 123 144 160 179 193 205 209

◆井坂議員…借金の付けを後生に残すのは良
くないので減らしていくべき。臨時財政対策
債は、国から地方へ交付する金が不足してい
るから地方で先に借りてくれと、交付税で返
すからということですが、たしかに交付され
ているのか。

◆総務部長… 臨財債をやめることが出来るの
かどうか。交付税で返ってきている。財政状
況が好転しなければ臨時財政対策債をやめる
ことは厳しいのですが、国としてもこのまま
の状態ではなく、トップランナー方式（基準
財政需要額）へ移ろうと考えているようです。

介護保険制度について
◆井坂議員…介護保険の制度改定で要支援１・
２の方は介護サービスから切り離されること
になり、サービスの低下が懸念される。市が
どのようなサービスを準備し、満足できる内
容かどうか。介護予防・日常生活支援事業と
訪問による家事援助サービスについて伺う。
◆福祉部長…「家事援助訪問型サービスは、

身体介護を含まない掃除や買い物などの家事
援助のみのサービスを提供するものでありシ
ルバー人材センターに委託、利用者は１月末
現在で２人。健康維持通所型サービスは地域
のコミュニテイセンターなどを活用して体操
などを行うミニデイサービスを行うもので、
市内８事業者が実施している。１月末で 35人
の利用者があった。

金上ふれあいセンター
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《井坂議員の所属委員会》

　井坂議員は次の委員会に所属すること
になりました。

予算委員会の質疑では
　低所得者対策で、65歳以上の所得の低い高
齢者に臨時給付金として３万円支給される。
予算総額は 3400 億円でバラマキではないで
すか。一方、なぜ「子育て支援」が弱いのか。
格差が拡大と子どもの貧困化がある。若い世
代も苦しんでいる。未来への投資を考えるべ

きです。
・区画整理事業（東部第２）については現在
見直し中です。道路の整備、下水道の整備
などあと何年かかるのか、どんな課題があ
るのか、今後の進め方を質問しました。

・その他観光、水産業、農業、教育などで質
問をしてきました。

東海第二原発再稼働問題について市長に要望書提出しました
　東海第二原発の再稼働は、原子力規制委員
会で審査中だが 40 年運転問題が浮上してい
る。「安全協定」にもなかなか応じない、「避
難計画」も立たない中で、原電は再稼働の準

備を進めている。住民の安全と暮らしを守る
ためにも再稼働は中止すべきです。２月 15日
市長へ要望してきました。

　編集後記
　子どもを認可保育園に入れることができない待機児童問題が国会をゆるがしている。きっ
かけは「保育所落ちた日本死ね！」と題するインターネット上の匿名ブログ。子どもを保育
所に入れられなかった母親が「一億総活躍社会じゃねーのかよ。( 略）私活躍できねーじゃ
ねーか。（略）」との一文だった。ここから火がつき一気に広がった。安部政権は「子どもの
貧困対策」を打ち出してきたが、この声を受け止めきれなかった。予算を十分に配分してこ
なかったり不十分だったのだ。保育士の平均賃金は 21万９千円と全産業平均より約 11万
円低い。慢性的に人手不足を招き施設に空きがあっても子どもを受け入れない事態を生じさ
せている。「子ども子育て支援制度」のあり方が問われている。少子化がこれほど騒がれて
いるのに国の対応が遅れたままです。
　みなさん、この現状をどう思いますか、政治を市民の手に取り戻そうではありませんか。
そういう意味で７月の参議院選挙は大事だし、18歳で選挙権を得ることになった高校生を
はじめとする若者も政治を考えていきましょう。

市長への要望提出 (2/15) 脱原発キャラバン隊の要請 (3/15)

○ 経済建設委員会
○ 予算委員会
○ 茨城北農業共済事務組合議会議員


