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は じ め に

この予算のあらまし概要版は、南砺市まちづくり基本条例第２４条第３項の規定に基づき、

市民の皆様が予算について具体的に把握が

な」といった声にお応えするために

伝えして説明する責任があります。そこで、法で定める通常の予算書で

があるため予算の主な内容を記載した「予算のあらまし

予算の編成にあたりましては、南砺市総合計画

来構想の実現に向け、３つの基本目標について配慮いたしました。

  ・美しく住みよいまち

  ・創造的で元気なまち

  ・開かれたふれあいのまち

そして７つからなる基本方針に基づき、

定し、限られた経営資源を有効に活用しながら

この予算のあらまし概要版には、

て掲載してあります。南砺市の行政を少しでも身近なものとして感じていただ

を出し合いながら元気な南砺市を創り上げて

ては判り易い言葉使いに心掛けておりますが、不十分な点やお気付きの点がありましたら遠

慮なくご意見をお寄せ下さい。

今後とも市民協働の推進を図り、

めてまいりたいと思っておりますので、引き続きの

尚、個々事業の詳細につきましては別途「予算のあらまし」がありますので、南砺市ホー

ムページを閲覧いただくか、各行政センター情報公開コーナーで

おります。

平成２５年４月

～「誇り」「元気」「共生」を胸に～ 

平成２５年度は、総合計画後期５ヶ年計画の

年であります。「未来に繋ぐ 安全安心予算

チフレーズどおり、物の豊かさ心の豊かさを実感し

ら未来の明るい南砺へつなぐため、幅広い年齢層

内の隅々の地域に行き届くような、きめ細かな予算編成

に心掛けました。市民の皆さんが安心して暮らせる「安

全・安心なまちづくり」や地域内分権の実践に向けた「協

働のまちづくり」、元気で活力ある南砺市の実現を目指

す「なんと元気なまちづくり」や市民要望実現に向けた

事業を引き続き進めていこうとするものであります。

南砺市まちづくり基本条例第２４条第３項の規定に基づき、

が予算について具体的に把握が出来るように、また「市の仕事をもっと知りたい

するために作成いたしました。市は、市民の皆様へ予算や情報をお

す。そこで、法で定める通常の予算書でお伝え

記載した「予算のあらまし概要版」をお届けするものです。

南砺市総合計画「さきがけて 緑の里から

基本目標について配慮いたしました。

そして７つからなる基本方針に基づき、「誇り」「元気」「共生」の視点から重点施策を選

限られた経営資源を有効に活用しながら各種事業に取り組んでいくものであります。

は、今年１年の南砺市予算の概要と、主な仕事の内容につい

してあります。南砺市の行政を少しでも身近なものとして感じていただ

元気な南砺市を創り上げていきたいと考えております。作成に
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平成２５年度当初予算について

予算の規模

伸率

一般会計(1会計) 346億1,000 万円 344億3,000 万円 1億8,000 万円 0.5

特別会計(8会計) 90億4,970 万円 92億3,210 万円△1億8,240 万円 △2.0

企業会計(3会計) 159億8,144 万円 155億8,166 万円 3億9,978 万円 2.6

合計(12会計) 596億4,114 万円 592億4,376 万円 3億9,738 万円 0.7

平成２５年度 平成２４年度 対前年度増減額

一般会計の予算規模は、人件費の抑制や公債費の繰上償還などにより、経常経費

の削減に努めながらも、平成２５年度は総合計画後期５ヶ年計画の２年度目であり、

普通建設事業の増加や市民要望の実現に積極的に取り組むことなどから、前年度当

初予算に比べ 1億 8,000万円、0.5パーセントの微増となりました。

 建設事業では、統合保育園建設、防災拠点施設整備、庁舎耐震化工事、デイサー

ビスセンターいなみ増築、井波地域大型貯水槽建設、統合小学校新築など後期総合

計画を着実に推進する予算編成としました。

 また一方では、近年の不透明な社会情勢や急速に進行する少子高齢化が、地方の

活力を失わせつつあります。そうした時こそ、元気で活力ある南砺市を創っていく

ため、「誇り」安心・定住、「元気」産業・子育て・人づくり、「共生」協働・環境

からの新たな暮らし方を提案する環境対策や誇れるふるさと南砺市を更に世界に

発信する「なんと元気なまちづくり事業」を引き続き特別枠として予算化しました。

それから、地域内分権を進める地域づくり交付金など市民協働のまちづくりに向

けた各種施策を充実させるとともに、多数寄せられている市民要望の実現に向けて

引き続き合併まちづくり基金からの取り崩しを充て、又道路整備５箇年計画に基づ

く新規路線の着手にも合併地域振興基金からの取り崩しを充てております。適債事

業には後年度において交付税措置のある有利な市債を最優先に活用するなどして

予算を編成しました。なおも不足する財源の対応には、財政調整基金の一部を取り

崩して、一般財源総額の確保に努めました。

特別会計の予算規模は、前年度当初予算に比べ、約 1億 8,240万円、2.0パーセ

ントの減となりました。会計別には、高齢者の保険給付費、特に高額療養費の増が
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見込まれることから国民健康保険事業特別会計で 2.3％の増、国民健康保険診療所

事業特別会計では、砺波医療圏の公的医療機関で利用している電子カルテシステム

の更新などに伴い 12.0％の大幅な増、後期高齢者医療事業特別会計では広域連合へ

納付する保険料分が伸びており 2.6％の増、また、介護事業特別会計では、デイサ

ービスセンターの改修を予定していることから 12.2％の大きな伸びを示していま

す。一方、工業用地造成事業特別会計は、南砺スマートインター周辺で団地造成を

予定しているものの、福野二日町地内で施工した工業用地造成が平成２４年度で終

了したため、76.8％の大幅減となりました。簡易水道事業特別会計においては、五

箇山地域簡易水道の施設整備費が増嵩したことにより予算規模が増大しました。

 企業会計についても前年度当初予算に比べ、約４億円、2.6 パーセントの増とな

りました。これは病院事業会計の資本的支出において、両病院において砺波医療圏

電子カルテ連携事業に伴う増額があり、また南砺市民病院では耐震化工事に伴い一

般医療機器の整備を行うため増額となったものです。水道事業会計においては、高

度浄水処理施設整備事業費の減少に伴い 7.1パーセントの減となり、下水道事業会

計は、収益的支出において流域下水道維持管理費の単価が下がったことなどにより

2.0パーセントの減となりました。

 全会計の合計額では、12会計のうちバス事業特別会計外３会計が減額であり、そ

の他８会計は増額となりました、一般会計は約 16 億円の事業費を平成２４年度へ

前倒しを行ったことにより 0.5パーセントの微増となったことから、南砺市全体の

会計ベースで前年度当初予算に比べ約 3 億 9,700 万円、0.7 パーセントの増となり

ました。

 今後も一般会計では総合計画に基づく大型事業が控えており、また、企業会計で

は企業債償還が財政運営を圧迫することが予想されていることから、将来の健全な

財政運営方針は喫緊の課題となっています。また、平成２７年度からの普通交付税

一本算定による減額も始まることから、公共施設再編をはじめとした行財政改革を

積極的に推し進め、身の丈に合った財政規模の実現を目指さなくてはならないと考

えております。そうした中においても、絶えず市民目線に立ち市民満足度向上に努

めるとともに、施策マネジメントシートの作成を通して得られた事務事業評価に基

づき、成果とコストから捉えた経営方針の設定の中に施策を位置付け、課題と方向

性を整理しながら予算の重点配分を行ったものであります。
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みなさんこんにちは！

なんとみらいちゃんです。

１年ぶりに、南砺市の財

政について、NANTOく

んといっしょにお伝えし

ます。よろしくね！

NANTOくんです。

南砺市の財政について紹

介するよ。じゃあ、さっ

そく平成２５年度の予算

額からみてみよう！
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Ｑ一般会計にはどんな収入があるの？

Ｑ市税の内訳は？

●土地や家を持っている個人や法人に課税される固定資産税

●市民の方に負担していただく個人市民税
37億5,622万円

　3億1,180万円

　3億9,765万円

23億3,010万円

●市内の会社(法人)の収入などに応じて課税される法人市民税

●その他に軽自動車税や市たばこ税、入湯税があります。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

その他市民税

法人市民税

個人市民税

固定資産税

たしか…税金にもいろいろな

種類があるんだよね。
そうそう。何に対して税金をかけるかに

よって、種類が分かれているんだよ。市税

の内訳は下を見てね。
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※資料編の平成25年度人口は、平成25年1月末住民基本台帳人口の54,995人としています。

農林水産業振興に使います。

6万7千円 4万5千円 3万2千円

2万9千円 2万2千円 5千円 6千円

消防費 議会費 その他
消防署や消防団に使います。 市議会の運営に使います。 災害復旧費・労働費・諸支出

金・予備費

農林水産業費

15万4千円 11万4千円 8万7千円

6万8千円

総務費 衛生費 商工費
市役所の全般的な運営に使いま
す。

市民の健康のために使います。 商工業の発展のために使いま
す。

子どもや高齢者、障害者など市
民の福祉に使います。

道路や公園、河川の整備や維持
管理に使います。

市の借金の返済に使います。

小中学校や文化・スポーツ・生
涯学習など教育に使います。

民生費 土木費 公債費

教育費

市民１人当たり予算

62万9千円

イメージしやすいように市民１人

当たりの金額にしてみたよ！

フムフム…でもやっぱり金額が

大きすぎてよくわからな～い。

次は内訳だよ！
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○ことしの主な事業 

平成２５年度予算の主な事業を紹介します。 

① 総合計画の実現に向けて、事業を着実に実行すること   

防災拠点施設造成工事 担当：総務課 1 億 3,380 万円 

 消防署所再編計画に基づき、国道３０４号線縄蔵交差点付近に防災拠点施設を整

備するため、敷地造成工事を行います。ここには防災センターと再編消防署所１

が併設される予定で、平成２７年度春の供用開始を目指します。 

（仮称）井波児童館建設事業（実施設計） 担当：子育て支援室 1,300 万円 

 児童に遊び場を提供して、心身ともに健全な成長を願うため、井波地域に児童館

の建設を進めます。本年度は実施設計を実施し、平成２６年度に建設、平成２７

年春の供用開始を目指します。 

井波地域大型貯水槽建設工事 担当：土木課 4 億 6,479 万円 

井波地域の道路消雪は慢性的な水不足のため早急な対応が求められており、その

水源確保のため南砺市北川（坂ノ下）地内に 19,700t 級の貯水槽を建設します。

平成２６年度に導水管を整備した後に供用開始されます。 

エコビレッジ推進費 担当：エコビレッジ推進課 3,164 万円 

 エコビレッジ構想の実現に向け、志民会議や再生可能エネルギー策定委員会でま

とめた計画に基づき、桜ヶ池をモデル地区として小水力など再生可能エネルギー

導入を行います。また併せて、相互に支え合いながら自立するコミュニティを実

現するための地域活性化施策を行います。その他、環境にやさしいまちづくりを

進めるため、街路灯をはじめとした照明のＬＥＤ化へ向けた取り組みの事前調査

を行います。 

（仮称）井口屋内グラウンド整備事業 担当：生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 1 億 985 万円 

かねてより井口地域から要望のあった屋内グラウンドを整備します。地域住民の

スポーツ並びに健康の保持・増進施設として活用が期待されます。テニス・ゲー

トボール・ペタンクの各コートを整備し、３世代間交流の促進や生涯スポーツの

推進が図られます。建設の事業費には施設等整備基金からの繰入金を充てます。 

福光美術館増築実施設計業務 担当：福光美術館 2,236 万円 

平成２４年度に美術館増築検討委員会で検討された結果を踏まえ、実施設計に着 

 手します。質量ともに充実した収蔵品に対して手狭な展示室は魅力ある展示が 

困難なため、また北陸新幹線開通を見据えた地域の魅力ある観光資源を全国に発

信するために展示室の増築を図るものです。また併せて、今後の作品の収集や寄

贈作品の受入れ体制を整備するため収蔵庫の増設も計画しています。 
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② “なんと 元気な まちづくり事業”を展開すること（内訳は P11 参照） 

Ⅰ 「誇り」安心・定住 2,481 万円 

Ⅱ 「元気」産業・子育て・人づくり 4,641 万円 

Ⅲ 「共生」協働・環境 1 億 1,033 万円 

Ⅳ その他上記以外で必要と認められる事業 2,475 万円 

③ 市民要望を実現すること  ＊一部合併まちづくり基金を財源としています。

道路橋梁維持修繕 担当：土木課 1 億 3,500 万円 

舗装補修や安全柵修繕を行い、道路や橋を常に良好な状態に保ちます。 

 （内 8,000 万円は緊急要望対応分です。） 

道路橋梁施設整備 担当：土木課 4,300 万円 

道路の落石防護柵やガードレールの設置、側溝改修などをすすめ、安全確保を図

ります。 

消融雪施設整備 担当：土木課 4,200 万円 

道路の消雪・融雪装置の新設や設備の更新工事をすすめ、降雪時の交通確保や除

雪作業の軽減を図ります。 

林道維持修繕 担当：林政課 2,000 万円 

優先度の高い林道の維持修繕を実施し、森林施業の効率化、通行の安全確保を図

ります。 

④ 協働のまちづくりを推進すること   

協働のまちづくり支援センター運営費 担当：市民協働課       880 万円 

市民と行政の協働のまちづくりの実現のため、市民団体等の活動を支援します。

井波地域と福光地域の２カ所に開設しています。利用時間は、午前１０時（福光

の第２支援センターは午後１時）から午後９時（第２支援センターは午後９時半）

までです。（夜間及び土日の相談受付が可能。）皆様のご利用をお待ちしておりま

す。 

七転び八起き塾事業≪第５期生≫ 担当：市民協働課 364 万円 

明日の南砺市を担う若い地域リーダーの養成を目的に、平成 21年度から取り組

んでいる事業です。1年間を通じて一緒に学び、一緒に考え、一緒に行動する機

会を提供します。独創的なまちづくり事業の提案をいただき、最優秀の提案は次

年度で塾生を中心に実施されます。 

⑤ 活気あるまちづくりを推進すること  

南砺里山博補助金 担当：交流観光まちづくり課 500 万円 

南砺市来訪者に、市内の魅力ある自然、文化、産業資源を堪能してもらう事業で

ある南砺里山博の開催を支援します。 
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ｽｷﾔｷ･ﾐｰﾂ･ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ事業補助金 担当：文化・世界遺産課 1,000 万円 

 「音楽を通して異文化交流」をテーマに、コンサートをはじめ、さまざまなプ

ログラムをボランティアスタッフの企画運営により実施しています。この他に

事前会期（100 万円）として海外アーティストワークショップ（曲作り等）や

市内３ヶ所程度でのアウトリーチ（小中学校等の出前公演）が実施されるとと

もに、事後会期（125 万円）として首都圏でコンサートを通してスキヤキの活

動や南砺市の魅力を発信します。 

BeSeTo 演劇祭２０周年記念事業 担当：文化・世界遺産課 1,000 万円 

 BeSeTo 演劇祭は 1994 年に韓国、中国、日本の３ヶ国により立ち上げられた

国際演劇祭です。名称は北京（Beijing）、ソウル（Seoul）、東京（Tokyo） 

 の頭文字に由来し、持ち回りで開催されています。本年度の日本開催は第 20

回の節目でもあり、「交流から共存へ！」をテーマに行われます。 

平成 25 年 9月 2日から 30 日（予定）利賀芸術公園にて開催されます。 

⑥ 安全・安心づくりを推進すること  

そくさいネットふれｉTV普及機整備 担当：政策推進課 6,488 万円 

家庭に設置する簡易型情報端末により、地域のお知らせや緊急情報を伝達した

り、遠隔地のパソコンなどから顔を見ながら会話をすることができます。アプリ

ケーションの充実も図り、音声による告知機能やインターネットラジオ、簡易型

安否確認機能、買物支援システム、その他オプションサービスを準備します。防

災面の強化と高齢者世帯等の生活全般を側面から支援します。 

消防指令業務共同運用にかかる整備負担金 担当：総務課 1 億 6,179 万円 

平成 26 年 1 月から高岡市、氷見市、砺波地域消防組合が消防指令業務を共同

運用することになりました。そのため、高岡共同指令センター指令台の増設や、

署所の端末装置、救急・消防車への AVM（車両動態監視装置）を装備する負担

金です。これに伴い、広域的な救急消防業務が可能となり、防火防災体制の強化

が図られます。 

消防団車両動態監視装置整備負担金 担当：総務課 2,849 万円 

上記共同運用に関連して、南砺市内 37 分団の基幹消防車両にＡＶＭ（動態監視

装置）を整備する負担金です。効率的な消防活動が期待されます。 

防災センター・消防署所１実施設計負担金 担当：総務課 3,232 万円 

平成２７年度供用開始を目指して建設が予定される、防災センターと消防署所１

の実施設計負担金です。砺波地域消防組合が委託業務を発注します。 

デイサービスセンターいなみ増築工事 担当：福祉課 1 億 172 万円 

平成９年４月に開設した当時は 23人利用施設でしたが、その後高齢化が進む

と同時に利用者が急増し、現在は訓練室や食堂のスペースを利用して 40 人規

模を受け入れています。そのため、本来の機能が活用できない状態であること

から、本年度増築を行うものです。 
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こども医療費助成 担当：子育て支援室              1 億 1,268 万円 

 子育て支援のため、平成２５年１０月から入院にかかる医療費無料化を中学校

３年生まで拡大します。通院医療費助成は従来どおり小学校６年生までです。 

公民館バリアフリー化工事 担当：生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課            3,284 万円 

 計画的に市内地区公民館のバリアフリー化工事を行っています。平成２５年度

は福野西部公民館、石黒公民館、広瀬舘公民館の３館について実施します。工

事期間中はご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致

します。 

井波美術館バリアフリー化工事 担当：文化・世界遺産課          370 万円 

 井波美術館は、昭和 18年に洋風意匠のモダンな建造物として創建されました。 

 利用勝手の良い入口の追加や受付事務所の移設、内外装の塗り替えなどを予定

しております。工事期間中は来館の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、よ

ろしくお願い致します。 

埋蔵文化財センター耐震補強工事 担当：文化・世界遺産課       4,400 万円 

 昭和 51 年開館の井波歴史民俗資料館は新耐震基準に満たないため、耐震補強

工事を実施します。なお併せて、展示室や収蔵庫の改修も行い南砺市埋蔵文化

財センターとしての機能を持たせ、ふるさと学習や歴史体験の拠点として今後

活用します。本年度から平成２７年度までの３ヶ年の事業となります。ご来館

の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。 

⑦ 社会資本の整備  

道路整備費（市道、街路、農道、林道） 22 億 5,095 万円 

 快適で利便性の高い道路網を整備します。特に市道・街路整備にあたりまして

は、道路整備５箇年計画の初年度として合併地域振興基金から繰り入れ、今後

も継続的に財源を確保しながら計画的な整備促進を図ってまいります。 

上水道整備費（管路整備等） 担当：上下水道課 4 億 1,293 万円 

一部の水源では、塩素で駆除できない微生物の混入リスクがあります。これを

松島浄水場から送水する安全な水に切り換え、送水できない配水池では、紫外

線照射で駆除する施設を整備します。そのほか、老朽管などの更新も行います。 

下水道整備費（管渠整備等） 担当：上下水道課 2 億 1,543 万円 

公共下水道では、引き続き汚水管渠の整備により公共水域の水質保全を図ると

ともに、雨水管渠の整備により豪雨時の浸水被害の解消を目指します。農業集

落排水では、老朽化している汚水処理施設を大規模改修し、処理機能を強化し

ます。 
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単位：万円

重点施策 総合計画・施策の柱 事業費

城端線で体験学習事業・出かけよう事業 100

城端線で南砺市においでなはれ事業 50

南砺の城端線活性化支援事業 90

・健康づくりの推進 タバコの煙のない街づくり（受動喫煙防止対策事業） 33

なんとに住んでみられ事業 309

南砺市民間賃貸住宅居住補助金制度
（暮らしてみんまいけ事業）

650

(新規) 空き家バンク活用促進事業補助金 210

あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト ＡＩＰ４８ 1,000

山間過疎地域を考えるシンポジウム 40

市道クリーンアップ補助金　交付事業 350

金沢井波線バス運行調査事業 152

(新規) 移動児童館「児童館が来たよ！」事業 21

(新規) 読み聞かせ推進事業 80

(新規) 子育てサポーター養成講座事業 21

(新規) 家庭教育支援交付金 135

なんと　ふるさと教育の日（ふるさと推進事業） 216

「南砺の偉人」作成事業 109

なんと　ふるさと教育の日（なんとハートフルランチ） 107

(新規) 小中学校生活アンケート調査実施事業 80

(新規) 学力向上支援事業交付金 40

・農業・農村の振興 なんとの農産加工ブランド品認定制度 157

なんとカレンダー制作 114

「義仲・巴」ＰＲ活動事業 10

南砺市アニメツーリズム推進事業 516

富山市・南砺市・立山町シティプロモーション事業
（丸の内朝大学招聘事業）

100

なんとツーリズムサポート業務委託 300

二次交通バス運行実証実験事業 1,000

コンベンション支援事業 500

(新規) 「CREA Traveller」タイアップ事業 462

(新規) 空き店舗・空き工場等のマッチング支援事業 130

ビジネスマッチング等出展支援補助 40

・循環型社会の構築 小中学校グリーンカーテン推進事業 40

協働のまちづくりモデル事業 710

花いっぱいのまちづくり事業 300

(新規) 五十の手習い塾 293

(新規) 出前市長室開設 14

(新規) 市政ご意見・苦情承り所開設 18

地域づくり交付金 8,593

生活基盤整備事業補助金交付事業 200

(新規) 南砺市地域おこし協力隊 865

(新規) 男女共同参画推進啓発カルタ作成 30

買い物弱者支援事業 290

空き店舗等対策支援事業 1,200

ブライダル商品開発支援補助 200

(新規) 南砺市「ＦＢ良品NANTO」管理運営業務委託 249

小型除雪車運転講習会事業 10

景観づくり住民協定締結・支援事業 150

五箇山和紙でマイ卒業証書 104

五箇山自然文化解説員養成講座 17

青少年トップアスリート育成強化事業 50

アートで遊ぼう事業 50

スキヤキ・トーキョー事業 125

平成２５年度なんと元気なまちづくり事業

事業名

１　「誇り」安心・定住

・道路・交通ネットワークの充実

・定住化の推進

・その他上記以外で必要であると認められる事業

２　「元気」産業・子育て・
      人づくり

・工業の振興と企業誘致

３　「共生」協働・環境

・協働のまちづくり

・コミュニティ活動への支援

・道路・交通ネットワークの充実

・子育て環境の充実

・子育て家庭への支援

・学校教育の充実

・観光の振興
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　ラスパイレス指数とは、地方公
務員の給与水準を表す指数で、国
家公務員の俸給を基準(100)とし
て、地方公務員の給与水準を表し
ているんだ。
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財政指標からみる南砺市 平成2３年度決算

NANTO君、南砺市の財政は

他の市町村と比べると、どう

なの？

健全かどうか教えて～！

財政力指数とは、標
準的な行政費用（支
出）に対する標準的な
収入の割合を表してい
るんだ。

値が小さいほうが、
より健全

値が大きいほうが、
より健全

南砺市では、企業誘致や人口増

対策へ引き続き取り組みながら、

財政基盤強化に努めます。

南砺市では、今後も引き続きコ

スト意識を持ち、職員数適正化や

施設管理経費削減に努めます。

経常収支比率とは、
市税や地方交付税など
の毎年決まって入って
くるお金に対して、人
件費や公債費などの毎
年決まって出て行くお
金の割合を表している
んだ。

(%)

※総務省より公表されている
数値のみ掲載しています。
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　実質公債費比率とは、収入さ
れる財源に占める借金返済の割
合を表しているんだ。

　南砺市では、組織体制の見直
し等の職員数の適正化を計画的
に進めており、合併後10年間で
200人減員を目指しています。

南砺市の財政状況を表す主な指標について、年度別決算を元に富山県平均と比較しました。
（給与は全国市平均）
これらは、市の財政の健全度合いを判断するために重要な指標です。
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公債費負担の状況

(%)

値が小さいほうが、
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値が小さいほうが、
より健全

将来負担比率とは、収

入される財源に占める将

来負担すべき負債総額の

割合を表しているんだ。

南砺市では、繰上償還等で市債残
高を減らし、交付税措置率の高い市
債を活用することにより、将来負担
を減らすよう努めます。
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○基金の残高

・財政調整基金

・減債基金

・特定目的基金

・定額運用基金

不況による大幅な税収の減少や、災害などによる支出の増加に備え、余裕のある時にお
金を貯めておく基金です。25年度当初予算では、歳出に対する財源の不足により9億
7,578万円を取り崩す予定です。

奨学金の貸付、公共用地や美術品の取得のために一定の資金を運用するためのもので
す。

市の施設整備や国際交流など特定の目的の為に資金を積み立てるためのものです。25年
度当初予算では、それぞれの基金目的にあった事業の財源として合計で6億2,385万円
を取り崩す予定です。

市債（市の借金）の償還を計画的に進めるためのものです。

■南砺市の基金残高の推移

基金って貯金のことだったよね。わたしも貯金ならしてるよ。

でも南砺市の貯金は減ってるみたいだけど大丈夫？

みらいちゃん、１年たって少し成長したね！基金全体では24年度末に約4.6億円減少

する見込みだよ。合併後のまちづくりのための基金や病院を地震に強くするための基

金などをその目的に合わせて使ったからだよ。お金が足りなくて減ったわけじゃない

からそれほど心配しなくていいよ。25年度は今のところ約9.8億円足りないから財政

調整基金を取り崩して補うことになっているよ。基金にばかり頼らないで長期的に歳

入と歳出のバランスをとることが大切だね。

南砺市の貯金と借金
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※借入金の返済に対して国から補てんされる額は正確
   に算出する事ができないため、およその目安として
   計算しています。

○平成２４年度末借入金残高見込み （全会計）882億9,783万円 （前年度 865億549万円）

市民1人あたりの借入金額 161万円

事業の厳選による借入額の抑制、繰上償還の実施などにより適正な借入金残高の維持に努めてきました。
平成24年度以降は、学校耐震化事業等の大型事業の実施により借入金残高の増加が見込まれます。

■南砺市の借入金残高の推移

○一般会計借入金残高（平成24年度見込額 446億6,150万円）のうち
市が負担する額 約130億9,810万円 （約29％）

国から交付される額
315億6,340万円

71％

市債って借金なんでしょ？南砺市は貯金（基金）もあるのに、どうしてわざわざ借入をするの？

借入金は、市が全
額負担するんじゃ
ないの？

借入金の中には、本来、国が補助金や交付金などの形
で自治体に交付しなければならないものを国に代わっ
て自治体が借入し、その返済額を国が補てんしている
ものも含まれるんだ。
国が補てんする返済額は、毎年、地方交付税の計算に
含めて各自治体に交付されているよ。

市債は学校や保育園、社会福祉施設や道路などを整備する時の資金に充てるために
借入するものなんだ。
整備された施設は後年の人も利用するので、その人達にも公平に負担してもらう意
味もあるんだ。

市が実際に負担する額
130億9,810万円

29％

平成25年度南砺市の予算のあらまし概要版は以上です。もっと細かく知りたい方は、別に

「予算のあらまし」が発行されていますので、そちらをご覧下さい。冊子「予算のあらまし」

は、南砺市ホームページや各行政センター情報公開コーナーで見ることができます。また、自

治会（町内会）にも１冊ずつ配布されています。

お伝えします ことしのお金の使い方 もっと知りたい南砺の仕事

平成25年度予算のあらまし概要版―
発行 富山県南砺市 編集 南砺市総務部財政課

〒939-1596 富山県南砺市苗島4880

電話 0763-23-2004 FAX 0763-22-1114
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