☆２０１５年度９月議会が終了しました。市民生活に関わることを報告します。
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市役所 9/24 から
駅前庁舎と朝日庁舎に移転！
もしも新庁舎を建てていたら、木更津市のお財布事情は?
なぜ、引っ越すのか

木更津市の未来のお財布状況

耐震の改修が必要かの判 20
断は、耐震指数 Is 値で判断
する。一般の建築物は 0.6 以 15
上あれば改修しなくてよい
が、公共性の高い市役所は 10
0.9 以上である。木更津市役
所は一部 0.2 以下もあった。 5
改修費用は莫大で、建て替え
は緊急を要していた。
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民間施設の賃貸にした経緯
建て替え計画を進めると
同時に、東京オリンピック
が決定。建築資材、人件費が
当初見積もりより大幅増と
なることがわかった。 そこ
で昨年６月に新庁舎建設を
延期。同８月に①安価 ②移
転時期が早い ③駅周辺の
活性化につながることから、
民間２施設に移転を決定し
た。

★参考 実質公債費率が 18%以上だと、新たな借金をするために県の
許可が必要。25%以上だと一部借金を制限。35％を超えると大幅に制限
される。
★新庁舎建設の場合、43.2 億円を借金(起債)し、利率 2.0% 25 年ロ
ーン返済で算定したところ、H28 年度以降、数年間は木更津市の収入
に対する負債返済（ローン返済）の割合が財政を圧迫する。一方、民
間施設賃貸の場合は安定していることがわかった。
【グラフ参照】

新庁舎建設経費

民間２施設 10 年間賃貸の経費

・敷地造成し、軽量鉄骨仮庁舎建
設(２年間リース)19.8 億円。
・新庁舎建設費(ＰＦＩ事業費)
150.8 億円

・賃料 14.2 億円(税抜き)
・管理委託費 7.2 億円(税抜き)
・別途、新庁舎建設資金は毎年度計
画的に積み立てます。

2015 年度 9 月議会 トピックス

国がすすめるマイナンバー制度と木更津市のお財布事情
いったいマイナンバー制度に ↗が、今後、市町村の独自利用に を便利に使おうとすればするほ
かかった費用はいくらなのか。 対して、どのくらい国の補助があ ど、市町村も経費がかかるしく
木更津市の場合、
るかはわからない。マイナンバー みである。
Ｈ26 年度決算
事業費 3353 万 9468 円
木更津市の「へぇ～」クイズ-今までの住基カード(国 44％ 木更津市 56％)
今まで国は、住民基本台帳カード（住基カード）を進めてき
Ｈ27 年度当初予算
た。しかし、
「国民総背番号制」は国民に受け入れられず、全
事業費 2 億 4434 万 7 千円
国的に普及率は 5.2％、100 人中 5 人しか持っていない。
(国約 42％ 木更津市約 58％)
木更津市は「公民館の証明書自動交付機」や「コンビニ交
Ｈ27 年度 9 月に追加した予算
付」も導入したので、事前に手続きした
住基カードがあれば
住基カードだけでなく、個人
住民票など交付できるようにした。
番号カードでもコンビニ交付
●平成 27 年 7 月 23 日現在、全国 1741 市町村中、コンビニ交
するための事業費 200 万円
付のシステムを導入した市町村の数は？
通知カード・個人番号カード
a) 100 市町村 b) 500 市町村 c) 1000 市町村
関連事務費 265 万 4 千円
答えは a
H25 年度木更津市がコンビニ交付したのは、
国の負担は４割で、
残りは市町村
2071
万
5040
円の経費(委託料や負担金など)がかかり、
である。国は、人口規模により、
2780 件を交付したので、１件あたりのコストは 7451 円だ
補助対象基準額を定めている↗
った。
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新聞（Ｈ27.９.15 朝日）を読んでいて、木更
津市が広域で火葬場建て替えの検討に至った
経緯が、木更津市議会への説明と違う部分があ
った。そこでここでおさらいしてみよう。
Ｈ25・26 年と袖ケ浦市と木更津市で協議し
ていた。Ｈ26 年 11 月富津市と君津市からも
打診があった。Ｈ27 年 4 月に袖ケ浦市と木更
津市の協議に、正式に富津市君津市も加わっ
た。5 月に 4 市で協議となった。6 月議会では
「同じ資料で各市議会に説明中」と 4 市で検↗

第三回 ハート村開催のご案内

↗討するに至った経緯の説明が、木更津市議会
にあった。ところが 7 月袖ケ浦市が火葬場建設
に対して、保留と言ってきたという。
市町村に火葬場がない場合は、他市町村へ事
務委託とか共同で建設するなどが市町村の責
務である。木更津市の火葬場は単独でも広域で
あっても「Ｈ27 年度から事業着手し、Ｈ33 年
度の供用開始」をめざす。ぜひ、市民の声を聴
き、情報開示しながら進めてほしい。建設経済
委員会で街中の火葬場へ行政視察に行く。

【あとがき】10/5 以降、各家庭には書留で「番号通知カ

ード」が届く。そのあと「個人番号カード」にするかは、
個人にまかされている■赤ちゃんにも届く。国民全員住
所がある人に届く■15 歳未満の子どもの場合、個人番
号カードを申請するために保護者が代理で手続きできる
■16 歳からの高校生は自分で行うことになる。アルバ
イトをすれば、給料をもらうのにマイナンバーは必要だ。
使い方、セキュリティの大切さも伝えず、作り方だけ進
11/2（月）～11/4（水）10:00～15:00 めるのは心配■私はあわてて個人番号カードを作らな
きさらづ市民ネットワーク事務所にて
い。身分証明は、免許証や健康保険証があれば、10/5 以
問い合わせ先 090-7415-4413(竹内)
降に届く「番号通知カード」で十分■（のりこ）
好評につき「ここだけの話! マイナンバー制度はじまりますけど」のお話し会を開催します。
10/5 10:00～12：00 きさらづ市民ネットワーク事務所にて 問合せ 070-2172-8480

