
収入を見てみよう

平成26年度 奈良市のわかりやすい予算書

奈良市の収入は
どうなの？

どこの市町村も
そうだけど、

税金収入も減っているし、
必要なお金は
かさむしで

なかなかきびしい
状態なんだ。

「自主財源」とは市が自主的に調達できる収入
（市税・分担金や使用料など）、「依存財源」と
は国や県から交付されたり割り当てられたりす
る財源や市債のことです。「自主財源」の割合
が大きいほど財政は安定していると
言えます。奈良市は５割を切って
おり、財政的に厳しい状況です。

市の収入ってどんなもの？

市の収入ってどんなものがあるの？
　みんなが納めている税金、国や県からもらえるお金などが
収入になっているよ。
　じゃあ消費税とかも市の収入になっているの？
　消費税の一部が地方消費税として市の収入になっているよ。
平成26年度からは消費税の率が変わるから、地方消費税
も変わることになるね。また、地方の財政状況に応じて国
が配分する地方交付税も大事な収入なんだ。
　ふーん。国からもらえるお金っていうのは、国にお願いし
てもらうお小遣いみたいなものなの？
　ちゃんと使い方がきまっていないともらえないものもある
んだ。国の代わりに仕事をすればその仕事に必要なお金が
もらえるとかね。
　何にでも使えるわけじゃないんだね。
　平成26年度の歳入予算を見てみよう。

歳入予算の内訳

市税にも種類っていろいろ？

市税っていうのが一番多いね。
　今年の収入は全部で1,260億円で、そのうち市税
は523億1,080万円。収入全体の約42％が市税と
いうことになるね。銀行口座からの自動引き落と
しやコンビニでの支払いなど、みなさんが納めや
すいようにいろんな方法をとっているよ。
　へぇ～、コンビニでも支払いができるんだ。
　市税といっても市民税や固定資産税、市たばこ税
などいろいろ種類があるんだよ。

市税の内訳

みなさんに奈良市に納めていただく税金です。

収入を見てみよう

市税には、市民税・固定資産税のように税金の使いみち
を決めていなくて、どのような仕事の費用にも使うこと
ができる「普通税」と、都市計画税のように使いみちが
特定されている「目的税」の5種類があります。

自主財源

事業にかかる経費の一部を受益の程度に応じて利
用者に負担いただいているお金です。

分担金及び負担金

市の施設の利用や、証明書を発行する際にいただ
いているお金です。

使用料及び手数料

市 税

各種基金（市の貯金）の取り崩しや、寄附金、不
動産の売却などの収入です。

その他

みなさんが国に納めたお金の一部です。地方
公共団体の財政状況に応じて配分されます。

依存財源

消費税の一定割合や、地方譲与税・利子割交
付金などみなさんが国や県に納めた税金の一
部です。

地方消費税交付金・地方譲与税・各種交付金

みなさんが国や県に納めたお金の一部が、特定の
目的を達成するために市町村へ交付されます。

国・県支出金

地方交付税

銀行などから借り入れるお金です。
市債

地
方
交
付
税
等

市民税
264億円固定資産税

194億円

都市計画税 32億円

市たばこ税 19億円

その他 14億円

市税
523億円

市税
523億円

分担金及び負担金 16億円
使用料及び手数料 24億円 その他 44億円

地方交付税等
218億円

国・県支出金
289億円 

市債
146億円

歳入
1,260億円

たばこの卸売業者などが小売店などに売り渡した
たばこに対してかかる税金です。

市たばこ税
19億1,754万円

一定規模以上の土地を所有または取得したときにかか
る税金ですが、平成15年度から課税は停止されています。

特別土地保有税
27万円

奈良市の市街化区域に、土地・建物を持っている
人や会社が納める税金です。

都市計画税
32億3,594万円

温泉などの入湯客に対してかかる税金です。

入湯税
686万円

奈良市に土地・家屋・償却資産（事業に使う機械
など）を持っている人や会社が納める税金です。

固定資産税
193億7,815万円

オートバイや軽自動車などを持っている人に対し
てかかる税金です。

軽自動車税
4億3,644万円

みなさんが納める「個人市民税」と、市内の会社
などが納める「法人市民税」があります。

市民税
263億9,945万円

事務所・事業所における事業活動に対してかかる
税金です。

事業所税
9億3,616万円

（その他）
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平成26年度 奈良市のわかりやすい予算書

市税は増えている？

市税は増えているの？
　いいや、そうでもないんだ。下のグラフのとおり、
日本は長く景気が低迷しているから、その影響で
民間企業全体の収入が減って、個人の収入も減っ
てきているんだ。奈良市も例外ではなく市税が大
きく減小しているよ。
　でも支出はそんなに減ってなかったよね？
　

そうだったね。人件費は少しずつ減っているけど、
扶助費や公債費など毎年必ず支出しなければいけ
ない経費が増えているから、そう簡単に支出を減
らすということもできないんだ。
　収入は減っているのに必要なお金が増えるって、
きびしい感じがするなあ。

これを全部返して
いくのはなかなか
大変そうだ…。

市債残高（全会計）の推移

足りないお金は？

でも、ちゃんと収入は足りてるんだよね？
　もちろん収入以上に支出はできないから、税金収
入以外にもいろんな方法で収入を確保しているよ。
例えば「負担金」や「手数料」といったものだね。
あと大きいのは「市債」かな。右のグラフは、市
債残高（残っている借金の額）をあらわしているよ。
　

まだ2,000億円以上の借金が残っているってこと
だね。
　

収入を見てみよう

奈良市土地開発公社解散の詳細については、
奈良市ホームページの「土地開発公社の改革」
をご覧ください。

臨時財政対策債は国から入ってくる地方交付
税の不足額を補う形で借りることができる市
債で、償還金相当額が後年度地方交付税とし
て入ってきます。

■臨時財政
　対策債

■臨財債を除く
　全会計

（見込）（見込）

予算と市税の推移

（単位：百万円）
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24年度に増えているのはなぜ？
　それは24年度に「第三セクター等改革推進債」っ
ていう特別な借金をしたからだよ。
　第三セクター？　
　第三セクターっていうのは簡単に言うと市もお金
を出して経営している会社のことで、奈良市では
「土地開発公社」と「駐車場公社」を24年度に解
散したんだ。
　解散ってことはやめちゃうんだよね？どうして？
　経営をしていく中で大きな借金を抱えてしまった
からなんだ。例えば土地開発公社の場合では今後
20年間に利子だけで97億円払わないといけない
うえに元金はそのまま残ってしまう。そこで、第
三セクターの借金返済のためにお金を借りてい
いって国が特別に認めたのが第三セクター等改革
推進債なんだよ。
　

24年度以外は前年に比べて減っているね。
　さっきの第三セクターは例外として、できるだけ
新しい借金を抑えて、将来の負担が少なくなるよ
うにしていかないとね。

お金を返すのにお金を借りるの？　
　ちょっと変な感じだけど、この借金は国が後から
地方交付税として借金の返済の一部を配分してく
れたりといろいろメリットがあるんだ。これを利
用することで利子の支払いは約29億円まで減らせ
るし、借りてから20年後には全額返しきることが
できるんだよ。
　ぼくらが大人になったころには借金がなくなって
るってことだね。

（単位：百万円）
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改善策を考えよう

平成26年度 奈良市のわかりやすい予算書

奈良市の財政を
よくするために
何かいい案はないの？

すぐにすっきりとは
いかないけど、
できることは早めに
しっかりと対応して
いかないとね。

どうやって改善していくの？

収入が減って必要なお金が増えて、何か改善策はあるの？
　そうだね。平成24年度から働いている市の職員の時間外
勤務を減らす取り組みをしているよ。
　市の予算とどう関係があるの？ 
　時間外勤務には給料とは別に手当が支払われるので、時間
外勤務が減ることで、人件費を減らすことができるよ。そ
れに時間外勤務が多いと働く職員の心や身体にも悪い影響
を及ぼすからね。
　ふ～ん、なるほど。でも、僕たちも宿題が終わらないから
遅くまで勉強することもあるけど、お父さんたち市のお仕
事は大丈夫なの？
　勉強と同じで、毎月の計画を立てて目標時間内に仕事が終
わるように、市役所の職員全員で取り組んでいるよ。また、
今まで市役所で行っていた仕事の一部を、他の会社に委託
して仕事をしてもらっているんだ。

民間にできることは民間に

お父さん、市役所のお仕事って、民間会社ではできないの？
　そうだね。例えばお店を始めるための営業許可を申請する相手が市役所じゃなくて民間会社だったらその会社に有
利なように許可しなかったりと不公平なことがでてくる可能性があるよね。他には市のルールである条例を提案す
るのも民間会社にはできないね。
　そっか…じゃあやっぱり無理なんだ。
　全て無理だというわけではないんだ。市役所でやっているお仕事の中で、民間会社にできることは任せたりしてい
るよ。それを民間委託っていうんだ。
　具体的にはどんなお仕事を任せているの？
　そうだなぁ、ごみの収集業務とか小学校給食の調理業務などを委託していて、平成26年度からは新たに児童手当
の事務処理を委託しているよ。
　任せるってことは、やっぱり何かいいことがあるんだよね？
　一番はやっぱり市民サービスの低下をまねくことなくコストが減らせることかなぁ。総務省の調査によると仕事に
よっては民間会社に任せるほうが30％から50％近く人件費が安くなるっていう結果もでてるんだ。
　そんなに違うんだ！予算って全然知らなかったけど、いろいろ勉強になったよ。
　ヤマトにもすごく関係することだから、ちゃんと知っておかないとね。
　はーい。

改善策を考えよう

企業・団体等が組織活動のために
施設とその環境を総合的に企画・
管理・活用する経営活動のことを
「ファシリティマネジメント（FM）」
といいます。

勉強も仕事も計画が大事なんだね。それで時間外勤務はどのくらい減っているの？
　下のグラフにある通り、平成23年度と比べて平成24年度は77,235時間、平成25年度は106,278時間減らすことが
できたんだ。
　わぁ～すごい！
　実績は上がっているんだけど、更なる取り組みを進めて、職員の仕事と生活をともに充実させることを目指すよ。
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他にはどんなことをしているの？
　公共施設ってことばを聞いたことある？
　公共施設？う～ん、聞いたことあるような、ないような…。
　身近なものでいえば公園や小中学校のように、広く市民が利用するために
国や市が建てた施設のことなんだけど、その公共施設が30年以上前に建
てられたものも多く、維持管理や修理に多くのお金がかかって、市役所の
お財布が圧迫されているんだ。
　確かに僕の通っている学校も、体育館の雨漏りやトイレの壁がはがれて直
してもらったことある！
　そうだね。それに子どもが減って、お年寄りが増えて、税金を納める人が
減っていく世の中だし、奈良市では平成25年に公共施設がどのような状
態で、どのように使われているか調べて整理したんだ。
　調べて、整理して、それからどうするの？
　例えば、生徒の数が減った学校を１つにまとめたり、他の学校と同じところにしたり、時代や世の中に合わせてよ
り良い施設にしていこうという取り組みをしていくんだ。
　なるほど。そうすれば管理にかかるお金も減らせるかもしれないもんね。
　まずは整理の結果をふまえて、施設全体をどうしていくかについての基本的な方針を定める計画を立てる予定なん
だよ。その計画にそって、公共施設を市役所全体として合理的に造りなおしたり、活用したりしていくことになるね。
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