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１ 本市の財政状況 

(1) 財政の現状 

平成２６年度決算では、企業の業績回復などの影響を受け

て法人市民税が増額となるなど、前年度に比べ、市税全体で

は約４億２千万円の増収となりましたが、個人市民税は、個

人事業者の所得水準や給与所得者の賃金水準が低迷したこと

などにより約１億４千万円の減収となるなど、景気回復の影

響が、個人の所得にまでは及んでいない状況にあることが伺

えます。 

一方で、高齢化の進行などに伴い、扶助費が約８億６千万

円の増額となるなど、依然として厳しい財政状況が続いてい

ます。 

このような状況を反映して、財政構造の弾力性を示す指標

である経常収支比率は、前年度に比べ１．８ポイント改善し

たものの、９３．９％と依然として高く、投資的経費など、

政策的な経費に必要な財源を確保することは、難しい状況に

あります。 

このような中、将来に向けた社会基盤整備を進めるため、

増加する建設事業費に対しては、財政調整基金の取崩しによ

り対応してきました。 

しかしながら、平成２７年９月末時点における市税の収入

状況が前年度同期を下回るなど、自主財源の根幹をなす市税

が減少傾向にある中で、安易に、財政調整基金に頼った建設

事業を継続することは、臨時突発的な財政需要への対応力の

低下を招くことが懸念される状況にあります。 

    

(2) 平成２８年度の財政見通し （一般財源ベース） 

（歳入の見通し） 

平成２７年１０月の月例経済報告によれば、国内の景気は、

一部に弱さも見られるものの、緩やかな回復基調が続いてい

るとされています。また、今後の先行きについては、雇用・

所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果もあって、
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緩やかに回復していくことが期待されています。 

一方、本市では、個人市民税は、納税者数及び個人の所得

状況が、近年、減少傾向にあることから、平成２８年度にお

いても減収を見込んでいます。また、法人市民税は、法人税

割の国税化に伴う影響により、約２億４千万円の減収を見込

んでいることなどから、前年度に比べ、市税全体では、約３

億７千万円減（△１．６％）の約２２８億５千万円を見込ん

でいます。 

普通交付税については、リーマンショック後の危機対応ベ

ースから平準化されることに伴う減額が見込まれるものの、

算定の基礎数値となる市税は減収となること、地方消費税交

付金は前年度と同額とすることなどから、約４億５千万円の

増を見込み、普通交付税とその代替財源である臨時財政対策

債との合計額を約４１億円とするなどした場合、歳入のうち

の一般財源は３０９億３千万円となり、前年度との比較では、

約２０億６千万円（△６．２％）下回る見込みです。 

（歳出の見通し） 

これまでの市債残高の縮減に取り組んできた効果などによ

り、公債費が約２億２千万円の減となりますが、退職者数の

増加などに伴い、職員給与費は約２億９千万円の増を見込ん

でいます。 

また、高齢化の進行に伴う社会保障関係経費の増に加え、

下水道特別会計が企業会計に移行することなどに伴い、特別

会計への繰出金が約２億５千万円の増、クリーンセンター建

設に係る借入金の元金償還が開始することに伴い、二市組合

分担金が約１億５千万円の増となることなどから、前年度と

同規模の建設事業費及び業務運営費を確保しようとする場合、

歳出のうちの一般財源は３３５億４千万円となり、前年度に

比べ、約５億５千万円（＋１．７％）上回る見込みです。 

以上のような、歳入、歳出の見通しから、平成２８年度は、

約２６億１千万円の財源不足が生じる見込みです。 
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○平成２８年度歳入・歳出の見通し（一般財源ベース） 

区   分 
27 年度当初 

（Ａ） 

28 年度見込 

（Ｂ） 

増 減 

（Ｂ－Ａ） 

歳 

入 
一般財源の額 329.9 億円 309.3 億円  △20.6 億円 

歳 

 

 

出 

職員給与費 79.6 億円 82.5 億円 ＋2.9 億円 

扶 助 費 41.1 億円 42.4 億円 ＋1.3 億円 

公 債 費 36.9 億円 34.7 億円 △2.2 億円 

繰 出 金 68.3 億円 70.8 億円 ＋2.5 億円 

二市組合分担金 8.0 億円 9.5 億円 ＋1.5 億円 

建設事業費 25.1 億円 左と同額 0 億円 

その他 3.3 億円 2.8 億円 △0.5 億円 

業務運営費 67.6 億円 左と同額 0 億円 

計 329.9 億円 335.4 億円 ＋5.5 億円 

歳入－歳出 0 億円 △26.1 億円 △26.1 億円 

※平成 27 年 10 月 1 日現在 

(3) 平成３２年度までの財政見通し 

平成２７年１０月１日時点での平成３２年度までの財政見

通し（財政推計）では、平成２９年４月１日から予定されて

いる消費税率等の引上げに伴う地方消費税交付金の増を見込

むものの、これと同時に、自動車取得税交付金の廃止や普通

交付税の減が見込まれることや、人口減少を背景として、歳

入の根幹である市税は微減傾向が続くことなどから、歳入は、

ほぼ横ばいの状況にあります。 

一方、歳出では、高齢化の進展に伴う社会保障関係経費の

増加を背景として、扶助費や特別会計への繰出金が伸び続け

る中で、クリーンセンター建設時の借入金に係る元金償還の

開始などに伴う二市組合分担金の増加、さらには、現在進め

ている鶴巻温泉駅南口周辺整備や定住化促進住宅の改修など、

大型事業の進捗に伴う建設事業費の増加などに適切に対応し

ていくためには、施策に優先順位をつけ、計画的な事業展開

を図らなければ、深刻な財源不足に直面すると予測していま
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す。 

平成２８年度を初年度とする総合計画後期基本計画は、前

期基本計画と同様に、財源の裏付けを持った計画として策定

作業を進めていますが、現時点では、多大な収支不足が生じ

ており、同じく２８年度を初年度とする第３次行革推進プラ

ン（仮称）と公共施設再配置計画後期実行プランの確実な実

行なくしては、この収支不足を解消することはできません。 

各計画の詳細については、今後、精査し、確定していきま

すが、未収金対策の強化を始めとして、補助金・交付金の見

直し、市有財産の有効活用、受益者負担の適正化などについ

ては、引き続き、着実に実行していく必要があります。 

以上のように、厳しい財政状況が続くことは必至ですが、

「市民の幸せ、喜びの実現」に向かって、市民の安全・安心、

そして、ふるさと秦野の未来につながる施策を実施していく

ものとします。 
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２ 予算編成に当たっての基本方針 

前述の本市財政の現状と見通しを踏まえたうえで、次の３点

を、平成２８年度予算の編成に当たっての基本方針とします。 

 

(1)  総合計画後期基本計画の着実なスタート 

   平成２８年度は、「総合計画後期基本計画（平成２８年度

～３２年度）」のスタートの年となります。 

   本市の総合計画は、実施年度、財源及び事業内容を示した

具体的なものであるため、各部等においては、総合計画に掲

げた基本施策の目的の達成に向け、初年度から着実に事業を

実施していく必要があります。 

予算編成作業は、総合計画の策定作業と並行したものとな

りますが、予算の要求に当たっては、事業の優先順位等を明

確にした上で、十二分に精査した経費の見積りを行い、総合

計画に掲げた事業を、着実にスタートさせていくものとしま

す。 

 (2) 健全財政の維持 

   生産年齢人口の減少や社会保障関係経費の増加などを背景

として、今後も、厳しい財政状況が続くことは明白です。 

このような中で、自主財源の拡大が図れなければ、市債と

財政調整基金に頼った財政運営を行わざるを得ない状況とな

ります。 

   しかしながら、多額な市債の発行は、財政構造の硬直化を

招くことから、引き続き、市債残高の縮減に努め、将来世代

に過度な負担を残すことがないよう、堅実な財政運営を行わ

なければなりません。 

市債の活用に当たっては、プライマリーバランスの黒字の

維持に努めるとともに、職員の英知を結集し、努力と工夫に

より、健全財政を維持していくものとします。 

(3) 行財政改革の一層の推進 

本市では、限られた経営資源を有効活用するため、これま

でも積極的に行財政改革を実施するとともに、全国に先駆け
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て、公共施設の再配置に関する取組を推進してきました。 

しかしながら、生産年齢人口の減少に伴う税収減や社会保

障関係経費の増加により、財政状況は年々厳しさを増すとと

もに、行政需要は複雑・多様化しています。 

そのような中にあっては、さらなる事業の合理化や効率化

を図らなければ、行政サービスの水準を維持し、かつ、新た

な行政需要に的確に対応していくことはできません。 

平成２７年度は、総合計画前期基本計画や新はだの行革推

進プランの最終年度となることから、２８年度の予算要求に

当たっては、これまで取り組んできた事業の成果や効果につ

いて、徹底した検証を行い、ＰＤＣＡサイクルに基づき、事

業の内容や手法の見直し、さらには事業の統廃合により、事

業の合理化や効率化を図るものとします。 

また、市税等が、市民から預かった貴重な財源であると

いう認識のもと、事業の実施に当たっては、市民に対し、

その必要性と効果について、説明責任を果たしていかなけ

ればならないことを自覚するものとします。 
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３  予算編成の基本的注意事項（財源確保方針） 

平成２８年度予算は、前述の基本方針のもとに編成しますが、

各部等においては、現在策定中の（仮称）第３次行革推進プラ

ンや公共施設再配置計画後期実行プランに掲げた、財産の有効

活用、受益者負担の適正化といった改革項目の実行のほか、次

に示す財源確保方針に注意し、予算見積りを行ってください。 

なお、平成２８年度予算の編成に当たっては、一般財源見込

額等に基づき、扶助費などの義務的経費や各特別会計への繰出

金は、２７年８月に実施した将来推計に対するヒアリング等に

おける調整数値を、建設事業費及び新規事業は、総合計画後期

基本計画の策定に合わせ、今後、調整する額を、それぞれ上限

とします。 

また、業務運営費については、部等を単位に、一般財源ベー

スで対前年度７％の削減目標を設定します。予算要求は、必ず、

この範囲内で行うこととし、単に事業ごとの一律削減を行うの

ではなく、これまでの効果や事業の方向性をしっかりと見極め

た上で、メリハリのある要求を行うこととします。 

 

(1) 歳入増収策 

アアアア    市税市税市税市税についてについてについてについて    

総合計画や行革推進プランに定めた徴収率の目標達成に

向けて、最善の努力を払うことを前提に、課税客体の完全

な捕捉と課税の適正化に努めながら、積極的かつ的確な収

入見込み額を見積もること。特に、滞納に対しては、現年

課税分への早期対応、滞納繰越分については、厳正な滞納

整理手法による徴収努力を尽くした見積額とすること。 

なお、市税以外の金銭の給付に係る本市の債権について

も、同様に適正に管理し、収入確保を図ること 

イイイイ    使用料及使用料及使用料及使用料及びびびび手数料手数料手数料手数料についてについてについてについて 

使用料や手数料の金額は、利用者の問題だけではなく、

非利用者の税負担との問題でもあります。行政サービスの

コスト等を正確に把握するとともに、受益と負担の明確化
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の観点から、適正な水準へ改定すること。また、施設利用

率の向上、収納率の改善など、目標額を定めたうえで、積

極的かつ具体的な増収策を検討すること。 

なお、減免制度が正しく運用されているか、その基準が

適正であるか、改めて検討すること。 

ウウウウ    財産収入財産収入財産収入財産収入についてについてについてについて    

本市が所有する財産や権利などの現況を的確に把握し、

効率的に活用するとともに、財産貸付料の適正化を図るこ

と。特に、遊休地などの未利用財産のうち、早期に事業化

が見込めない土地については、積極的に処分し、あるいは

貸し付けるなど、必ず何らかの収入確保に努めること。 

エエエエ        貸付金元金収入貸付金元金収入貸付金元金収入貸付金元金収入についてについてについてについて    

負担の公平性を確保する観点から、貸付金については返

納率の向上に向けて積極的に取り組むこと。 

オオオオ    ゼロゼロゼロゼロ市債市債市債市債のののの活用活用活用活用についてについてについてについて    

工事の端境期となる４・５月の事業量を確保することに

より、回復基調にある景気を維持し、年度前半の経済対策

として効果を発揮するよう、市単独工事費等（通例的に行

われる維持補修工事費、せん定、測量などの委託料等）に

ついては、ゼロ市債を積極的に活用すること。 

カカカカ    そのそのそのその他他他他のののの歳入歳入歳入歳入についてについてについてについて 

各部等が創意工夫を図ることにより、広告収入など積極

的な財源確保を図ること。 

また、歳入全般を、きめ細かく洗い直すことにより、既

成概念にとらわれることなく、可能な限りの財源を確保す

ること。 

 

(2) 歳出削減策 

アアアア    人件費人件費人件費人件費についてについてについてについて    

今後、市民に新たな負担を求めていく前提には、市民の

理解と信頼を得るための努力が欠かせません。歳入の減に

よる市民サービスの低下が避けられない現状を考慮し、引
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き続き給与制度及び組織の見直しや人員の適正化が必要で

あるとの認識に立って、人件費の削減に取り組むこと。 

また、再任用職員の採用については、関係部署と業務量

や勤務形態等についての調整を図り、その必要性を十分に

精査すること。 

イイイイ    臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員等等等等のののの任用任用任用任用についてについてについてについて    

必要最小限の人員及び期間とし、新たな任用は極力見合わ

せること。 

また、臨時職員や特定職員の任用に当たっては、社会保険

料や健康診断委託料等の計上について、適切に対処すること。 

ウウウウ    物件費物件費物件費物件費についてについてについてについて    

節減合理化を継続し、前年度の実績などによる安易な計

上は厳に慎み、徹底した見直しを行うこと。 

（（（（ｱｱｱｱ））））    需用費需用費需用費需用費    

事務に使用する物品などの購入は極力見合わせること

とし、購入する場合には、補助事業を最大限に活用する

こと。 

また、ＰＰＳの導入やＬＥＤ電球などの省エネ機器の

使用を検討することにより光熱水費の積極的な削減に取

り組むこと。 

（（（（ｲｲｲｲ））））    委託料委託料委託料委託料    

徹底した節減合理化を図り、現行単価の据え置き、減

額に努めること。 

また、指定管理者制度やＮＰＯ等の活用に当たっては、

そのメリットなど原点に立った検証を十分に行うこと。 

エエエエ        扶助費扶助費扶助費扶助費についてについてについてについて    

各種の市単制度については、社会経済情勢の変化、国の

制度との整合性、受益と負担の公平性などに照らして妥当

な制度であるか、将来にわたって持続可能な制度であるか

など、本市財政の現状と将来の見通しを踏まえた十分な検

討及び見直しを行うこと。 

オオオオ    施設施設施設施設のののの維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費にににについてついてついてついて    
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(ｱ) 公共施設の改修や修繕は、利用者の安全確保の観点  

から優先順位を付けて、中長期的な計画に基づき実施す

ること。 

(ｲ) 各施設の所管課は、全庁的視野に立って公共施設再 

配置計画の実行・前倒しに積極的に取り組み、人件費を

含む各施設の維持管理費を削減すること。 

また、維持管理費を計上する場合であっても、その費

用対効果を客観的に比較・検証した上で、必要最小限の

経費とすること。 

カカカカ        補助金補助金補助金補助金・・・・交付金交付金交付金交付金についてについてについてについて    

     (ｱ) 終期又は見直し期限を設定しておくこと。 

終期又は見直し期限が到来した補助・交付金について

は、所期の目的やこれまでの効果を再確認した上で、一

定の役割を終えたものについては廃止すること。 

     (ｲ) 団体補助については、市補助金の充当事業や団体の財

務状況の調査・検証を行うとともに、団体の自主・自立

を促進するためのプログラムを作成すること。 

     (ｳ) 受益と負担の適正化の観点から、市税などを滞納して

いる対象者には、原則として、交付を制限すること。 

     (ｴ) 市補助金により余剰金が生じているにもかかわらず、

適正な補助単価等への見直しが図られていない補助金に

ついては、原則として要求を認めない。 

キキキキ        貸付金貸付金貸付金貸付金についてについてについてについて    

必要性、貸付効果などを十分に検証し、必要最低限の金

額とするとともに、必要に応じ適正な利子を設定すること。 

クククク        各種協議会負担金各種協議会負担金各種協議会負担金各種協議会負担金についてについてについてについて    

加入の必要性を十分に検討し、メリットが説明できない

ものは脱会し、余剰金が生じるものは負担金徴収を停止と

するなど、整理合理化を図ること。 

        ケケケケ    環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮についてについてについてについて    

深刻化する地球温暖化等の環境対策の一環として、グリ

ーン購入や新エネルギー・省エネルギー機器への更新など、



 

 

- 11 - 

より環境に配慮した見積りに努めること。 

ココココ        特別会計特別会計特別会計特別会計についてについてについてについて    

独立採算が前提であることを踏まえ、財源不足を単に一

般会計に依存することのないよう、事業運営方法などを抜

本的に見直すこと。 

また、公平性の観点から、収入に応じた負担を適正に求

めるなど、自己財源を積極的に確保するとともに、徹底し

た経営努力による経費の節減と運営の合理化により、一般

会計からの繰出金を削減すること。 

ササササ        そのそのそのその他他他他のののの歳出歳出歳出歳出についてについてについてについて    

前年度予算計上額以下に抑えることを基本とし、増額又

は新たに計上する場合は、特定財源の確保又は他の事業の

見直しにより、必要な財源を確保すること。 

 

(3) その他の注意事項 

アアアア        市民市民市民市民及及及及びびびび議会議会議会議会からのからのからのからの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項についてについてについてについて    

市民及び議会からの指摘事項については、部内及び関係

部課と十分協議、調整すること。特に、決算審議における

指摘事項については、早急に検討すること。 

イイイイ        監査委員監査委員監査委員監査委員からのからのからのからの意見意見意見意見、、、、要望要望要望要望についてについてについてについて    

決算審査意見書に記載された監査委員からの意見、要望

に該当する事項については、再確認すること。 

ウウウウ        市民生活市民生活市民生活市民生活におけるにおけるにおけるにおける影響影響影響影響へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮についてについてについてについて    

市民生活に与える影響に特に配慮が必要な事業について

は、たとえ少額なものであっても、きめ細かな配慮を行う

こと。 

エエエエ        国国国国・・・・県県県県補助金補助金補助金補助金のののの活用活用活用活用についてについてについてについて    

国・県の補助金を活用し、市の一般財源負担を軽減する

ため、各省庁の動向などを積極的に把握し、柔軟かつ的確

に予算編成に反映すること。 

なお、国・県補助金等が廃止又は縮減された場合、市費

での肩代わりは原則として行わないこと。 
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オオオオ    複数部門複数部門複数部門複数部門でででで調整調整調整調整をををを要要要要するするするする事業事業事業事業についてについてについてについて 

横断的に連携し、予算執行段階で支障を来さないよう、

各部等の連携により必要な経費を漏れなく見積もること。 

カカカカ    設計額等設計額等設計額等設計額等のののの積算積算積算積算についてについてについてについて    

設計額等の積算に当たっては、検算を厳格に行うととも

に、業者見積りを参考とする場合は、必ず２者以上から参

考見積りを徴取して、最低額を見積額に反映させること。 

また、設計等で使用する単価については、業務内容に照

らし、適正な単価を設定すること。 

なお、市内業者により履行可能な業務は、市内業者から

見積りを徴取すること。 

キキキキ    条例条例条例条例、、、、規則及規則及規則及規則及びびびび要綱要綱要綱要綱のののの制定等制定等制定等制定等についてについてについてについて 

制度、施策及び補助金の見直しに係る条例、規則及び要

綱については、法令及び予算との整合を図る必要があるこ

とから、制定及び改廃に当たっては、予算見積りに合わせ

て関係部課等と十分協議のうえ、早期に立案すること。 

クククク    精度精度精度精度のののの高高高高いいいい事業計画事業計画事業計画事業計画のののの作成作成作成作成についてについてについてについて    

事業計画の作成に当たっては、実施年度における変動要

素を減らすため、関係機関との事前調整、事業の規模・内

容の検討を十分に行うこと。正確な資料、情報等に基づく

精度の高い事業計画を作成し、積算外執行や未執行を生じ

させないようにすること。 

ケケケケ    予算要求額予算要求額予算要求額予算要求額のののの公表公表公表公表についてについてについてについて 

透明性の確保、説明責任を果たす観点から、引き続き予

算要求額の公表を実施するので、十分に精査すること。 

 


