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１ 本市の財政状況 

(1) 財政の現状 

本市財政は、生産年齢人口の減少などの影響により、歳入

の根幹である市税収入が低い水準で推移する一方、高齢化の

急速な進行に伴い、扶助費などの社会保障関係経費が増え続

けていることで、財政の硬直化が進み、投資的経費やその他

の一般行政経費を圧迫している状況にあります。 

このような状況を反映して、財政の豊かさを表す指標の一

つである財政力指数(単年度)は、平成２１年度に１を下回り、

２６年度には０.８９７にまで低下しています。財政力指数

が１を下回るということは、全国標準的な行政サービスを提

供するための財源を、すべて自力では調達できない状態であ

り、決して裕福な財政状況にあるとは言えません。 

また、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は、

平成２５年度決算では９５．７％と、前年度に比べ６．５ポ

イント上昇した結果、過去最高の数値となり、投資的経費な

どに必要な財源を確保することが難しい状況となっています。 

   

(2) 今後の財政見通し 

本年１０月１日時点での財政推計では、総合計画・前期基

本計画期間（平成２３年度～２７年度）における当初推計と

比べて、歳入では、市税が景気低迷の影響により５年間で約

４０億円の下方修正、一方、歳出では、扶助費などの社会保

障関係経費が約１９億円の上方修正となっており、本市財政

の将来的な見通しは、国からの普通交付税や臨時財政対策債

に頼らざるを得ないなど、より一層厳しさを増しています。 

今後も、国庫補助金の一般財源化や地方団体間の財政力格

差を是正するための地方税の一部国税化などによる都市圏か

ら地方への財源移転の措置、ゴルフ場利用税の廃止の検討な

どにより、収支不足が拡大することも危惧されています。 

このような中で、増え続ける社会保障関係経費に対応しつ

つ、最終年度となる総合計画（前期基本計画）に盛り込んだ
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施策の目標を達成するためには、新行革プランと公共施設再

配置計画（前期実行プラン）に基づく取組を確実に実行する

ことが必要です。 

また、本市でも平成２２年９月をピークに人口減少が始ま

っており、本格的な人口減少社会に対応していくためには、

地域経済の活性化に向けた対策を強化するなど、歳入の根幹

である市税収入の拡大をはじめとして、あらゆる手法を駆使

して自主財源の確保に取り組むことや、内閣改造を受けて発

足した「まち・ひと・しごと創生本部」による新たな交付金

制度の創設など、国の動向を注視し、有効な財源を積極的に

確保していくことが不可欠となっています。 

 

(3) 平成２７年度の財政見通し  

（歳入の見通し） 

平成２７年度の日本経済は、雇用・所得環境の改善が続く

中で、緩やかな景気回復基調が期待されるものの、海外景気

の下振れなど、景気を下押しするリスクに留意する必要があ

ります。また、平成２７年１０月に予定どおり消費税率等が

１０％に引き上げられた場合には、上半期には駆け込み需要

が見込まれる一方で、下半期にはその反動減や実質所得の減

少に伴って、景気が後退局面入りする可能性が懸念されます。 

このような状況の中、法人市民税は法人税割の国税化によ

る影響から、固定資産税は評価替え等により、それぞれ減収

となることから、市税全体では、前年度に比べ約７億１千万

円減（△３．０％）の約２２６億円を見込んでいます。 

市税以外では、今春の消費増税の影響が通年化されること

から地方消費税交付金は約８億円の増を見込むものの、消費

税率等が１０％に引き上げられる時点で、自動車取得税は廃

止されます。普通交付税は前年度と比べて約３億１千万円減

の１９億９千万円とし、また、普通交付税の代替財源である

臨時財政対策債の発行額は総合計画に掲げた目標の対前年度

比△３．３％の７千万円を縮減し１８億６千万円とするなど
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した場合、歳入のうちの一般財源は３０３億２千万円となり、

前年度に比べ、約１８億８千万円（△５．９％）下回る見込

みです。 

（歳出の見通し） 

これまで市債残高の縮減に取り組んできた効果により、公

債費が約２億４千万円の減となります。一方、退職者の増に

より職員給与費が約２億３千万円、子ども・子育て新制度の

影響と高齢化の進行に伴い、民間保育所関連補助金や介護、

医療などの扶助費が約６億３千万円、各保険事業特別会計へ

の繰出金が約１億６千万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３３１億５千万円となり、前年

度に比べ約９億５千万円（＋３．０％）上回る見込みです。 

以上のような、歳入、歳出の見通しから、新行革推進プラ

ンに掲げた改革項目を確実に実施したとしても、平成２７年

度は、約２８億３千万円の財源不足が生じる見込みです。 

○平成２７年度歳入・歳出の見通し（一般財源ベース） 

区   分 
26 年度当初 

（Ａ） 

27 年度見込 

（Ｂ） 

増 減 

（Ｂ－Ａ） 

歳 

入 
一般財源の額 322.0 億円 303.2 億円  △18.8億円 

歳 

 

 

出 

職員給与費 79.2 億円 81.5 億円 ＋2.3 億円 

扶 助 費 39.7 億円 46.0 億円 ＋6.3 億円 

公 債 費 39.4 億円 37.0 億円 △2.4 億円 

繰 出 金 65.9 億円 67.5 億円 ＋1.6 億円 

二市組合分担金  7.5 億円 9.0億円 ＋1.5 億円 

建設事業費 22.5 億円 左と同額 0 億円 

その他 3.5 億円 3.7億円 ＋0.2 億円 

業務運営費 64.3 億円 左と同額 0 億円 

計 322.0 億円 331.5 億円 ＋9.5 億円 

歳入－歳出 0 億円 △28.3億円 △28.3億円 

※平成 26年 10月 1日現在 
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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２７年度予算の編成に当たっての基本方針とします。 

 

(1) 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が見込まれること

から、将来にわたって安定的な行政サービスを提供するため、

総合計画に定める目標値（実質収支比率５．５％以上）の実

質収支の確保を意識した予算編成を行うこととします。 

また、将来世代の財政の自由度を確保するとともに財政構

造の硬直化を招く公債費負担を軽減するため、引き続き、臨

時財政対策債の発行抑制及びプライマリーバランスの黒字を

堅持し、市債残高を縮減するとともに、財政調整基金の残高

については、臨時突発的な財政需要にも柔軟に対応できる規

模を確保することとします。 

(2) 重要施策と予算の重点配分 

平成２７年度予算では、人口減少対策を重要課題と捉え、

今後の財政見通しを勘案しながら、本市の発展につながる優

先的・戦略的施策として、次の３つの分野に予算を重点配分

することとします。 

○ 出産・子育て施策 

○ 地域経済活性化施策 

○ 安全・安心で人にやさしいまちづくり施策 

 

また、平成２７年１月１日に市制施行６０周年の節目を迎

えることから、本市の豊かな自然と地域が育んだ固有の歴史

文化を市内外へ発信するとともに、秦野の未来を創造する

「市制施行６０周年記念事業」にも、予算を重点配分します。 
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(3)  「選択」と「集中」による事業の見直し 

各部等が担う事業は増え続けており、これまでと同じ手

法で漫然と事業を継続していたのでは、財政運営が立ち行

かなくなることは明白です。 

市税等の徴収率の向上、国・県の補助金の活用、財産の

有効活用、使用料等の見直しなど、あらゆる角度から歳入

全般をきめ細かく洗い直し、新たな視点と創意工夫により、

財源確保を図っていかなければなりません。 

限られた財源を真に必要な事業に集中させ、より効率的

で効果的な手法により施策の目標を達成するため、事業の

統合・廃止という観点からの見直しを行う必要があります。 

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、職員一人一人が経営意識・コスト意識をより強

く持って、事業の見直しに臨むこととします。 
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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２７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、新行革推進プランや公共施設再配置計画に

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２７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２６年７月に実施した将来推計に対する回答数値を、建設

事業費は２４年８月に実施した総合計画の市長ヒアリングでの

事業費を、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５％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 市税について 

総合計画や新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 使用料及び手数料について 

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

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
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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 財産収入について 

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  貸付金元金収入について 

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 ゼロ市債の活用について 

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、平成２７年度当初予算に計上

する市単独工事費等の一部（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）についてゼロ市債を

活用すること。 

カ その他の歳入について 

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 人件費について 

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

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
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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 臨時職員等の任用について 

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、臨時職員から特定職員への任用形態の変更に当たっ

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 物件費について 

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） 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） 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  扶助費について 

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 施設の維持管理費について 
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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  補助金・交付金について 

     (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  貸付金について 

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  各種協議会負担金について 

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 環境への配慮について 

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、



 

- 10 - 

 

より環境に配慮した見積りに努めること。 

コ  特別会計について 

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  その他の歳出について 

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  市民及び議会からの指摘事項について 

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  監査委員からの意見、要望について 

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  市民生活における影響への配慮について 

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  国・県補助金の活用について 

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 複数部門で調整を要する事業について 

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 設計額等の積算について 

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、市場価格等を適正に見積額に反映さ

せ、不足額や多額な不用額を生じさせないこと。 

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 条例、規則及び要綱の制定等について 

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 精度の高い事業計画の作成について 

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 予算要求額の公表について 

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。 

コ 消費税率等の引上げへの対応 

消費税等の税率については、上半期に執行するものにつ

いては８％、下半期に執行するものについては１０％で要

求を行うこと。経費を削減するため、やむを得ないものを

除き、物品の購入や維持補修等については、事業を前倒し

し、上半期での執行を基本とすること。 

なお、消費税率等の引上げが行われないこととなった場

合には、直ちに予算要求額を減額すること。 


