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平成２３年１１月８日 

各部（局）長 様 

 

企画財政部長 

（財政課） 

平成２４年度予算編成方針（依命通達） 

 

１ 予算編成の基本方針 

 国内経済は、世界的な金融危機に端を発した景気低迷からの回復の兆しが見

え始めた矢先、本年３月に発生した東日本大震災により再び大きな打撃を受け

た。その後の急激に進む円高やユーロ危機の影響で経済の動向は予断を許さな

い状況となっており、先行きが不透明である。震災への対応については、国・

地方とも復旧に取り組んではいるが本格的な復興への道筋は未だ示されていな

い状況である。 

 

 国の財政状況は、巨額の財政赤字を抱えており、財政健全化に向けた歳出削

減や増収対策と合わせて国債の発行のあり方についても検討を行うこととして

いるなど、以前にも増して厳しい状況が続いている。 

 

 本年８月に閣議決定された平成２４年度から２６年度までの新たな「中期財

政フレーム」においては、東日本大震災の復旧・復興対策を財政上の最重点課

題として捉える一方、これを別枠で管理するとともに、財政運営戦略に定める

財政健全化目標の達成に向けた国債発行額の抑制や歳入・歳出両面にわたる取

り組みを引き続き進めることとしている。 

平成２４年度予算については、震災復興・復旧対策としての平成２３年度補

正予算等と平成２４年度予算の一体的かつ連続的な編成と経済社会の再生に向

け、より効果の高い政策に予算を重点配分し、財政健全化と経済成長を両立さ

せるための取り組みを行うとしている。 

 

これを受けて地方財政関連では、社会保障費の自然増に対応する地方財源の

確保を含め、安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について、実質的に

平成２３年度の水準を下回らないよう確保することとしている。 

しかしながら、国税収入等の動向や大震災、景気低迷の長期化などを勘案す

れば、予算編成過程において大幅な国の制度の創設・改廃など地方財源不足の

拡大につながりかねない措置が検討されることも予想され、地方負担の動向に
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は情報を的確に把握し予算に反映させる必要がある。 

  

市の財政状況は、平成２２年度の決算状況を見ると、市税収入では、固定資

産税等が増収となったが、長引く景気低迷による個人市民税の落ち込みの影響

で市税全体では減収となった。その一方で地方交付税の増額等により財源が確

保され、比較的良好な決算となったものの、国の対策に支えられたものであり、

自主財源の増収や歳出の削減努力による自助的な改善とは言い難い。また、経

常収支比率は一時的に９０．４％と前年度より好転したものの、依然として高

い水準の状態にあり、平成２３年度についてもほぼ同様の状況である。     

平成２４年度の財政見通しは、歳入でみると一般財源の根幹である市税のう

ち、個人市民税については、減少傾向にあるものの、税制改正による増加要因

もある。法人市民税については、新たな企業進出も見込まれることから、市税

全体としては増加すると推計している。 

 また地方交付税については、概算要求において１．６％の減額となっており、

当市においては平成２３年度算定実績から減少するものと見込まれるが、一般

財源総額として平成２３年度の水準は確保できるものと推計される。 

 歳出面においては、大量退職期を迎えることや公債費における既発債の償還

額の減額等はあるものの、社会福祉政策経費の増加、更に特別会計への繰出金

の増加等が見込まれることから、総体的に厳しい状況であると言わざるを得な

い。 

 このような財政状況の中でも、総合計画上の重点プロジェクトの推進に向け

た施策・事業の実施に努め、市民のニーズに対応した行政を推進していかなけ

ればならない。 

  

平成２４年度の予算編成にあたっては、以下の基本的事項・個別事項を徹底

し、各部局においても主体的な事業の見直しと優先順位付けによる選択と重点

化、費用対効果を見据えた経費のさらなる精査を行うとともに、市税の収納率

の向上のほか、利用できる制度の活用を図ることにより安定的な財源を確保し、

行政サービスの向上と、より一層の財政の健全化に努めるものとする。 

 

２ 予算編成の基本的事項 

（１）総合計画・推進計画（平成２４～２６年度）と市長マニフェスト 

 平成２４年度は新総合計画の２年目であり、初年度からの施策の進捗状況、

予算の執行状況を精査したうえで、最小経費での推進計画の確実な実行と目標

達成に努めること。推進計画は、社会情勢や市民ニーズの変化、事業の評価結

果や財政状況等を踏まえ、毎年度ローリング方式で見直しながら策定していく
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ことから、推進計画と連動しながら予算編成を行うものとする。政策的経費の

予算要求においては推進計画における要求事業のみとし、事業費については必

要最小限の要求とすること。 

 また、市長マニフェストに掲げられた事業については、推進計画との整合性

を図り、要求を行うこと。 

 

（２）財政健全化の維持 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断比率につ

いては、平成２２年度決算においていずれも健全化判断基準を下回っており、

今後も各比率の推移を注視しながら、歳入歳出の両面から財政の健全性の維持

に向けた取組みを行うこととする。 

 

（３）行財政構造改革・実行計画の推進 

 行財政構造改革・実行計画に位置付けられている内容を着実に推進するとと

もに、実施した場合はその検証を行い、要求に反映させること。内部、外部の

事務事業評価の結果を踏まえ、費用対効果の再検証を行うとともに、それに基

づいて改善・重点化等を図ること。 

 また、新たな歳出経費が生じる場合には、その他の経費削減や事業のスクラ

ップアンドビルドにより対応することを基本とすること。 

 

（４）市民参加・市民協働 

 市民参加条例に沿って、自立した地域運営を行うためには、市民と情報の共

有化を図りながら「市民と共に考え、共に行動する」ことが一層求められてい

ることから、行政に関する情報公開はもとより様々な施策、事業に関しての市

民意見の集約や市民の参加機会の拡充に配慮すること。 

  

（５）予算要求・執行に関するマネジメントの強化 

 所管する各事業・経費の予算要求に当たっては、推進計画との整合性や事業

内容について部課内で十分検討を行い、事業費についても精査のうえで要求す

ること。    

 なお、他部局や、関係機関と連携する事業についても十分協議を行い、予算

執行に向け支障のないよう留意すること。 
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３ 予算編成に当たっての個別事項 

（１）年間総予算と予算見積等 

 予算は、一会計年度における収支計画であり、すべての歳入・歳出の見積り

であることから、当初予算では、年間の事務又は事業計画に基づく所要額を見

込むこととし、年度途中における補正は、原則として国等の制度改正に伴うも

のや、社会経済情勢の変化など、やむを得ない場合に限るものとする。 

 また、予算の要求にあたっては、過去の実績やその推移を十分考慮するとと

もに、制度の改正等が見込まれるものについては、事前に情報収集に努めるな

ど目的達成のための必要かつ最小限の範囲で適切に積算すること。 

 

（２）財源の確保 

 市税等の自主財源の大幅な伸びが期待できない現在の経済状況においては、

国・道等の補助金を積極的に活用しつつ、将来の財政負担を見据えた安定的な

財政運営を行う必要がある。事業を実施するためには、その財源が必要である

ということを職員一人ひとりが常に意識しながら、事業の構築にあっては歳入

の確保を念頭に置くよう努めること。 

 また、各財産管理者においては、管理する資産の利用状況等の把握に努め、

未利用・遊休資産については、処分も含め積極的に検討すること。 

 ア 一般財源 

  市税及び地方交付税・譲与金交付金等の一般財源については、財政運営上

の根幹をなすものであり、歳入の状況によっては大きな影響を及ぼすもので

あることから、今後の経済情勢や国の制度改正などの動向を見据えながら、

的確な積算に努めること。 

  特に市税においては負担の公平性の観点から、課税客体の適切な捕捉や滞

納整理の強化に努め、収納率向上に向け積極的に取り組むこと。 

 イ 特定財源 

     各種事業の実施にあたっては、国、道及びその他の補助制度を踏まえ、積極 

的に財源確保に努めること。 

国においては既存の事業見直しや、新規事業の創設が想定されることから、

国の予算編成や制度改正の動向に十分注意を払い、その影響について迅速に情

報を把握し的確に見積もること。なお、予算要求後の制度改正等については、

編成過程の中で対応を図ることとする。 

特に国、道において補助（負担）事業が、廃止・縮小された場合には、これ

に替わる地方財政措置がなされるものを除き、事業そのものの廃止・縮小を検

討すること。 

また使用料・手数料については「使用料・手数料の改定基準」に基づき、算
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定の対象となる経費の状況や利用状況等について検証すること。 

その他、公有財産、物品、印刷物、ホームページ等を有効に活用して広告事

業を行うなどの自主財源の確保や、市町村振興協会、地域活性化センターなど、

各種補助制度を積極的に活用すること。 

 

（３）経常的経費の抑制 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、平成２２年度決算において、９０．

４％となり、一般財源の増加により一時的に低下したものの、依然として高い

状況にある。今後とも健全な財政運営を維持するためには、経常的な経費であ

っても制度の根本にまで踏み込むなど、抜本的な見直しを図ること。特に扶助

費関係の経費については、市民ニーズや新しい制度の創設などの社会情勢の変

化に伴ってその目的や必要性、効果が薄れたものについては廃止・縮小を行う

など積極的な見直しを行うこと。 

 ア 一般的経費 

   経常的経費については、毎年度見直しているところであるが、施設管理や

行政サービスの客体が確実に増加していている。それらを踏まえ職員全体が

コスト削減に対する意識を高め、無駄を徹底的に排除し経費全体について一

層の削減に取り組むこと。 

   なお、光熱水費や燃料費は、原油価格の高止まり、環境負荷軽減のための

省エネルギー対策推進の必要性がより高まっていることから室温管理等に一

層の節約を図ること。また施設改修等の際には環境の負荷にも配慮した暖房

方式（個別暖房など）導入の比較検討を行い、将来のランニングコスト削減

について検証すること。 

   特に電気料については、特別高圧・高圧電流の使用に関して市場において

自由化が図られていることから、経費削減に向けて見積徴収を行うなど具体

的な検討を実施すること。 

  イ 委託料 

   施設管理委託等は管理水準や業務内容を継続的に見直すとともに、保守等

同種の委託業務については統合による経費の節減を図ること。 

   また、長期継続契約の更新にあたっては実績、業務内容及び期間について

十分再検討し、経費の節減を図ること。 

  ウ 指定管理者制度 

   指定管理者制度による管理施設については、制度の主旨である経費の節減

と住民サービスの向上等の効果を検証するとともに、各施設管理者において

は、同制度の活用を図り新規導入施設の検討を行うこと。 
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（４）補助金交付金及び負担金 

   補助金等の交付にあたり「補助金等交付基準」を平成２０年度に定めており、

この内容と事務事業評価を踏まえ、補助対象経費の明確化及び補助率の見直し、

廃止・縮小・統合を含め、検討すること。 

   また、新規補助金については交付基準の定めにより終期の定めのないものは

認めないので留意すること。 

 

  （５）特別会計・企業会計の自立性、健全性の確保 

   特別会計に対する繰出金については、保険給付費等の増加に伴い増加傾向に

ある。繰出金の増加による一般会計の硬直化を防ぐため、経営の一層の効率化

と健全経営の維持に最大限取り組むとともに、独立採算の原則を踏まえ、受益

と負担の適正化に努め、一般会計からの繰入金を可能な限り抑制することとし、

繰出基準における基準内外を明確にするとともに基準外の繰出しの抑制を図る

こと。 

  

（６）監査委員、議会審議の指摘事項への対応 

   監査委員からの指摘事項については適正に対応するとともに、議会審議（決

算委員会等の委員会審議を含む）からの指摘事項についても各部等において検

討整理を行い、必要と思われる事項については予算要求に反映させること。  

   

（７）市債の発行 

 平成２２年度においては学校耐震化、廃棄物処理施設の整備などに伴う起債

発行額が償還額を上回ったことにより起債の現在高が増加しており、平成２３

年度においても同様の状況にある。 

 さらに平成２４年度の国の概算要求において臨時財政対策債の増額が示され

ており、起債現在高に占める臨時財政対策債の割合が年々増加している。今後

の起債発行については通常債の償還額が減少してきているものの、公共施設の

改修など大型事業が想定されることから、後年度負担を十分考慮した中で発行

していく。 

 

（８）基金の活用 

 基金の活用にあたっては、これまで一般財源の不足により財源調整の一つと

して、公共施設の営繕や義務教育施設整備、公債費の償還、福祉施策等に基金

を取り崩し、活用を図ってきたところである。厳しい財政環境の中、増大する

行政需要に的確に対応しつつ、歳入に応じた持続可能な財政を維持していくた

めには、財源調整のための基金残高を確保しながらも、単年度における収支の

均衡を図り、原則として基金に頼らない財政運営を行っていく必要がある。 
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行財政機構改革・実行計画の見直しにおいても、財政の均衡を保つため、歳

入確保の取り組みとともに、歳入に見合った歳出構造への転換を図ることとさ

れており、基金運用について総合的な検討を進めるとともに、基金の活用につ

いては、必要最小限となるので十分留意すること。 

 さらに、基金の繰替運用についても、基金残高の減少に伴う支障が生じてく

ることが想定されるため、年間の資金需要については特に留意するとともに、

早期の歳入確保に努めること。 

 

（９）地方分権改革への適切な対応 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（第１次・第２次一括法）」（以下一括法）に伴い、市に条

例委任や権限移譲等が見込まれる事業で、平成２４年４月以降に実施しなけれ

ばならないものについては、その経費の要求について、遺漏のないよう留意し

適切に要求すること。 

 

４ 予算編成日程 

   ・予算編成方針庁議付議         １１月 ８日（火） 

   ・予算編成方針・要領説明会       １１月 ９日（水） 

   ・予算要求書提出期限          １２月 ６日（火） 

※提出期限後は、財務会計システムは要求段階から査定段階に移行し、それ

以降は要求作業等ができなくなるので留意すること。 

    

・パブリックコメント開始        １２月中旬（予定） 

・経常経費               １２月下旬（予定） 

政策経費（継続分）示達         

   ・予算（案）示達             ２月上旬（予定） 

  編成日程については、国の予算編成の動向や定例会（１２月、３月）等に

より変更となる場合があります。また、国の制度改正の動向によっては一度

内示した予算が変更となる場合もあります。予算要求書提出後に予算要求の

内容を変更しなければならない場合には、速やかに財政課と協議をお願いい

たします。内示について、その都度各部等に通知するとともに、日程調整を

行いますが、時間的余裕が取れない場合もありますので、ご協力をお願いい

たします。 

  また、予算編成期間は、２３年度補正予算及び地方債最終変更事務等と重

なるため、これらの準備についても、特段のご配慮をよろしくお願いいたし

ます。 



平成23年11月9日 現在　【単位：千円】

項　　　目 H21決算 H22決算
H23当初

①
H23決算見込

H24当初推計
②

H24当初推計の考え方
H23当初
との差引
（②－①）

市税 7,418,232 7,395,595 7,212,965 7,292,000 7,392,000 税務課推計値 179,035

自動車重量譲与税 186,668 175,726 168,800 166,600 161,000 △ 7,800

地方揮発油譲与税(含む道路譲与税) 69,834 73,289 69,500 63,927 61,000 △ 8,500

利子割交付金 26,533 25,610 18,900 18,958 18,000 △ 900

配当割交付金 5,007 6,478 4,300 7,488 7,000 2,700

株式等譲渡所得割交付金 2,204 2,090 2,100 2,100 2,000 △ 100

地方消費税交付金 558,474 557,515 565,100 550,681 533,000 △ 32,100

ゴルフ場利用税交付金 211,678 200,895 187,900 176,477 170,000 △ 17,900

自動車取得税交付金 50,611 48,838 41,900 25,446 24,000 △ 17,900

国有提供施設 6,566 6,572 6,500 6,500 6,000 △ 500

地方特例交付金（児童及び子ども手当） 25,617 46,014 40,100 24,490 16,200 Ｈ23決算見込み×国概算要求△33.6％ △ 23,900

地方特例交付金（住宅控除分） 50,773 42,260 56,800 53,312 31,000 H23決算見込み×国概算要求△26.4％×新・増築減80% △ 25,800

地方特例交付金（自動車分） 8,258 10,062 10,000 11,057 制度廃止 △ 10,000

特別交付金(減税補てん分） 11,637

交通安全交付金 14,281 13,859 13,000 12,419 12,000 H23決算見込み×国概算要求△3.1% △ 1,000

普通交付税 3,015,079 3,409,707 3,449,400 3,403,538 3,326,000 H23決算見込み×国概算要求△1.6% △ 123,400

特別交付税 437,095 462,249 335,000 370,000 370,000 H23決算見込みベース 35,000

減収補てん債 0 8,300 0 0 0

臨時財政対策債 785,600 1,202,000 1,002,000 1,013,200 1,092,000 H23決算見込み×国概算要求7.8% 90,000

合　　計 12,884,147 13,687,059 13,184,265 13,198,193 13,221,200 36,935

平成24年度　歳入一般財源の見込

※国（総務省）概算要求「平成24年度地方財政収支の8月仮試算」を参考とした。

H23決算見込み×国概算要求△3.2％
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