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平成 29 年度予算編成方針について 

平成 29 年度予算編成方針を次のとおり定めたので、各課（局）長においては、

方針の内容を十分理解のうえ編成作業を行うよう通知する。 

  平成 28 年 12 月 5 日 

志免町長  世 利 良 末 

平成 29 年度 予算編成方針 

平成28年6月安倍首相は「世界経済が大きなリスクに直面している」として消

費税増税を平成31年10月へ先送りを表明した。その影響で社会保障の充実策に

充てる財源が31年度まで見込めない状況であるが、政府は消費税率10％時に行

う予定であった社会保障充実策や「一億総活躍社会」実現に向けた施策を平成

29年度予算で一部行う考えを示している。安倍政権が6月に閣議決定した「ニッ

ポン一億総活躍プラン」では、希望出生率1.8％や介護離職ゼロの実現のため、

保育士と介護士の処遇改善を打ち出している。安倍首相は、消費税収が先送り

され期待された財源が確保できない中で、社会保障充実策は「消費税を引き上

げた場合と同じことをすべて行うことはできない」と優先順位をつけることと

したが、保育の受け皿確保については実現すると明言している。 

地方財政の課題については、まず、「一億総活躍社会の実現と地方創生の推進」

が挙げられる。前述した「ニッポン一億総活躍プラン」等を踏まえ、保育・介

護の受け皿整備や保育士等や介護人材の処遇改善等の経費について所要の財源

の確保が必要となる。地方の一般財源総額の確保と地方財政の健全化等につい

ては、「経済・財政再生計画」において「平成 30 年度までにおいて、平成 27 年

度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされて

いる。これは、地方団体が財政健全化に取り組みつつも社会保障や地方創生、

防災対策等の重要課題を抱えている現状を踏まえたものと考えられる。平成 29

年度地方財政収支の仮試算においては、地方公共団体に交付される出口ベース

の地方交付税が 0.7兆円の減、臨時財政対策債は 0.9兆円の増となっているが、

仮試算は一定の仮定の下で機械的に積算した数字であり、経済情勢の推移、税

制改革等国の予算編成過程で調整されるものであり、今後の状況に留意する必

要がある。 

次に、平成27年度決算における本町の各財政指標を見てみると、これまでも

健全な範囲内で推移してきた実質公債費比率については、さらに比率が改善さ
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れた。将来負担比率はやや比率が上昇したが、依然として健全な範囲内である。

財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率については、平成26年度に3年

ぶりに比率が減少したが平成27年度は対前年度比0.3増の88.3となり、わずかな

がら数値が上昇した。これは歳入の経常一般財源のうち町税や地方消費税交付

金等は増収したものの、歳出では扶助費、物件費、補助費等及び人件費がそれ

以上に増加しているためであり、財政構造はさらに弾力性を失う結果となって

いる。 

平成29年度における一般財源収入の見通しについては、町民税においては個

人所得割及び法人税割が、固定資産税では償却資産が平成28年度当初予算比で

大幅に増収となる見込みである。対して、町たばこ税は減額の見込みとなって

いる。また、地方交付税は、国の概算要求に基づく試算では、平成28年度当初

予算比で大幅な減収となる見込みであるものの、一般財源総額では増収になる

と見込んでいる。 

このような中、平成 29 年度は、「第 5 次志免町総合計画（以下、「総合計画」

という。）の後期 5 年間の 2 年目となり、また、「志免町まち・ひと・しごと創

生人口ビジョン・総合戦略」においても、将来にわたって持続可能な活力ある

まちづくりに取り組んでいくうえで重要な年となる。総合計画に掲げられたま

ちの将来像「誰もが輝く住みよいまち～ひと・環境がやさしく結びあう しめ

～」の実現を目指して、各施策の課題に積極的に取り組む必要がある。 

その一方、財政需要は増大する見込みであり、特に公債費については平成 28

年度から始まった小中学校耐震補強・大規模改造事業に係る本格的な地方債償

還が、平成 29 年度も引き続く見込みであり、また、社会保障関係経費や各一部

事務組合への負担金の増加傾向も引き続くと推測され、一般財源総額の増収以

上に歳出に要する費用は増加すると考えられる。このため、財政調整基金繰入

金については、平成 28 年度同様、平成 29 年度においても計上せざるを得ない

予算編成になるものと覚悟する必要がある。また、平成 30 年度以降も財政需要

の伸びは続くと予想され、財政調整基金繰入金に依存した予算編成、財政運営

は継続されるものと考えられる。当然、貯金である財政調整基金には限度があ

り、経常収支の硬直化も相まって、これらがまちの将来像実現の大きな妨げと

なることのないよう留意する必要がある。

このため、「志免町中期財政計画（平成 27 度～平成 31 年度）」に掲げられる

具体的取り組みの確実な実行や、職員一人一人が既成観念・慣行等にとらわれ

ることなく効果的・効率的な事業のあり方について日々創意工夫すること、事

業の見直しを意識すること等により、次世代に負担を先延ばししない、持続可

能な行政経営を推進していくことが、今後さらに重要な課題となっている。 

各課（局）長においては、事務事業評価の評価結果等を十分に活用するとと

もに、総合計画における町の将来像の実現、後期基本計画で掲げられる各施策

の目標達成に向け、下記の事項に特に留意のうえ予算編成に臨まれたい。 
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記 

第１ 予算編成の基本方針 

 １ 第 5 次志免町総合計画に基づいた予算編成 

第 5 次志免町総合計画との整合を図り、計画に掲げる目標値の達成

に向け、中長期的な視野のもと各施策を展開すること。 

特に前期基本計画の総括を踏まえて、平成 29 年度に喫緊に解決すべ

き課題の中でコストを増加しても取り組むべきとされた取り組み方針

については、優先的に予算を確保する。 

２ 枠配分による予算編成の継続 

     前年度と同様、施策別枠配分方式による予算編成を行うが、平成 28

年度からスタートした後期基本計画に掲げられる20施策に対して財源

を配分するものとする。各施策統括課長を中心に議論を深め、配分し

た一般財源と事務事業に係る特定財源をもって主体性と自律性を発揮

して予算編成に取り組むこと。 

なお、総合計画における平成 29～31 年度実施計画に新規・拡充事業

として採択された事務事業のうち経常的なものについては、予算額を

確保した上でこれを枠配分額に含めることとする。また、臨時的な経

費（事業）については、臨時的事業採択基準における順位を高く設定

し、予算額を確保する。枠配分の方法については別紙のとおりとする。 

３ 予算配分の重点化手法及び枠配分手法 

本年 10 月に決定した「平成 29 年度志免町行政経営方針」において、

後期基本計画における「重点施策」及び「戦略プロジェクト」を「重点」

に位置づけることとし、これらの経常経費は最優先に予算配分を行い、

配分額決定に用いる配分調整率を他の取り組み方針に比べて高く設定

する。臨時的経費については、採択基準の順位を他の取り組み方針に比

べて高く設定する。 

【重点施策】  

施策５ 子どもを安心して生み育てることができるまちをつくる 

 ①05-1 子育てしやすい保育環境を整える 

 ②05-2 子育てに関する情報提供や相談・交流できる環境をつくる 

 ③05-3 地域で子育てを支援する場・機会をつくる 

 ④05-4 子どもの発達に応じた支援を充実させる 

 ⑤05-5 親と子の健康を維持・増進する 

 ⑥05-6 出産や育児の負担を軽減する 
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【戦略プロジェクト】 

①03-1 社会変化に対応した地域自治の仕組みをつくる 

 ②05-1 子育てしやすい保育環境を整える 

 ③05-2 子育てに関する情報提供や相談・交流できる環境をつくる 

 ④09-1 地域で高齢者を見守り、支援する 

 ⑤17-1 安全で便利な道路環境を整える 

 ⑥20-1 町民ニーズに対応した行政サービスを提供する 

次に、下記基準のいずれかに該当する取組方針は「維持」に位置づけ、

他の取り組み方針に比べて二番目に優先して予算配分を行う。 

① 前期基本計画で成果が低い（成果指標の判定Ｃまたはｄ）施策

でかつ住民ニーズが高い（前期または後期住民意識調査の重要

度が 10 位以内）取り組み方針 

② 後期基本計画で示された新たな取り組み方針 

    「重点」及び「維持」に位置づかないものは「その他」とし、予算配

分を行う。 

各取り組み方針への配分額を決定した後、施策ごとにその配分額を積

み上げ、その額を各施策への配分額とする。この配分額以内で各施策に

おいて調整を行い、予算を要求する。 

第２ 予算編成の基本的事項 

  １ 限られた財源であることを念頭に置き、各事務事業について行政評価

の状況を考慮し、事業の取捨選択を行うこと。前年度予算の踏襲ではな

く、効率的・効果的な予算の活用を基本とし、真に必要な事業への予算

配分を図ること。 

２ 施策別枠配分の効果的な運用を図るべく、複数の担当課がある施策は、

関係課長などで構成する｢施策担当課長会議｣などを開催し、施策別枠配

分内での調整等を行うこと。 

  ３ 国・県補助（負担）事業については、県との間で十分な事前協議を行

うとともに、事業の必要性、効果及び経費負担等について検討を行い、

事業の選択を行うこと。また、目先の補助だけに気を取られるのではな

く、当該補助が打ち切りとなった場合の町財政への負担や、維持管理を

含めた後年度負担にも十分留意すること。補助金の廃止、縮小などがあ

った場合は、事業の廃止、縮小も併せて検討すること。 

４ 本町の公共施設（道路等のインフラ施設を含む）の多くは年々老朽化が

進んでいるが、厳しい財政状況により更新や維持補修にかける経費の確保

は困難な状況にある。本年度策定した公共施設等総合管理計画の基本的な

方針を考慮し、各課においては、人口動態などを踏まえ、維持管理費の削
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減等に取り組むとともに、総施設保有量の最適化、施設の長寿命化など今

後の施設の在り方などについても十分検討すること。 

５ 住民が主体的にまちづくりに参加し、地域の課題をともに解決できるよ

う、住民との協働のまちづくりという観点を重視し、行政の役割分担と経

費負担区分等を明確にした上で、経費全般の見直しを行うこと。 

  ６ 各団体等に交付する補助金等については、補助金交付規則及び交付基

準等に基づき、監査結果など適切に反映させ予算化を行うこと。 

  ７ 一部事務組合負担金については、構成市町村の財政状況が極めて厳し

いものであるとの認識のもと、町と歩調を合わせた歳出構造の一層の改

革を一部事務組合に強く求め、負担額の軽減に繋げるよう努めること。 

８ 予算要求にあたっては、年度内に執行が必要となる事業量を十分に検

討の上、多額の不用額が生ずることがないよう留意すること。また、積

算根拠、方法、価格の妥当性などを十分に精査すること。 

第３ 特別会計、公営企業会計 

   特別会計、公営企業会計については、一般会計との負担区分を明確にし、

受益者負担の適正化を図り安易に一般会計からの繰出金・補助金に頼るこ

となく、特別会計設置の本来の趣旨に則り、事業の一層の効率化及び健全

経営の確保に努めること。特に、公営企業会計は、企業的性格を十分に発

揮して経営のより一層の合理化を図るとともに、独立採算制の確保に努め、

事業の目的達成に努めること。  
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別紙 

施策別枠配分予算編成について 

第１ 一般財源見込額 

   枠外経費、臨時的経費及び経常経費に配分する一般財源を下記のとおり

とする。なお、現時点での町税や地方交付税等の見込額と、枠外経費見込

額や基礎財源増減見込額の調査結果などを踏まえ、財政調整基金より

200,000 千円を繰り入れすることとしている。ただし、地方財政計画の確定

等で一般財源見込額が増加する場合には、財政調整基金繰入額を減額調整

することとし、逆に一般財源見込額が減少する場合には、臨時的経費の配

分額の変更などにより調整を行う。 

（単位：千円） 

区   分 金   額 備  考 

町 税 ５，２０４，３７０

地方譲与税 ８５，００１

各交付金等 ８０８，５００

地方交付税等 ２，４１１，０００ 臨時財政対策債を含む 

繰越金その他 ３３７，５８１

財政調整基金繰入金 ２００，０００

合  計 ９，０４６，４５２
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第２ 経費区分 

   下記の経費区分により一般財源を配分する。施策別に配分するものは、

経常経費とし、施策統括課長が施策内の関係課の調整を行うこと。 

   枠外経費の確定で金額に差異が生じた場合は、臨時的経費の配分額変更

などにより調整を行う。 

   また、枠外経費の最終調整枠については、枠配分により廃止・減額した

事業の調整等に使用するものである。 

（単位：千円） 

区 分 予算編成方法及び経費の内容 一般財源配分額 

枠 外 経 費

各施策に一般財源を配分せず予算編成を行う。 

① 公債費 

② 一部事務組合負担金 

③ 特別会計繰出金 

④ 職員人件費・議員等報酬 

⑤ 道路・下水排水路維持管理費のうち経常的と認める範囲 

⑥ 基金積立金 

⑦ 町税過誤納金還付金 

⑧ 最終調整枠 

⑨ 予備費 

５，２６８，７３４

臨時的経費

 各施策に一般財源を配分せず予算編成を行う。 

 臨時的経費は、緊急度及び施策コストの方向性などにより採

択を行う。 

① 普通建設事業 

② 29 年度のみ実施事業（経費） 

３１０，０００

経 常 経 費
各施策に配分する一般財源と各課（局）で積算する特定財源

により、主体的・自律的に予算編成を行う。 
３，４６７，７１８

合 計 ９，０４６，４５２
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第３ 経常経費の施策別一般財源配分額 

   経常経費の施策別一般財源配分額は、下記のとおりとする。 

（単位：千円） 

政 策 名 施 策 名 一般財源配分額 

人と地域が 

にぎわうまち 

01 お互いが認め合い、尊重するまちをつくる １５，０３５

02 町民が学びあい、高めあうまちをつくる ２０６，８６３

03 町民が活発に交流し、自主的に活動するまちをつくる ８３，１２０

04 住み続けたいと思える、魅力と活力あるまちをつくる ２８，８４２

未来の担い手と

共に育つまち 

05 子どもを安心して生み育てることができるまちをつくる １，０４１，３３８

06 子どもが活き活きと学び、生きる力を育むまちをつくる ４６６，８７７

07 子どもの権利を守り、安全で健やかに成長できるまちをつくる １６，９３３

人にやさしく 

健やかなまち 

08 町民が健康を保ち向上するまちをつくる ５４，４７０

09 高齢者が地域で安心して暮らすことができるまちをつくる １４０，３４９

10 障がいのある人が安心して暮らすことができるまちをつくる ３３５，５８４

11 適正な社会保障等ができるまちをつくる ４，４５３

自然にやさしい

エコのまち 

12 自然環境を維持し、保全するまちをつくる １，６９３

13 ごみの減量と資源再利用を進め環境にやさしいまちをつくる ３１９，４７１

安全で快適に 

暮らせるまち 

14 事故・犯罪を防ぐまちをつくる １６，１９９

15 災害に強いまちをつくる ５３，２２３

16 清潔で美しいまちをつくる ３１，３３８

17 暮らしを支える生活基盤が整ったまちをつくる ２３４，９７７

住民と行政が 

共に創るまち 

18 町民と行政がともに課題解決に取り組むまちをつくる ２０，０９８

19 将来にわたって持続可能なまちをつくる １５６，８６９

20 質の高い行政サービスを提供するまちをつくる ２１６，３８８

そ の 他 99 施策に結びつかない事務事業 ２３，５９８

合   計 ３，４６７，７１８

第４ 特別会計及び公営企業会計 

   特別会計及び公営企業会計については、施策別枠配分予算編成は行わな

い。 

第５ 編成日程 

   予算編成日程は下記のとおりとする。なお、状況により変更が生じるこ

とがあり得るので、柔軟な対応がとれるよう余裕をもった編成作業を行う

こと。 

   予算査定及び町長レクチャー等の日程は別途通知を行う。 
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日 程 
内  容 

一般会計 特別会計 公営企業会計 

12 月 5日 予算編成方針決定 

12 月 22 日まで 

システム入力  

予算要求書、変動調書及び

臨時的経費確認書等提出 
予算要求書等提出 参考資料等提出 

12 月 26 日から 

1月 5 日まで 
財政係にて要求取りまとめ 予算査定 

1月 6日から 

1月 27 日まで 

町長レクチャー 予算査定  

一般財源確定   

臨時的経費採択 

枠外経費決定 

1月 30 日から 

1月 31 日まで 
町長による最終調整 


