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平成 28年度予算編成方針について 

 

 

平成 28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 27年 12月 2日 

 

志免町長  世 利 良 末 

 

 

平成 28年度 予算編成方針 

 

 

平成27年6月閣議決定の「経済財政運営と改革の基本方針2015（以下、「骨太

の方針」という。）」は、サブタイトルに経済財政運営における安倍内閣の基

本哲学である「経済再生なくして財政健全化なし」を掲げ、経済再生が財政健

全化を促し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進展に寄与するという好循

環を目指し、「経済・財政一体改革」を不退転の決意で断行するための取り組

みが示されている。また、11月閣議決定の「平成28年度予算編成の基本方針」

においても、基本的な考え方として「経済・財政再生計画の着実な推進」が「一

億総活躍社会の実現とTPPを踏まえた対応」とともに掲げられたところである。 

地方財政については、骨太の方針において、一般財源総額について「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」と明記されたところである。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。しかし、消費税率引き上げ時に導入すると

される軽減税率を巡る議論の結果如何では、国の財政再建が不透明な状況にな

ることも考えられ、また、一般財源総額が同水準で確保されたとしても、地方

が重要課題にどの程度取り組むことができるのかは未知数である。 

次に、平成26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や将来負担比率については、さら

に比率が改善された。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23年度から3年連続で悪化していたが、平成26年度は対前年度比0.1減

の88.0となり、わずかながらの改善となった。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が増収したことも一因ではあるが、歳出では物件

費、扶助費、補助費等、繰出金等がさらに増加しており、平成26年度に実施し

た職員給カットが仮に行われていなかった場合、実質的には本町の財政構造は

さらに弾力性を失う結果となったと考えられる。 
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平成28年度における一般財源収入の見通しについては、その根幹となる町税

において、主に法人町民税のうち法人税割が税率改正等の影響から減少が見込

まれていることから、平成27年度当初予算比で僅かながら減収となる見込みで

ある。一方、地方交付税及び臨時財政対策債については、国の概算要求に基づ

く試算では、平成27年度当初予算比でいずれも増収となる見込みである。地方

消費税交付金についても、平成27年度の交付状況等から試算すると増収が見込

まれ、その結果、一般財源総額では増収になると見込んでいる。 

このような状況下、平成 28 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 年間を期間とする「後期基本計画」が始まる年であり、

また、現在策定中の「志免町まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）」と併せ、

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重要な年とな

る。後期基本計画策定においては、前期 5 年間の取り組みに対する評価と検証

を行い、社会情勢の変化にも対応できるよう施策体系の再構築を行うとともに、

特に戦略的にまちづくりの成果をあげることが求められる取り組みが戦略プロ

ジェクトとして設定された。これらに基づき、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、これまで同様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、小中

学校耐震補強・大規模改造事業に係る地方債償還の本格化により、平成 28年度

はさらに大きな増加となる。また、社会保障関係経費や各一部事務組合への負

担金の増加傾向も続いていくものと予想され、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、平成 27年度当初予算におい

て 6年ぶりに予算計上を行った財政調整基金繰入金については、平成 28年度に

おいても同様にこれに頼らざるを得ない予算編成になるものと覚悟していると

ころである。また、その後についても財政需要の伸びが続くと予想され、財政

調整基金繰入金に依存した予算編成、財政運営を強いられ続けると考えられる。

当然、貯金である財政調整基金には限度があり、経常収支の硬直化の進展も重

なり、これらがまちの将来像実現の大きな妨げとなるのではと危惧される。 

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等に

より、次世代につけを残すことない持続可能な行政経営を推進していくことが、

今後さらに重要になってくる。 

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。 

 

記 
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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。 

２ 枠配分による予算編成の継続 

     前年度までと同様、施策別枠配分方式による予算編成を行うが、平

成 28年度から後期基本計画がスタートすることに伴い、これまでの施

策体系が見直されたことから、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 28～30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 

後期基本計画及び本年 11月に決定した「平成 28年度志免町行政経営

方針（以下、「行政経営方針」という。）において「戦略プロジェクト」

に位置付けられる以下の 6つの取り組み方針については、最優先に予算

配分を行うこととし、これらの経常経費については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。 

 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、後期基本計画及び行政経営方針において「重点施策」に位置付

けられる「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」に

紐付く取り組み方針のうち、戦略プロジェクト以外の以下のものについ

ては、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。 

 ①05-3地域で子育てを支援する場・機会をつくる 

 ②05-4子どもの発達に応じた支援を充実させる 

 ③05-5親と子の健康を維持・増進する 

 ④05-6出産や育児の負担を軽減する 

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
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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 すべての事務事業について行政評価の状況を十分確認する等、単に前

年度予算の踏襲ではなく、真に必要な事業への予算の重点化を図ること。 

２ 施策枠内に複数の担当課がある場合は、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、緊急性及び効果等について再検討を行った

うえで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。 

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新増改築・新設改良は困難な状況に

ある。現在、本町では公共施設等総合管理計画を策定しているところであ

るが、経常収支が徐々に弾力性を失いつつある現況を鑑みると、今後は現

有施設の維持管理経費の確保さえ危うい状況になることも予想される。各

課においては、施設長寿命化や維持管理費の削減等に取り組むとともに、

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

300,000千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 ４，９４２，０６４  

地方譲与税 ８４，００１  

各交付金等 ７７８，０００  

地方交付税等 ２，５７４，０００ 臨時財政対策債を含む 

繰越金その他 ３３３，６５４  

財政調整基金繰入金 ３００，０００  

合  計 ９，０１１，７１９  
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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 

５，２８４，４１５ 

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 28年度のみ実施事業（経費） 

３３０，０００ 

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。 
３，３９７，３０４ 

合 計  ９，０１１，７１９ 
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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 １２，８８８ 

02町民が学びあい、高めあうまちをつくる ２０７，７４３ 

03町民が活発に交流し、自主的に活動するまちをつくる ７９，９０３ 

04住み続けたいと思える、魅力と活力あるまちをつくる ２９，０６３ 

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 ９８７，８８３ 

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 ４６１，５１１ 

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 １８，５２７ 

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 ５６，４１０ 

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 １４６，５１９ 

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 ３５１，９５７ 

11適正な社会保障等ができるまちをつくる ３，８４８ 

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 １，８４０ 

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 ２９４，９２５ 

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 １６，５７０ 

15災害に強いまちをつくる ５４，０００ 

16清潔で美しいまちをつくる ３０，４４５ 

17暮らしを支える生活基盤が整ったまちをつくる ２３４，５３１ 

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 ２０，９０２ 

19将来にわたって持続可能なまちをつくる １５１，３７１ 

20質の高い行政サービスを提供するまちをつくる ２１３，８７７ 

そ の 他 99施策に結びつかない事務事業 ２２，５９１ 

合   計 ３，３９７，３０４ 

 

 

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 2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 24日から 

1月 4日まで 
財政係にて要求取りまとめ 予算査定 

1月 5日から 

 

1月 29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 
  

2月 1日から 

2月 8日まで 
町長による最終調整 

 


