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１ はじめに 

平成２８年度予算編成方針 ～市長～ 

第６次総合計画は今年度をもって終了し、来年度からは「まるごと元気！多治見」をキー

ワードにした第７次総合計画が始まります。 

合併特例債１９４億円は効果的に政策実行に充当しました。今後、財政状況は春から冬の

時代へ逆戻りです。今こそ、チャンネルを切り替える時です。厳しい財政状況や施設の老朽

化への対応のためには、ファシリティー・マネジメント部門による横串・クロスチェックの

体制が必要です。来年度から、新たに（仮称）公共施設管理セクションを設置し、ファシリ

ティー・マネジメントに取り組みます。 

また、第７次総合計画では、人口減少による様々な課題を克服する原動力として多治見ら

しさを高め、中心市街地と郊外団地、地場産業と新規産業など相対するもの両方を元気にす

るという視点でまちづくりを行っていきます。どちらか一方だけが元気になるのではなく、

両方が元気になることによって「元気の相乗効果」を目指します。 

平成２３年に発生した東日本大震災、台風１５号による被害を契機として、災害に対する

準備と対応の重要性を再認識し、平成２４年度予算から「安心・安全なまちづくり」を最優

先課題とし、浸水対策事業をはじめ、様々な災害対策関連事業にも引き続き取り組んでいき

ます。 

平成２８年度予算については、景気は回復傾向にあるものの、著しい増収は見込めず、第

７次総合計画事業などを行っていくことにより、大幅な財源の不足が見込まれます。 

しかしながら、第７次行政改革の実行や、各職場において、５Ｓの整理・整頓の視点を予

算要求にも働かせ、今までの仕事をよく点検し、検討・見直しをすることで歳出削減に取り

組むことができると確信しています。 

「まるごと元気！多治見」の実現に向け、さらなる努力をして、「チーム多治見」職員一丸

となって市民の幸せのためにがんばっていきましょう。 

 

２ 国・地方の財政状況 

国全体の経済状況は、内閣府の月例経済報告（９月）によると、景気は、このところ一部

に鈍い動きもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。先行きについては、雇用・所得

環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待

される。ただし、アメリカの金融政策が正常化に向かうなか、中国を始めとするアジア新興

国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがある。こうしたなかで、金融

資本市場の変動が長期化した場合の影響に留意する必要があるとしています。 

こうした中、平成２７年７月に閣議了解された「平成２８年度予算の概算要求に当たって

の基本的な方針について」では、平成２８年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針２０

１５」で示された「経済・財政再生計画（２０２０年度の基礎的財政収支黒字化を目指す）
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の初年度の予算であり、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む。歳出全般にわた

り、平成２５年度予算から平成２７年度予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化すると

ともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点

化するとしています。 

また、平成２８年度の地方財政措置については、通常収支分として、「経済・財政再生計画」

を踏まえ、国の取組と基調を合わせて歳出の重点化・効率化に取り組むとともに、交付団体

をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、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しています。 

地方交付税については、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、本

来の役割が適切に発揮されるよう総額を確保することとし１６．４兆円（H２７比△３，２８

２億円）を要求するとともに、交付税率の引上げを事項要求するとしています。 

なお、東日本大震災分として、昨年度に引き続き、震災の復旧・復興事業について、通常

収支とは別枠で整理し、地方の所要の事業費及び財源を確実に確保するとしています。 

ただし、経済情勢の推移、税制改正の内容、国の予算編成の動向等を踏まえ、要求内容の

修正を行うとしていますので、経済情勢の推移等について注意が必要です。 

 

３ 予算編成における基本的留意事項 

（１）財政運営の基本方針 

本市の財政運営について、総合計画、行革大綱、財政向上指針を基本として、冒頭の「は

じめに」に書かれた内容に留意し、緊張感をもった財政運営を行っていくために、以下のと

おり基本方針を示します。 

厳しさが増していく財政運営に対応するため、第７次総合計画及び第７次行政改革大綱を

念頭に置き、行政改革の推進に一層積極的に取り組みます。 

健全かつ計画的な財政運営に努めるため、「多治見市健全な財政に関する条例」の趣旨を踏

まえ、将来の負担の抑制に努め、世代間の負担の均衡を図るとともに、計画的な財政運営を

行います。 

少子化・高齢化の進展に伴う生産年齢人口の減少は、歳入の減少をもたらすとともに、人

口の減少が地域社会にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。こうした経済、社会の変

化に対応するため、財政運営上においても前例踏襲や現状維持という発想を排除した取組を

継続して行います。 

平成１９年６月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成

２０年度決算から、一般会計と特別会計等の連結決算における財政状況の公表が義務付けら

れたことを踏まえ、一般会計のみならず、特別会計においても、歳入の確保や歳出の削減、

適正な予算執行に努め、健全な財政運営を行います。 
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（２）本市の財政改革の目標 

平成１９年１２月に多治見市健全な財政に関する条例を制定し、財政の規範を定めるもの

として位置づけ、健全な財政運営を行うこととしています。平成２８年度からの「第３次財

政向上指針（案）」において、次の取組を掲げる予定としています。 

① 財政向上目標の達成に必要な事項 

ア 収入の増加及び支出の抑制 

・収入の増加  

債権管理計画で定める収納率を達成、使用料・手数料等の抜本的な見直し及び土地の 

売却や貸付等の市有財産の有効活用により財源の確保に努めます。 

・支出の抑制  

公共施設のランニングコスト軽減、行政改革の実施による経常経費の抑制に努めます。 

イ 市債残高（一般会計負担分）の上限 

一般会計の市債残高並びに特別会計及び企業会計の市債残高のうち、一般会計で負担すべ

き残高の合計を４７０億円に、市債の実残高を５９０億円に減らします。 

ウ 基金の適正な管理 

・財政調整基金  

財政調整基金の可処分額を１８億円以上確保します。 

・市債償還対策基金 

   平成３１年度までに５億円（合併特例債償還分を除く）を積立てます。 

・修繕引当基金 

 年度末残高を５億円以上確保します。 

・職員退職手当基金 

職員退職手当基金は、平成３１年度までに２０億円を積立てます。 

・庁舎建設基金 

平成３４年度までに２０億円を積立てます。 

 

財政向上目標、財政健全基準 

 償還可能年数 

（年） 

経費硬直率 

（％） 

財政調整基金 

充足率（％） 

経常収支比率 

（％） 

財政向上目標値 ８．０ ７２．０ ９．０ ８８．０ 

財政健全基準値 １０．０ ７５．０ ５．０ ９１．０ 

 

（３）今後の財政見通し 

本市の今後の財政状況を中長期的に見通すと、少子化・高齢化の進展に伴い税収が減少し

ていく一方で、福祉的経費は増加し続けていくと予測しています。より一層のコスト縮減と

積極的な自主財源の確保を行っていかなければ、すぐにも財政が行き詰まってしまう状況で
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す。 

また、合併後１１年目となる平成２８年度以降は、普通交付税の合併算定替特例措置が段

階的に縮減となり、平成３２年度をもって終了となります。平成２７年度では、この特例加

算が約７億円あり、今後も更なる歳出削減に努め、計画的な財政運営を行っていく必要があ

ります。 

 

４ 平成２８年度予算編成における基本的考え方 

平成２８年度の予算編成は、次の基本方針に基づいて行います。 

（１）予算編成に当たっては、「総合計画経費」、「固定的経費」、「その他の経費」の区分に分

けて計上してください。 

（２）「総合計画経費（削減額は全体で２．９億円）」 

９月１４日総計本部会議にて承認された額（一般財源）から各部１０％削減してくださ

い。※大規模修繕分を除く。 

（３）「固定的経費（削減額は全体で３．９億円）」 

公債費や、債務負担行為により後年度負担が定められているものを除き、現状の分析を

十分に行い、過大な要求は慎んでください。 

（４）「その他の経費（削減額は全体で３．４億円）」 

５月に企画防災課及び財政課から照会した「事業費調査」（一部修正）の平成２８年度要

求額(一般財源)から各部１０％削減してください。 

（５）「総合計画経費」及び「その他の経費」の一般財源の要求額の合計が、次項の「各部の

一般財源予算要求額の上限」の表「要求額上限合計②+⑤」欄の金額以内であれば可としま

す。 

 

「固定的経費」とは、総合計画経費以外で下記に該当するもの 

・職員人件費 

・複数年にわたる契約をした（する）債務負担行為、長期継続契約、継続費 

・公債費 

・扶助費などで、国・県において法律等制度上定められた額を支出しなければならないもの 

・国・県等への負担金 

・退職不補充分にかかる臨時職員経費 

・他会計への繰出金（負担金）※駅北区画整理事業への繰出金のうち事業費分は除く。 

・基金への利子等積立金及び財政向上指針に定める後年度の負担軽減等のために設けた基金

積立金 
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各部の一般財源予算要求額の上限（経費区分を一部修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駅北区画整理事業への繰出金のうち事業費分 1.1億円は「総合計画経費」 

※「固定経費」と「その他の経費」の経費区分を一部財政課修正 

 

（６）「多治見市財政向上指針」に掲げる個別内容の取組事項について留意してください。 

（７）制度改正や決算における予算執行率を踏まえた予算要求をしてください。 

（８）第７次行政改革事務事業見直しに留意して、予算要求をしてください。 

（９）特別会計、企業会計については、適正な負担の確保に留意し、安易に一般会計の繰出

しに頼ることなく、収支の均衡を図ることを基本としてください。 

（１０）企業会計については、企業的性格を十分に発揮して、なお一層の経営の合理化、能

率化を図るとともに、特に経費の節減及び独立採算性の確保に努め、一般会計との間の

経費負担区分の明確化を図るなど、適正な運用に努めてください。また、公営企業会計

制度改正への対応を適正に行ってください。 

（１１）地方自治法第２１０条の総計予算主義の原則を遵守し、年度途中の補正は、真にや

むを得ないものについてのみに留めるものとします。なお、給付費等の伸びにより補正

が必要となるものは、議会への上程時期も勘案し、常にその動向の把握に努めてくださ

い。 

 

 

（単位：千円）

H28要求
見込額
①

H28当初予算
要求額上限
②＝①×0.9

各部削減額
③＝①-②

H28要求
見込額
④

H28当初予算
要求額上限
⑤＝④×0.9

各部削減額
⑥＝④-⑤

企画部 488,783 439,905 48,878 56,388 50,749 5,639 490,654

総務部 150 135 15 281,098 252,988 28,110 253,123

福祉部 321,340 289,206 32,134 233,066 209,759 23,307 498,965

経済部 341,161 307,045 34,116 124,100 111,690 12,410 418,735

都市計画部 366,353 329,718 36,635 4,526 4,073 453 333,791

建設部 409,050 368,145 40,905 437,919 394,127 43,792 762,272

水道部 890 801 89 58,081 52,273 5,808 53,074

会計課 0 0 0 5,836 5,252 584 5,252

環境文化部 242,172 217,955 24,217 666,517 599,865 66,652 817,820

市民健康部 201,305 181,175 20,130 666,284 599,656 66,628 780,831

議会事務局 0 0 0 12,866 11,579 1,287 11,579

選管・監査 0 0 0 1,073 966 107 966

教育委員会 447,727 402,954 44,773 736,810 663,129 73,681 1,066,083

消防 102,875 92,588 10,287 131,097 117,987 13,110 210,575

大規模修繕 370,000 370,000 0 0 0 0 370,000

計 3,291,806 2,999,627 292,179 3,415,661 3,074,093 341,568 6,073,720

総合計画経費 その他の経費
要求額
上限合計
②+⑤
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５ 歳入に関する事項 

財政運営上、歳入確保の重要性は言うまでもないところですが、往々にして既定の歳入に

とらわれがちです。従って、再度あらゆる法令、通知並びに資料に基づき正確に捕捉し、厳

しい財政状況を深く認識し、積極的に新たな補助制度を活用するなど財源確保に努めてくだ

さい。 

（１）市税をはじめとする諸納付金等については、経済情勢の推移、税制改正の動き等を十

分勘案し、また現行制度や現況の所得状況を見極め、前年度における最終見込状況に配意

し、的確な年間収入見込額を計上するとともに、税負担の公平を期するため課税客体の把

握に漏れのないように留意し、債権管理計画に基づき徴収率の向上に努めてください。 

（２）国庫、県支出金については、行財政制度の動向等を的確に把握して、事業ごとの補助

制度を十分研究して確実に計上する一方、特に補助制度の変更や廃止などがある場合は、

情報収集に努めるとともに、国、県等と十分連携を図るなど、歳入欠陥にならないように

注意してください。 

（３）市債については、交付税措置などその有効性の有無と将来の財政負担を伴うことを認

識し、制度を熟知のうえ計上してください。 

（４）各科目を通じて過大見積を避け、歳入欠陥にならないよう適正な財源を確保するとと

もに、捕捉困難な収入や少額な収入についても、なおざりにすることなく収入の確保に努

めてください。 

 

６ 歳出に関する事項 

 歳出については、「４ 平成２８年度予算編成における基本的考え方」に基づいて予算計上

してください。平成２８年度の予算編成における査定は、財政課担当者による精査の後、総

務部長査定、第１回副市長査定、第２回副市長査定を行います。第１回副市長査定終了後に

制度改正や特別な事情による変更、復活折衝等の要望に応じるために第２回副市長査定を行

います。 

（１）平成２９年４月に消費税が８％から１０％へ変更される見込みです。したがって、平

成２９年度の予算措置を伴う債務負担行為や継続費などについては、消費税増額分を漏ら

さず計上してください。また、これまで経過措置の対象となっていたものも、再度確認の

上、適切に計上してください。 

（２）報酬については、非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等に基づき、

前年度実績を勘案して必要額を予算計上してください。 

（３）人件費については、財政運営に与える影響が極めて大きいため、引き続きその適正合

理化に取り組み、給与関係費の増加の抑制と適正化に努めてください。 

（４）賃金については、職員の適正配置等の観点から、退職職員等の代替的な臨時職員以外

はゼロベースとし、真に必要な場合のみ人事課と協議のうえ予算計上するものとします。   
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また、臨時的な臨時職員についても、事務処理内容を見直し、廃止又は削減計画をもっ

て、事前に人事課と協議のうえ予算計上する場合も、必要最小限にとどめてください。な

お、病気休業等の代替職員については人事課で計上しますが、それ以外の臨時職員賃金は、

各課で計上してください。 

予算計上に当たっては１週間の勤務上限、原則月給制等が定まっているので、別紙「予

算積算単価表」を参照し、適正な予算計上を行ってください。 

賃金については、後日行われる人員配置ヒアリングにおいて要望する金額を予算計上し

てください。その後、協議の結果を受けて、修正してください。 

（５）報償費のうち委員謝礼については、基準に従って予算計上してください。 

（６）旅費については、出張の必要性、人数等に十分配慮し、総会への出席等、単なる参加

を避け行政効果を十分考慮して予算計上してください。また、各種委員会、審議会等の視

察研修旅費についても、その必要性を十分精査したうえで予算計上し、職員随行について

は真にやむを得ない場合にのみ予算計上することとします。 

（７）郵便料については、大量の取扱いが定例化されている税務課、保険年金課、水道課の

ほか、アンケート発送などを予定している場合は、各課で予算計上してください。 

（８）指定物品（封筒、財務帳票）は、総務課、会計課で予算措置するので、予算計上しな

いでください。（PPC用紙等は、担当課にて予算計上のこと） 

（９）設備機器等の法定点検手数料やリサイクル手数料について確実に計上してください。 

（１０）備品購入費については、必要性を十分検討したうえで、真にやむを得ない場合にの

み計上することとします。また、電算機関係のハード及びソフトの開発については、事前

に情報課と協議した上で予算計上してください。 

（１１）総務課で一括管理していない自動車を保有している課で、自動車購入や車検を予定

している課は、駐車場の確保や任意保険加入について事前に総務課と協議のうえ予算計上

するとともに、無車検、無保険車のまま運行することがないよう適正な予算を計上してく

ださい。 

（１２）その他の物件費についても、安易に前年度の実績等によることなく見直しを行い、 そ

の必要性について慎重に検討し、節減合理化に努めてください。また作業着については、

貸与年数や使用頻度を考慮した上で予算計上してください。 

（１３）維持補修費については、現場の確認をし、その重要性、緊急性等により取捨選択し

て、安易に予備費や補正予算をあてにすることなく、必要なものについては当初において

予算計上しておいてください。 

（１４）負担金補助及び交付金のうち補助金については、平成２６年度に行った補助金見直

し市民委員会からの答申書をもとに、補助対象者と調整の上、予算計上してください。交

付金については、新規及び増額計上は原則として認めません。負担金等においても、初期

の目的を達成したものや、効果が薄いもの等は廃止する等、その必要性、効果を精査した
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うえ予算計上してください。特に職員のみの研究会等への負担金は原則として認めません。

また、他市等との懇親会費を含むものについては、積極的にその廃止を主催者に働きかけ

てください。 

（１５）予算要求書の作成にあたっては、各節について積算を正確にし、常に不用額を生じ

ているものについては過大な見積を慎み、単純な予算計上もれ、科目誤り、単価誤り等に

よる流用は厳に慎むべきであるので、留意して予算計上をしてください。 

(１６) 国の法律などで制度的に支出が義務づけられている経費についても、真に必要な額

を確実に計上してください。 

(１７) 指定管理者制度へ移行する施設については、指定管理者の選定結果及び事業評価の

結果を踏まえるとともに、指定管理者制度へ移行するために必要な経費についても計上漏

れのないようにしてください。 

(１８) 債務負担行為の設定や長期継続契約に該当するものについても、その必要性を十分

確認してください。 

（１９）施設の建築修繕工事・耐震化事業について、箇所付けされる施設については、市有

施設整備検討委員会（事務局：総務課）から配分額の通知を行いますので、各施設所管課

にて予算要求してください。 

（２０）市長ヒアリング等において、市長提案事項となった事業については、予算要求に盛

り込んでください。 

 

７ 予算要求書の提出 

（１）提出期限  平成２７年１０月２３日（金） 

（２）提出資料・提出部数 「平成２８年度予算要求に伴う提出書類一覧」のとおり 

（３） 提 出 先      財政課財政グループ 

（４） そ の 他      査定日程等は別途通知します。 

 

８ 予算編成スケジュール 

予算要求説明会：１０月１日（木） 

予算要求書の提出期限：１０月２３日（金） 

総務部長査定：１１月中旬～ 

第１回副市長査定：１２月中旬～ 

第２回副市長査定：１月上旬 

市長査定：１月中旬～下旬 
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平成２８年度予算積算単価表 

 

１ 賃 金 

賃金についての予算計上は、下記のとおりとします。 

支払形態は、原則として、月給とします。 

１週間の勤務時間は、３７時間３０分を上限とします。 

【職種別賃金表（時給単価）】 

種
別 職  種 

社会保険加入別 

備     考 
加入(円) 

非 加 入

(円) 

第
１
種 

一般事務 １，０００ ８７０ キキョウスタッフを含む。 

大学生・高校生事務 ９００ ７７０  

有害鳥獣事務 １，３００   

第
２
種 

保育士・幼稚園教諭 
１，１５０ ９８０ 

職務内容に応じる。 
１，２００ １，０００ 

栄養士 １，０００ ８７０  

保健師・助産師 １，４５０ １，２８０  

ほほえみ相談員 １，１００ ９６０  

スクールガードリーダ

ー 
 １，１００  

通訳・翻訳 １，０００ ８７０  

医師（健診）   日額３５，０００円 

第
３
種 

発掘作業員 １，２００ １，０４０  

発掘調査員 １，５５０   

発掘指導員  ２，６６６  

技能労務職 

１，５４０ １，３３０ ごみ、し尿を直接取り扱う業務 

１，０００ ８７０ 

調理員、学校校務員、図書司書補、

土木作業員、バス添乗員、清掃セン

ター内雑務、発掘整理作業員 

※学校給食調理員については、１年

目は△20 円、５年目以降は＋20 円

を基本とする。 

 ９００ 給食配膳員 

   ※ 上記以外は、別途協議すること。 
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【通勤賃金】 

種別 月額臨時職員 時給臨時職員 

通
勤
賃
金 

毎 １１，５００円の範囲内で次のとおりとする。 

 

自動車、自転車で通勤する者で通勤距離片道が 

 ２㎞～５㎞未満の場合    ２，７００円 

 ５㎞～１０㎞未満の場合   ４，０５０円 

 １０㎞～１５㎞未満の場合  ５，４００円 

 １５㎞～２０㎞未満の場合  ６，７５０円 

 ２０㎞～３０㎞未満の場合  ８，１００円 

 ３０㎞以上         １０，８００円 

交通機関を利用する者は原則６箇月定期券の価額

等 

通勤距離が片道２㎞以上の者

について、日額１８０円 

 

２ 燃料費 

（１）油類（平成 27年４月からの７月までの中央値の単価で、消費税８％） 

品 名 規    格 単位 税抜単価（円） 
税込単価（円） 

（円未満切上） 

ガソリン 
レギュラー １㍑ １３２．８０ １４４ 

ハイオク １㍑ １４３．００ １５５ 

軽 油  １㍑ １１５．７５ １２６ 

白灯油 18リットルドラム １㍑ ８８．８０ ９６ 

  ＊ＬＳＡ重油の 18リットルドラムの単価契約は締結しない。 

  ＊大量使用に伴う単価は、平成２７年度で提出までに契約した中央値を単価として使用

する。 

    ＊軽油の税込価格＝（税抜価格－軽油引取税 32.1円）×1.08＋軽油引取税 

 

（２）ガス類（平成 27年４月からの７月までの中央値の単価） 

品 名 規 格 ･ 単 位 単価（円） 

プロパンガス 

基本料金（月額） １，５００ 

１立米から５立米まで、１立米につき ５６０ 

６立米から１００立米まで、１立米につき ４８０ 

１０１立米から２００立米まで、１立米につき ４６０ 

２０１立米から３００立米まで、１立米につき ４４０ 

３０１立米以上、１立米につき ４２０ 

ブタンガス １Ｋｇ ２１０ 

  ※単価には、消費税及び地方消費税相当分は含まない。 
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３ 作業着 

 

４ 報償費で支払う各種委員会委員の謝礼金額の基準 

報償費で支払う各種委員会委員の謝礼の金額は、日額５，０００円以内とする。ただし、大

学教授、医師、弁護士等高度な専門知識を必要とする委員として市外在住者に委員を委嘱す

る場合は、２０，０００円以内とすることができる。 

 

５ 預金利息等 

預金利子の計算については、定期預金利率０．０２５％で計算のこと。ただし、基金への積

み立てなど歳出を伴うものは、歳出予算が不足することがないよう計上すること。 

 

６ 食糧費 

食糧費（節 11 需用費 細節 03 食糧費）についての予算計上は、以下のとおりとします。 

（１）食事（細々節 10） 一人当たり２，０００円（税別）以内の食事 

（２）会食（細々節 20） 一人当たり６，０００円（税別）以内のアルコールを伴う会食 

加えて、上記の両区分のただし書きとして「特別区及び地方自治法 252条の 19第 1項に規定

する指定都市での飲食の額は、１．３倍に相当する額とする。」 

  なお、昼食は、通常１，０００円程度で賄えると考えられ、内容・目的に応じて予算査

定の中で精査するものとする。 

「茶菓」（細々節 01）は従来どおりとします。 

区分 単価（円） 備考 

作業着・冬用・上 ３，１００ サイズ関係なし、税別 

作業着・冬用・下 ２，３００ サイズ関係なし、税別 

作業着・夏用・上 ２，３００ サイズ関係なし、税別  

作業着・夏用・下 ２，１００ サイズ関係なし、税別  

防寒コート ５，５００ サイズ関係なし、税別  

長靴 １，８００ サイズ関係なし、税別  

ヘルメット １，４５０ 税別  


