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①担当部局による説明 

１）施策の目的 

本市の財政状況は、競艇配分金や税収の伸びが期待できない一方で、都市基盤、教育環境整

備、乳幼児から高齢者に至るまでの諸施策、公共施設の建替えや大規模修繕など多額の財源確

保が求められている。平成 23 年度より第４次総合振興計画がスタートし、一層の飛躍と発展を

めざした行政サービスの提供が必要とされている。これらを着実に推進し、的確かつ迅速にサ

ービス提供できるよう、安定した財政力を背景とした健全な財政運営を行うものである。 

 

２）事務事業の妥当性 

この施策は、財政課が所管する 15 事業、入札契約課が所管する３事業、会計課が所管する２

事業、計 20 の事務事業で構成されている。 

財政課が所管する事業としては、公共施設等整備基金積立金、都市開発基金積立金、財政調

整基金の事業をそれぞれの目的に応じ効率的に運用し、新規積み立てを行うものである。３基

金の合計残高を 85 億円確保することを目標値としている。 

土地開発公社経営健全化事業は、対象土地の簿価を引き下げるものである。市が債務保証し

ている公社の金融機関からの借入金を削減するもので、削減により健全な財政運営に資するも

のである。施策指標では 75 億円以下にすることを目標としている。 

予算編成事業は、健全財政を堅持しつつ、総合振興計画の施策を推進するための予算編成を

行うものである。５ヵ年度先を見通した中期財政計画を作成し、積極的な財源確保に努めると

ともに、経常経費の抑制を図り財政収支を考慮した予算平成を行うものである。 

入札検査課の所管事業になるが、契約事務費の目的は入札事務の適正な執行にある。建設工

事、業務委託及び物品購入などに関する業者指名及び適正な入札を行うことで、経済性を確保

し、健全な財政運営に貢献するものである。 

 

３）施策の進捗状況 

「予定通り」とした。理由としては、成果の数値、その他の施策の取組に係る成果の状況が

良好であり、施策を構成する事務事業においては目標達成状況分析で活動成果ともに概ね達成

できたことから「Ｂ」とした。 

 

４）資源の方向性 

現状の人員と予算で、現在の事務事業を適正に執行していきたい。また、予算編成を進める

に当たり、資産管理課と連携し計画的に工事、修繕関係予算への効率的配分に取り組む。よっ

て今後の方向性は「維持」とした。 

 

５）その他 

第４次総合振興計画における各分野の事業を実行していくためにも、事業必要度や優先順位

を考慮し、重点的、効率的な予算編成に努める必要があると考える。行政評価の活用により、

役割の低下した事業を廃止・縮小することにより、新たな財源を生み出し、市民ニーズの高い

事務事業に予算や人的資源を配分することが必要である。また、中長期的に健全財政を維持す

るために、主要な事業計画を把握し、見合う資金計画を策定し、施設の一元管理により維持運
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営更新費用を分析し、将来負担の平準化を図ることが必要と考える。 

 

②委員の質疑 

１）事務事業の妥当性 

■委員 

総務省基準モデルを採用しているということだが、財務諸表４表を具体的にどう活用してい

るのか。マネジメントにおける活用、説明責任という観点からの活用は、それぞれどのように

なっているか。 

 

■担当者 

大きな目的としては、住民への財政状況の公表がある。財務状況報告書の中に、施設別のコ

スト計算書も載せているが、図書館では、「図書１冊あたりの貸付コスト」といった親しみやす

い形でのコスト計算を作成し掲示している。また、市民向けのわかりやすい財政状況を、年内

を目途に作成中である。例えば、住民票発行や toco バスなどの身近なものについて、コスト計

算書を載せる予定である。また、資産管理課で公共施設の再編、中長期保全計画を策定してい

るので、そのようなことと関連して、施設コスト、使用料の設定根拠の一つとして活用できる

のではないかと考えている。ファシリティマネジメントの中で、大規模改修、施設ごとの減価

償却費と正比例するわけではないが、将来的な財政需要の一つの参考資料となるのではないか

と考えている。関係各課との連携や行政改革の一つの資料として活用できると考えている。 

 

■委員 

評価シート上にフルコストとして事業費、人件費と挙がっているが、これは基準モデルから

の数字なのか。 

 

■担当者 

通常の予算・決算と連動した数字である。人件費は、平均的な人件費を基準として、それに

どの程度の人員が投入されているかを乗じて算出したものであり、財務諸表４表からの数字で

はない。 

 

■委員 

発生主義によるデータを把握し、住民にも公表し、アセットマネジメントにも使っていると

いうことだが、今後、施策ごとの本当の意味でのフルコスト、人件費、減価償却費がどのくら

い使われているのかを個々に把握する予定はあるのか。 

 

■担当者 

主な施設別では掲載しており、いくつかの事例については計算しているが、全ての事務事業

レベルでそれらを計算していくのは、事務量的にも大きくなるので考えていない。主要な事業、

必要な事業を選択しながらやっていかざるを得ないと考える。見せ方や活用の仕方で、網羅的

に有効に活用していきたいとい考えている。 
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■委員 

各種基金の運用は外部委託しているのか、職員が投資先等を決めているのか。 

 

■担当者 

外部委託については、今は行っていない。基金の主管課と会計課が協議し、金融機関に預け

入れをしている状況である。 

 

■委員 

悪くない方法だと思うが、国で言う会計検査院のような部署が、投資先が見合うかどうかの

チェックをしているのか。 

 

■担当者 

終的には、監査委員会事務局により、証書等全てのものの監査を受けることにはなる。 

 

■委員 

一般的には赤字が出ることもあるが、戸田市ではどうか。 

 

■担当者 

戸田市では、市の借り入れ、公社で借り入れをしている機関のみに預け入れをする、ペイオ

フ対策で行っているので、リスクを全く背負わない方法をとっている。 

 

■委員 

そのようなことであれば、運用の知識はあまり必要ないのではないか。 

 

■担当者 

基金については、ほとんどを６ヶ月の大口定期で運用している。小口のものを想定しておっ

しゃっているように思うが、基金積み立ては短期のものがなく大口定期のほうが利率が高いの

でそちらで運用をしている。 

 

■委員 

日本国債は扱っているのか。 

 

■担当者 

基金については扱っていない。 

 

■委員 

財務会計オンラインシステムでは、従来の歳入歳出に関わる現金主義のデータを使っている

のか。 

 

■担当者 
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一部、新公会計システムも導入している。 

 

■委員 

一部、新公会計を入れているということは、現金主義のシステムとつながっていると考えて

よいのか。 

 

■担当者 

つながっている部分もあるが、手作業の部分もあるという状況である。 

 

■委員 

土地開発公社について、債務保証が減少しているということだが、先行取得した土地を市が

買い取っていることが要因か。 

 

■担当者 

要因としては、市が買い取り事業化する部分と購買、売却する部分の両方がある。 

 

■委員 

土地開発公社の財政状況は良くなっているのか。 

 

■担当者 

過去に債務保証が 400 億円あった時に比べると、現在は 70 億円を超えている程度なので、過

去との比較では、かなり減少している。ただ、あくまで過去との比較であり、標準的な財政規

模と比較すると、川口市、蕨市に続いて平成 23 年度決算では県内では３位ではあるが、さらに

健全化を進めるということで、今年度新たな計画を策定している。 

 

■委員 

市が買い取った土地はどのように使っているのか。 

 

■担当者 

例えば、健康福祉の杜の障害者施設の用地、公共施設用地、道路の拡幅等に伴う用地として、

事業化している。 

 

２）施策の進捗状況 

■委員長 

施策の進捗状況は何によって測っているのか。 

 

■担当者 

施策評価シートには、代表的な指標を掲げている。 

 

■委員長 
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一つ目の将来負担比率が目標値 64.5％に近づく見通しはどうか。 

 

■担当者 

ここ数年の状況として、施設の再整備が始まり、今後２～３年はこの数字が上昇傾向にある

とは見込んでいる。 

 

■委員長 

基金残高についてはどうか。目標値が徐々に減っているが、予定どおり進捗しているという

判断でよいのか。 

 

■担当者 

目標値の中では一番厳しい状況にある。他指標が達成している推移に比べ、基金残高は目標

値を下回っている状況にある。85 億円という目標を、平成 21 年度決算を基準にして設定した

が、その後のリーマンショックや扶助費の増加により、目標値には現在届いていない。今後も

厳しい状況が予想されるが、予算編成の中で基金の取り崩しを 小限に抑えながら基金残高を

維持できるように考えている。 

 

■委員長 

予想外のことが起き、予定通りでなかったということになる。 

 

■委員 

枠配分予算を行っているようだが、各部局が予算編成をし、財政課は予算編成に関与してい

ないということか。 

 

■担当者 

財政運営のＰＤＣＡサイクルの資料にある通り、経常経費、例えば生活保護費については対

象者が決まれば金額が自動的に決まるので、経常的な予算については枠配分の中で、単独事業

については行政評価に基づいて新陳代謝させながら枠の中で編成していく。一方、臨時的経費、

政策経費については、予算要求に基づき財政課が一件査定を行い、予算編成していく。 

 

■委員 

先の高齢者の施策について質問した時に、急激に事業費が伸びている事業があり、財政的に

もつのか心配という話をしたが、各部局の中で新陳代謝させながらやりくりし、予算に収める

というかたちでやっているのか。 

 

■担当者 

経常経費についても基本的枠組みがあるが、昨年度から、予算編成の全庁的な遡上にあげて、

見直しをしていこうということで、事務事業評価で課題が多い事業や、「Ｂ」や「Ｃ」の評価が

出ている事業については、現状と対応策を挙げ、市長査定の中でも報告し各部局が裁量権をも

ちつつ、見直しのきかっけづくりをしていく取り組みをしている。 
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■委員 

各部局が主体的に予算をつくるが、経常経費についても市長の査定や財務部の査定が入ると

いうことか。 

 

■担当者 

査定については、中心は政策経費だが経常経費の見直し状況についても、部長会議で報告し

指示を仰ぐ中で、予算編成としては一体として行っている。 

 

■担当者 

各部長がマネジメントして、経常経費も政策経費も内容を精査して抑えるようにしている。

コンサルタントへの外部委託ではなく自前でやるよう指示を出す部も出てきている。お金がな

い中で、そのような抑制とともに、総務部が中心となって給与削減を行っており、人件費を抑

制して浮いたお金を財政調整基金に積む努力も今年度行っている。区画整理事業については基

金がないということで抑制をかけて色々な手法で効率的に進めるようやっている。諸々を踏ま

え、今動き始めているところである。さらに全庁でお金を効率的に使えるか、考えていきたい。

 

■委員長 

確認だが、行政評価について「役割の低下した事業の廃止・縮小」とあるが、これが財政部

門の行政評価に対する認識であるのか、市全体の行政評価はこのようなことを狙っているのか。

コストカッティングのための評価なのか。評価すればするほど切られるのであれば評価しない、

というモラルハザードが起きる。量的削減ではなく、ニーズや問題解決手段として適当である

かという政策の質的な向上という面が見えず、その点は私の行政評価の認識と違うが、戸田市

ではこのような認識なのか。 

また、「施策内優先度」のＡＢＣは、どのように予算編成に活用しているのか。参考資料とし

て、積極的には見ないのか、重要なものについては資源配布していくというようなメリハリを

つけるために使われているのかどうか。 

 

■担当者 

事業の新陳代謝（スクラップ・アンド・ビルド）は、行政評価の活用の一つとして認識して

いる。また、見直しや事業の方向性を記載する中で、各事業の内容をいかに向上していくのか

を検討する際にも活用している。 

「施策内優先度」については、先程、事務事業評価結果に基づき事業をいくつかピックアッ

プして予算編成の俎上にあげていると話したが、その際にも評価結果や施策内優先度といった

ものを見ながら、対象事業を選定している。 

 

■委員長 

例えば、『施策内優先度が「Ｂ」から「Ａ」になれば資源配分が増える』、ということは行わ

れているのか。政策的な優先順位をつける議論は、どこでどのように行われているのか。 
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■担当者 

経常経費については、枠配分予算の中で議論している。新しい事業が加わってくる中で、使

えるお金の上限は決められている。各課が予算編成に際して、どこにどれだけ予算を充ててい

くのかという判断に当たっては、「施策内優先度」が活用されている。 

 

■委員 

各部署から上がってくる 100 くらいの事業を全て財政課で査定しているのか。 

 

■担当者 

財政運営ＰＤＣＡサイクルのチャートにある通り、政策的経費に関する事業を財務部で査定

している。査定は、臨時的なものや新規のものが中心となる。 

 

■委員 

製造業では「部品の共通化」ということが行われており、機能が満足すれば共通化して使っ

ている。各部局では判断しにくいと思うが、事務用品などを共通化させるといったことは行っ

ているのか。 

 

■担当者 

事務用品については入札検査課で一括管理している。一括入札をして単価を決めて、どの部

署でも同じ単価で購入できるシステムになっている。 

 

■委員 

役所は縦割り意識が強いというイメージがあるが、「横割り意識」で、財務部が指導していく

ことが必要ではないか。例えば、各部署で行われている外部委託について、総費用の何％を上

限とするなど、財務部で一定の歯止めをかけることはしているか。 

 

■担当者 

予算ヒアリングで、委託の内容を聴き、内部でできるのではないかといったやりとりを行う

中で指導等は行っている。専門的な部分については、法令に従って行う業務もあるので、具体

的には立ち入れない部分もあるが、市の共通業務については指導等をしている。 

 

■委員 

大変甘いと思う。総費用の１割以下など、数字を提示する必要があると思うがいかがか。 

 

■担当者 

参考にしたい。ヒアリングの際には、業務の内容をみながら考えたい。 

 

■担当者 

委託の主なものとして、予防接種、がん検診など保健業務的なもの、資源回収、施設管理、

電子計算業務など、専門性の高いものを中心に行っているので、できる限り適正な範囲で行わ
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れているのではないかと考えている。 

 

■委員長 

調べると様々なケースがでてくると思うが、外部委託のガイドライン的なものは持っていな

いということか。 

 

■担当者 

今はない。経常経費の中では、一律マイナスシーリングはかけている。 

 

■委員 

数字的な指導をする予定はないか。 

 

■担当者 

アウトソーシングの内容は各部局で異なるため、一律で数値を示すことは研究が必要と感じ

る。 

 

■委員長 

外部委託の内容によって内部でできるものとできないものがあるとは思うが、小さく切って

いくというよりは、全体のマネジメントをするのが官房系の部署の役割なので、研究に値する

のではないか。 

 

■副委員長 

予算編成のプロセスがどのように進行しているのか、説明してほしい。予算の編成調書や各

種の情報集約するシートに、物理的に評価結果を書き込む欄はあるのか。 

 

■担当者 

予算編成方針は、作成した直後にホームページに掲載している。また、予算ができた時点で、

予算の概要をホームページに掲載している。補正予算についてもホームページで公開している。

評価の結果については、事務事業評価の結果が、見積書のシートに連動して反映するようにな

っていて、予算要求書でも事務事業評価の結果を確認しながら予算編成を行うことができるシ

ステム上の連携はとっている。 

 

■委員 

今年度から施設管理を行う課ができたということだが、優先度の判断をするときに、新しい

会計に基づく固定資産台帳や公有財産台帳をベースにしているのか。 

 

■担当者 

固定資産台帳、公有財産台帳を始め、以前に行った施設別状況調査を総合的に活用し、判断

している。 
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■担当者 

修繕・建替えのシステムは今年度でき、公有財産台帳は既にある。これから正にやっていこ

うとしている。 

 

■委員 

公有財産台帳には取得原価が記載されているのか、時価が記載されているのか。 

 

■担当者 

取得価額である。 

 

３）資源の方向性 

■委員 

平成 24 年度健全化判断比率についてだが、四つの指標を見ると、戸田市の状況はよいので

はないかと安心してしまう。一方、ヒアリングを行った福祉部の話を聴くと、歳出が大きく増

えることが予想され、将来が厳しいと感じる。現在は黒字体質だが、あっという間に赤字体質

になる可能性がある。財政課としてはシミュレーションし、市民にある程度は知らしめる必要

があるのではないか。この資料では安心してしまうのではないか。 

 

■担当者 

市民向けの資料として、今後の不安材料についても財政公表の中に織り込んでいく予定とな

っている。財政計画を予算編成前に作成しているが、厳しい状況になるといった今後５年間の

見込みは示しているので、市の財政状況の厳しさについても市民向けに客観性をもって公表し

ていきたいと考えている。 

 

■委員 

市民に不安材料をある程度示し、意識を喚起していく必要はあると思う。厳しくなる財政状

況に対応していくためにはどうしたらよいか、といった市民への投げかけも必要になるのでは

ないか。財政課だけではなく、政策秘書室や広報等を利用してアイディアを出してもらうこと

が必要ではないか。市民を広く集めて行う会議等も財政部だけでは動ききれないと思う。ただ、

私は戸田市の財務省である財政課にはかなり力があると感じている。 

 

■委員 

予算編成事業の事務事業評価の結果の欄をみると、唯一、「事業手法」に「Ｃ」がついている。

判断理由に、枠配分の積算方法の見直しが必要とあるが、今後改善される見込みはあるのか。

 

■担当者 

改善の余地があるであろうということで「Ｃ」と評価している。今年度の算定についても、

新しい調査も加え、精度を高める工夫はしている。予算編成全体については、今後改善の余地

があるので、より良いものにしていきたいという思いも込めて「Ｃ」と評価している。 
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■委員長 

「わかりやすい予算書」が全国の自治体に広がっている。ゼミで事例を収集して研究してい

るが、いいものをつくってもどのように伝えていくかのハードルが高い。予算編成の公開とい

うことについては、戸田市のオリジナリティある取り組みを期待したい。 

 

４）その他 

 なし 

  


