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平成２７年度予算案をホームページで公表

来年度一般会計当初予算案は 304 億 9,100 万円
（前年度当初比プラス 21 億 2,500 万円、7.5％増）
■予算案をホームページで公開
…以前、このレポートでもお伝えしましたが、平成 27
年度予算案の作成において、市では初めて一般会計の
予算編成過程について、ホームページで公表しました。
そして、２月下旬には最終的な予算案をホームページ
に掲載するという予定通り、この度、来年度の当初予
算案を公表。予算概要、予算案などがホームページで
閲覧できます。
…市では、11 月初旬に各部・課の事務事業に係る見積
額を取りまとめ、11 月中旬から 12 月下旬に、企画財政
部による予算見積額等の調整を行っています。そして、
1 月上旬から中旬において、市長による予算見積内容等
の査定を実施。また、この時期に発表される国や東京
都の予算に関連する事項についての予算内容の調整も
行っています。
…各部・課から出された見積額の集計時点＝調整をさ
れない状態では、一般会計予算の見積額では約 12 億
6,800 万円の財源不足が生じていた来年度当初予算で
したが、最初の企画財政部による調整で歳入では約 4
億 500 万円の増額調整を、歳出では約 3 億 5,300 万円
の減額調整を行い、平成 26 年 12 月 26 日時点では、財
源不足は約 5 億 1,000 万円まで減少され、その後、最
終的な予算案が確定。２月２４日から開会される平成
２７年第１回市議会定例会で最終的な予算案が議案と
され、予算特別委員会でその内容が審議されます。
（歳出予算案の調整過程の概要は裏面を参照）

■昨年度当初予算案より 21 億 2,500 万円増
予算編成基本方針は？
…予算編成には基本方針があり、予算概要の一番最初
に書かれています。この基本方針も「全般事項」
「歳入」
「歳出」と分かれていますが、今年の全般事項につい
ては、
（１）については昨年度あった「その過程の透明
性を確保することにより」という文言を削除。
（２）に
ついては、昨年は「社会情勢を見通す中、費用対効果
の分析等により事業を選択し…」とされていた部分が
「新規施策の実施に当たっては、社会情勢等を見通す
中、その効果等を検討し…」とされていました。また、
（３）については昨年度の基本方針と同じです。
…これらの文言の変化の背景には市の考え方や現状の
影響があると考えられます。特に「費用対効果」を「効
果」と書き換えた部分については、
「費用対効果」以外
の効果の検討方法などについて具体的な方法を予算特
別委員会で確認をしたいと思いました。

【H27 年度 予算編成基本方針：全般的事項】
（１） 開かれた市政の実現のため、施策の形成や課題の対
応に当たっては、情報公開と説明責任の徹底を図り、市民の
理解と信頼を得ること。
（２） 持続可能な市政の実現のため、新規施策の実施に当
たっては、社会情勢等を見通す中、その効果等を検討し、
「東大和市実施計画」における主要事業など取り組むべき課
題に集中すること。
（３） 「東大和市行政改革大綱」に基づき、全職員が歳入の
確保に取り組むとともに、効率的かつ効果的な事務事業の実
施に努めること。

■各家庭が一年間に市に納める税金の額は
…予算をわかりやすく説明するために、市では「市民
税・個人」を１月１日現在の世帯数で割った額で表し、
それがどのように使われるのかを額とパーセンテージ
で出しています。今年度の当初予算案では「各家庭が一
年間に市に収める税金の額」は 13 万 6000 円でしたが、
来年度当初予算案では 2000 円マイナスの 13 万 4000
円。全体の予算規模は大きくなりましたが、来年度予算
の「市民税・個人」の見積予算額は約 50 億 5279 万円
で、昨年よりもマイナス 191 万 2000 円。さらに、世帯
数が 37,108 世帯から 37,742 世帯に増えたことでこの
ような平均値に。個人の市民税は、前年 １年間の給与、
商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料などの所得
に対して課される税です。この予算案の見積もりから
は、平成 25 年より、平成 26 年の方が市民の所得が減少
したと見積もっている事が窺えます。

■注目の新規事業も
…平成 27 度の一般会計と 5 つの特別会計を合わせた予
算案の総額は、510 億 173 万 6 千円です。一般会計の予
算編成については、「住みよい、活気あるまちづくり」、
「環境にやさしいまちづくり」、
「福祉の行き渡ったまち
づくり」「地域力・教育力の向上」等を図る施策につい
て優先的に取り組む内容としたとのこと。それぞれのテ
ーマについては様々な新たな事業が挙げられています。
例えば市民の利便性向上のため、コンビニエンスストア
での住民票等交付システムの導入、地域の公園の特色化
と長寿命化への着手、街路灯の LED 化などの新規事業
が計上されています。
…また、ルートが変更された『ちょこバス』の予算につ
いては新車両購入費約 2000 万円、赤字補填については
説明会では倍増も予測されるとされていましたが、
（裏面に続く）

予算案では例年とほぼ同額の約 4500 万円の予算案と
なっていました。これについては、どのように見積も
ったのかの確認が必要だと思います。

■来年度の東大和市は
…毎年、第１回市議会定例会の初日には、市長の施政
方針表明が行われます。予算特別委員会では、具体的
な予算の内容を審議するとともに、市長の施政方針と
の整合性も確認していきたいと思います。

…来年度は市役所本庁舎などの耐震補強等工事費約３
億７500 万円、
（仮称）総合福祉センターの平成 28 年 4
月の開設予定にあたり、運営する法人に対する施設整
備費等補助金 1 億 5000 万円、新学校給食センターの建
設等に係る経費約 11 億 6100 万円と高額の新規予算も
計上されています。財政が厳しくても「やらなければ
ならないこと」と「適切な時期」があります。市民が
求めているのは「納得感」だと思います。予算特別委
員会では、その予算案の背景や事業の必要性などを丁
寧に確認したいと思います。

■平成２７年度一般会計歳出予算（案）の編成過程

【歳出】
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（単位：千円）
平成２７年度
当初見積り額
①

名

議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林業費
商工費
土木費
消防費
教育費
公債費
諸支出金
予備費
歳

出 合

計

見積調整額
②

見積査定等額
③

平成２７年度
予算額
①+②+③

325,215
3,182,198
15,931,194
2,364,166
3,020
53,820
127,931
1,964,091
1,124,851
3,888,253
1,563,686
1,121
30,000

13,237
△ 140,295
△ 111,616
△ 35,852
0
△ 843
△ 8,186
△ 200,021
△ 11,859
146,761
0
0
0

△ 700
△ 56,894
270,179
29,359
0
△ 355
1,383
15,067
0
22,576
△ 487
0
0

337,752
2,985,009
16,089,757
2,357,673
3,020
52,622
121,128
1,779,137
1,112,992
4,057,590
1,563,199
1,121
30,000

30,559,546

△ 348,674

280,128

30,491,000

（備考）
１

「平成２７年度当初見積額①」は、11 月初旬に財政課に提出された各部・課の事務事業に係る見積書の金額。

２
３

「見積調整額②」は、提出された見積書を 11 月中旬から 12 月下旬にかけて企画財政部が調整した額。
「見積査定等額③」は、1 月上旬から中旬に行われた市長による査定額と、国や東京都予算との関連事項を調
整した額。

４

「平成２７年度予算額①+②+③」は、当初の見積額に対し調整や査定等を経た最終的な予算額。
市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。駅前で配布するレポートは毎回、最新号です。

「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」
【プロフィール】
１９７０年 東京都北区生まれ。／父の転勤で１歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダーシップを発揮し、小学
校で児童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、卒業。／卒業後は群馬の山
奥の小学校で臨時教諭として担任を２年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」として保護者・生徒から親し
まれた。／「学校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワーク（※スーパーマーケットを
経営。店頭公開から一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に異動、同社で初の女性店長となる。
その後、人材開発部長を拝命。／『人を活かす』経営を学ぶため一念発起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然と
した不安感じる。帰国後は、不動産投資会社にて企画業務、税理士対応、広報などに従事。２０１１年４月、初当選。
顔の見える議員として、日々奮闘中。
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