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(別紙１) 

予 算 編 成 留 意 事 項 
 

 

１ 一般事項 

 
平成31年２月にとりまとめた「財政健全化に向けた取組み」を確実に実行するため

全庁が一丸となって取り組まなくてはならない。 

また、令和２年度当初予算も、通年予算として編成するので、当初予算で留保した

もの、制度改正に伴うもの、災害、緊急等真にやむを得ないもの以外は、年度途中の

補正は一切認めないので留意されたい。また、議会答弁や議会からの意見、ＰＤＣＡ

を意識するなど、行政の継続性や事業の必要性等に十分留意すること。 

 

≪特記事項≫ 

○みやづビジョン2011や宮津市まち･ひと･しごと創生総合戦略の推進に当たって

は、市民協働(役割分担)が不可欠であり、アクションプログラムに定める｢年次

工程｣などを明確にした上で事業化すること。 

特に、新規事業については、令和２年度がみやづビジョン2011の最終年度とな

るとの認識のもと、その｢必要性｣｢民間との役割分担｣｢効果｣等を明確にするとと

もに、既存事業(特に、期待される成果を上げていないもの、事業進捗が進んで

いないもの)の統合･再編を検討した上で要求すること。 

 

○財政健全化の取組の継続としていくため、全事務事業について目的・必要性・効

果・効率性・実施期間等、徹底的に検討・見直しを行い、事務事業の廃止・合理

化・費用対効果の高い手法の積極的導入など、行政コストの更なる節減を図った

上で要求すること。 

 

○「市長重点枠」の財源確保を図るため、各部局においては、既存事業の廃止、休

止若しくは増収対策等により、現在の財政見通しにおける所要一般財源に対して

１％削減を行った上で要求すること。 

 

 

２ 歳入に関する事項 

 
 自主財源の根幹をなす市税等一般財源の確保に最大限努力するとともに、国・府支

出金等の特定財源について、これまで以上に補助金・交付金制度等を熟知し、その確

保に努めること。また、受益者負担の見直しなどを着実に実施するとともに、それ以

外にも増収策の検討に不断に取り組むこと。 

なお、不確定な財源の計上等歳入の過大な見積りは、財政運営に支障をきたすこと

になるので、厳に慎むこと。 

 

（１）市税  

本市の経済情勢等可能な限りその動向を把握し、的確な年間収入見込額を計上す

ること。また、課税強化と収納対策の強化による徴収率向上を図ること。 
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（２）使用料・手数料 

適正な受益者負担のあり方を検討する手法として、原価積上げ方式による料金見

直しを全庁的に進めることとしており、この作業は令和２年度も引き続き行う予定

であり、令和2年度当初予算への反映は行わない。ただし、こうした全庁的な流れ

とは別での個別の料金見直しも適宜行うこと。特に、原価積上げ方式が適さないも

のについては個別に検討を行うこと。 

 

（３）国・府支出金 

国・府の予算編成の動向に十分留意し、安易に従来の制度によることなく、事業

の要否、組立等の検討を行った上で計上すること。（安易に要望した額を計上する

ことなく、過去の実績等を勘案の上、堅実に見積もること。） 

 

（４）財産収入 

公有財産、物品等について、今後使用目的のないものはインターネット公売等に

より売却を行い、従来にも増して財源の確保につなげること。 

 

（５）市債 

安易に市債を財源とすることは厳に慎み、財源とする場合には、事業年度を再検

討するとともに真に必要なものを厳選した上で、交付税措置、借入条件等を勘案の

上、最大限有利なものを活用すること。 

なお、令和元年12月公表の財政見通しにおいては13億44百万円を市債発行額と見

込んでいるが、やむを得ない場合を除き、この額を発行限度額とする。 

 

（６）その他 

広報誌や文書送付用封筒、ホームページへの有料広告の掲載について、その

対象物の拡大(ごみ袋、バス等公用車、観光案内板、交通安全施設等)に向け、幅

広く検討すること。 

また、市有財産の有効活用(行政財産の目的外使用、普通財産の活用)を進めるこ

と。 

なお、次の歳入は、要求の際、特定財源とせず一般財源とすること。(財源充当

は企画財政部財政課で実施予定) 

・ 基金繰入金 

・きょうと地域連携交付金(旧 市町村未来づくり交付金) 

 

 

３ 歳出に関する事項 

 
時代の趨勢や市民ニーズを踏まえた見直しをさらに進めることにより、市有施設の

譲渡や統廃合、施策･事務事業の厳選や休廃止、所管を越えた総合的施策への組替え

を行うとともに、宮津市まち･ひと･しごと創生総合戦略の５つの政策パッケージに係

る施策に対して、真に必要なもののみに限られた財源を重点配分することとする。 
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（１） 事務事業全般の精査 

 現行事務事業について、概ね目的を達成したもの、社会経済情勢の変化により継

続意義が薄れたもの、慣習上からの継続となっているもの、事業効果が乏しいもの、

零細なもの等については、国庫補助事業、単独事業の別を問わず、休廃止(又は縮

小)を原則とし、継続しようとするものについては、統合・重点化、終期の設定(サ

ンセット方式)等、事業の効率化並びに市民協働の視点からも必ず見直しを行うこ

と。 

 

（２） 予算管理等の簡素化(予算の集約化) 

 令和元年度当初予算より在庫物品、各課振替を行って支出する費目(コピー使用

料･車両燃料費･封筒代･郵送料･有料道路通行料)については、一般管理事務経費に

集約することで一元管理することとしたところ。 

また、新たな集約対象経費として「車両管理経費(車検等経費、車両修繕経費、

車両リース料)」及び「旅費(普通旅費)」の追加を検討しているところ。 

これらの集約対象経費の予算要求方法については、別紙２のとおりとするので、

これを確認した上での要求とすること。 

 

（３） 補助金等の整理合理化 

補助金等について、次の視点で引き続き見直しを行い、その縮減を図ること。 

ア 行政の守備範囲、経費負担のあり方、行政効果等を精査した上での廃止、統 

合等抜本的な整理・合理化 

イ 終期の設定や不断の見直しを行うとともに削減計画の策定による計画的な 

抑制。 

また、補助制度等の新設は原則として認めないが、真にやむを得ない場合に 

は、既存の補助金等の整理が図られていること。 

ウ 補助金等に係る事務の簡素化 

 

（４） 施設管理 

各部所管施設について、今後のあり方を根本的に見直し、利活用状況や必要性を

十分精査すること。 

また、存続するものについても、改修･修繕に関して公共施設マネジメントの観

点で検証し、公共施設の整備内容を最適化していくこと。 

 

（５）任意協議会に対する負担金の見直し 

市が構成団体として参画している任意協議会について、活動が形骸化しているも

の、多額の繰越金が発生しているものなどが散見される。 

要求にあたっては、活動内容等を充分検証し、事務の簡素合理化の観点も踏まえ、

必要に応じて（存廃も含めた）協議会のあり方、繰越金の活用等による負担金の見

直し等について、構成市町と協議を行うこと。 

また、直近（平成30年度）の活動状況及び決算収支が分かる資料を添付すること。 

 

（６）その他 

ア 報酬等 

人員数を見直すとともに効率的な会議開催に努めること。 
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令和元年度より、嘱託職員･臨時職員は会計年度任用職員となることから取

扱に留意すること。会計年度任用職員に係る経費は、01節:報酬(1050細々節：

会計年度任用職員報酬)、03節:職員手当等(10400細々節：会計年度任用職員期

末手当)、9節:旅費(1030細々節:会計年度任用職員通勤手当)で計上し、その計

上方法額は別途職員係からの通知によること。なお、任用期間に応じた昇給が

あることから、財務会計システムの積算内訳(報酬)に、現行職員の継続か新規

の別を入力すること。併せて、月額支給職員の場合、週の勤務時間数を記入す

ること。 

イ 旅費 

公共交通利用を原則とするが｢市外出張時の公用車使用要件の緩和について 

(通知)｣(平成31年4月8日付け総務部長通知)を踏まえ対応すること。 

また、事業遂行上特に必要なものを除き、近畿圏外で開催される協議会、研

修会、大会等への出張旅費は認めない。 

ウ 需用費 

物品の部内・課内管理等を徹底し、安易に購入しないこと。 (循環型使用を

徹底し、必要最小限の額を見積もること。) 

修繕料は、小規模で、かつ、事業内容が原状回復に該当するものとすること。 

食糧費は、市民の信頼を損なうことのないよう、その財源が公金であること

を強く認識し、厳正に精査して見積もること。 

エ 備品購入費 

原則として認めない。 

オ その他 

・自賠責保険料、自動車重量税、印刷室において使用する諸経費、複写機に

要する経費(原則カラーコピーは不可)及び通信運搬費については、従前の

例により計上すること。 

・行政コスト意識を持って、次のようなものに係る経費(内部的経費)の節減を

図ること。 

①紙使用の事務文書 

文書の電子化によるペーパーレス化、使用済ペーパーの裏面使用等

により紙使用量の削減を図ること。 

②広報等印刷物 

効果等を十分精査の上、廃止・統合(縮小)を図ることにより経費の

削減に努めるとともに、広告掲載等により収入の確保に努めること。

また、各種案内状、パンフレット等の印刷についても､慣習にとらわれ

ることなく必要性や配布部数等を精査すること。 

③新聞、雑誌、書籍等の購入 

新聞、雑誌、書籍等の購入については、全庁的に利用方法に工夫を

加え、経費の節減につなげること。 

・補助事業に伴う事務費についても、事業実施のため真に必要な経費のみを

計上すること。 
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４ 特別会計、公営企業会計 

 
 資金不足比率が｢地方公共団体の財政の健全化に関する法律｣に基づく基準に抵

触することのないよう、また、経営改革を進めていくため、業務運営の合理化・効

率化を徹底し、独立採算の堅持を第一義として、一般会計に準じて見積もること。 

 

 

５ 予算見積書等の提出について 

 
歳出予算のシステム入力に際しては、経常的事業は｢経常｣、政策的･投資的事業は

｢臨時｣で入力すること。 

予算見積書等は所定の様式により作成し、部長等決裁の上、必要な参考資料を厳選

し、事業ごとに添付して提出すること。(必ず使用済ペーパーの裏面使用によること。) 

なお、今回より、予算要求内容については１月上旬にホームページを通じて公表す

る予定である点を踏まえ、より一層、期限厳守、要求内容の精査に努められたい。 

 

・ 提出書類 

［経常的事業］ 

①歳入歳出予算額一覧(財務会計システムから出力したもの) 

②歳入歳出予算見積書(財務会計システムから出力したもの) 

③H30決算事業等説明資料、H31当初･補正予算事業等説明資料(既存のもの) 

④その他参考資料(事業内容説明資料、図面等参考となる資料) 

     ［政策的･投資的事業］ 

①歳入歳出予算額一覧(財務会計システムから出力したもの) 

②歳入歳出予算見積書(財務会計システムから出力したもの) 

③H30決算事業等説明資料、H31当初･補正予算事業等説明資料(既存のもの) 

④令和2年度当初予算事業等説明資料案(必要項目について作成) 

⑤参考資料(事業内容説明資料、図面等参考となる資料) 

 

   ・提出部数  ２部 

 

   ・提出期限  経常的事業      令和元年12月13日(金) 

          政策的･投資的事業     令和元年12月26日(木) 

※期限厳守のこと 

 



（別紙２） 

予算の集約化について 

 

◆令和元年度から引き続き対象とするもの 

在庫物品 ①在庫物品(文房具)の一覧表に記載のもの。 

ただし、トイレットペーパーは除く 

各課振替を

行って支出

する費目 

 

②需用費消耗品費のうち、コピー使用料（用紙代含む） 

※行政係で支払いをしていないものは対象外 

・設計図書用デジタル複写機コピー料（水産業事務事業） 

・設計図書用複写機コピー料（道路新設改良事業･地籍調査事業） 

・各課で契約の上、直接支払いをしているもの（防災活動事業、小中学校

管理運営事業、小中学校教育振興事業、幼稚園教育振興事業、公民館管

理運営事業、図書館管理運営事業など） 

③需用費燃料費のうち、車両燃料費 

※管財契約係で一括支払いをしていないものは対象外 

④需用費印刷製本費のうち、封筒代 

※行政係で支払いをしている定型の封筒のみ。 

※税務課で取りまとめ、振替をしている電算用納付書印刷費等は対象外 

⑤役務費通信運搬費のうち、郵送料（切手代等含む） 

※行政係で支払いをしていないものは対象外（小中学校管理運営事業等） 

⑥使用料及び賃借料のうち、有料道路通行料 

※特定財源の充当対象となるものは除く 

※特別会計は集約していない。 

 

 

＊予算要求方法 

令和元年度で既に集約をしていることから、財務会計システムへの入力は不

要。(特定財源の対象となるもの等、集約しないものは従来どおり財務会計シ

ステムへ入力して要求) 

財務会計システムへの入力に替えて、課単位で、令和元年度当初予算から比

較して増減要因があるものを別紙３「集約済予算の増減事項調書」に取りまと

めて報告する。 

※ 少額なもの（数千円程度）の増減は不用。「市民アンケートの実施によ

り郵送料○○○千円の増」などの予想し得るものを報告する。 

 

  



 

◆令和２年度から新たに対象とするもの 

車両管理経

費 

①車検等経費、車両修繕経費 

②車両リース料 

 使用者が限定されるもの(地域おこし協力隊配置車両、消防車両、スクー

ルバス、福祉･教育バス、除雪車等)、短期間のリース(イベント等に伴う車

両借上げ料等)、大規模修繕は除く 

普通旅費 ③職員の出張旅費 

事業に関連が深い旅費（北前船、湾クラブを想定)は除く 

※特定財源の充当対象となるものは除く 

 

 

＊予算要求方法 

該当するものは、専用の細々節を設定したので、そこで要求する。 

 節 細節 細々節 

① 11需用費 0060修繕料 
0030自動車修繕等(集約) 

※集約以外の 0020 を創設 

② 
14使用料及び

賃借料 
0010使用料及び賃借料 

0050車両リース料(集約) 

※集約以外は 0040 を使用 

③ 9旅費   
10普通旅費(集約) 

※集約以外の 0020 を創設 

※ 特定財源の充当対象となるものは、財務会計の積算根拠を入力する際、頭に

【特財】と付すこと。 

※ 特別会計は集約しないが、要求の細々節は集約対象の節を使用する。 

 

 

 


