
松阪市中期財政見通し
（平成20年度～平成24年度）

平成19年2月
松　阪　市



１.策定の目的

・

・

・財政に関する情報を幅広く提供し、財政運営への理解を深める。

２.見通しの期間

・平成20年度から平成24年度までの５か年とする。

３.財政見通しの策定

・

※

・

・行財政制度は、現行制度に変更がないものとする。

・財政収支の見込みは、別紙のとおりとする。

・財政調整である財政調整基金の取り崩しと繰越金は、算定から除外する。

・

４.その他

・この中期財政見通しは、現行の行財政制度により策定したものであり、今後、地方

財政を取り巻く環境が変化していく中で、財政状況が大きく変わることも予想され

る。また、将来の予算編成を拘束するものではない。

財政見通しについては、過去の統計資料等を基に推計するため、普通会計による見

通しとする。

中期財政収支の見通しをたて、これをもとに将来における問題点を捉え、財政運営

の健全性を確保するため、今後の対応策を検討していく。

普通会計とは、一般会計を中心とし、公営企業以外の会計について会計間の重複額など

を除いて合算したもの。松阪市では、一般会計・住宅新築資金等貸付事業特別会計・

ケーブルシステム事業特別会計を合わせたものをいう。

投資的経費については、歳入から歳出の義務的経費及びその他経費を差し引いたも

のとする。

中期的な視点から、総合計画で定めていく施策・事業の選択など、これらの後年度

負担等を明らかにするとともに、財政的視点から基本計画を補完し、実効性を高め

る。

見通し期間中の経済成長率は、国の経済見通し（平成19年1月25日閣議決定）による

2.2％(名目)として試算する。
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松阪市中期財政見通し（普通会計） 2007/2 作成

(単位:百万円)

19年度(予算) 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

38,722 38,708 38,772 38,852 38,949 39,062 

21,955 22,173 22,396 22,623 22,856 23,094 

11,750 11,484 11,290 11,107 10,935 10,773 

5,017 5,051 5,086 5,122 5,158 5,195 

8,071 8,281 8,372 8,397 8,425 8,451 

2,929 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

2,521 2,749 2,748 2,749 2,747 2,748 

52,243 53,738 53,892 53,998 54,121 54,261 

26,922 27,175 27,344 26,978 26,971 27,446 

11,314 11,431 11,384 10,836 10,615 11,063 

8,874 9,140 9,414 9,697 9,988 10,287 

6,734 6,604 6,546 6,445 6,368 6,096 

3,336 4,794 4,574 4,693 4,445 3,829 

21,985 21,769 21,974 22,327 22,705 22,986 

52,243 53,738 53,892 53,998 54,121 54,261 

○収支見通し

＊通常分＊ ＊特定分＊

【歳入】

 一 般 財 源

 市　　税 市民税以外当該年度予算と同額 市民税について経済見通しとする

 地方交付税 普 通 特定分を除いた伸び率△4.0％ 元利償還算入分

特 別 伸び率△4.0％

 そ の 他 原則、当該年度予算と同額

 国・県支出金 原則、当該年度予算と同額 将来見込めるもの

 地　 方　 債

 その他の特定財源等 原則、当該年度予算と同額（分担金及び負担金、使用料及び手数料など）

*財政調整基金の取り崩しは算定から除外

*繰越金は算定から除外

【歳出】

 義 務 的 経 費

 人　件　費 退職金の見込

 扶　助　費 伸び率3.0％

 公　債　費 現在高による償還額

 投 資 的 経 費 *歳入合計から歳出の義務的経費とその他経費を差し引いたものとする

 そ の 他 経 費 将来見込めるもの

区 分

義 務 的 経 費

区  分

歳

出

地 方 債

その他の特定財 源等

そ の 他 経 費

一 般 財 源

歳

入

　公　　債　　費

投 資 的 経 費

借入見込による償還額(借入利率1.8%)

合  　　　　計

臨時財政対策債を含む

借入額を40億円とする

定員管理適正化計画の伸び率△1.5％

原則、当該年度予算と同額
（物件費、補助費等、繰出金など）

　扶　　助　　費

　人　　件　　費

　市　　　　　税

　地 方 交 付 税

　そ　　の　　他

合  　　　　計

国 ･ 県 支 出 金
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◎財政指標

15年度 16年度 17年度

85.1 90.2 87.0

(87.1) (90.3) (89.2)

0.604 0.610 0.630

(0.703) (0.683) (0.695)

15.9 14.8 16.0

(15.3) (15.1) (15.3)

◎起債残高見込み (単位:百万円)

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

60,119 58,925 57,522 56,166 54,835 53,245 

2,993 2,941 2,804 2,856 2,901 2,828 

67,712 68,681 69,060 69,449 69,766 70,020 

130,824 130,547 129,386 128,471 127,502 126,093 

◎財政収支の見通しにおける課題等

<参考> (単位:百万円)

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

825 1,104 1,217 826 760 1,361 

国民健康保険繰出金 1,165 1,208 1,254 1,301 1,352 1,405 

老人保健繰出金 1,051 1,509 1,649 1,719 1,792 1,860 

1,658 1,758 1,819 1,900 1,974 2,047 

2,649 2,850 3,105 3,208 3,374 3,510 

※老人保健繰出金は後期高齢医療特別会計への移行分を含む

○歳入の確保

　・市税等の収納対策の強化 ・使用料･手数料等の受益者負担の適正化

　・計画的な基金積立 ・未利用地の処分活用

　・有料広告等の新たな財源確保

　など

○歳出の抑制と適正化

　・職員数・職員給与の適正化 ・経費全般についての節減・合理化

　・民間委託等の推進 ・公共事業の平準化とコスト縮減

　・公債費の抑制 ・行政評価システム(成果)に基づく事業の選択

　・松阪市入札制度の推進

　など

計

会計別

公共下水道繰出金

一般会計

◆

企業会計

特別会計

介護保険繰出金

経済見通しによる市税の増加を見込むものの、新型交付税の導入をはじめとする地方交付税改革

の推進により地方交付税は今後減少が続くものと見込まれており、一般財源等の伸びは期待でき

ず、反面、高齢化の進展等に伴う社会保障関連経費（扶助費・繰出金）の増加や、団塊の世代に

よる退職金の増加、さらには公共下水道整備事業の進捗に伴う繰出金の増加など歳入の伸びを上

回る財政需要が見込まれ、財政を益々圧迫し、厳しい財政運営を強いられることが予想される。

そのため、職員削減をはじめとする行財政改革の効果を早期に発揮するとともに、事務事業や受

益者負担のあり方などをゼロから見直し、将来にわたり持続可能な財政構造の転換を図らなけれ

ばならない。

今後、財政運営の健全性を確保するための方策として、計画の着実な実行はもとより中長期
的な視野に立ち、下記の方策についてさらに検討し、取り組んでいく。

◆

区 分

退職金

　※下段( )は県下の平均、また平成15年度の財政指標は新市として試算

今後の見通し

少子･高齢化の進展等による社会保障関連経費や団塊世代によ
る退職金が増加する傾向にあるが、今後、行財政改革の推進
等により、現状維持ないし微増にとどまる見込みである

区分

経常収支比率

財政力指数

公債費負担比率

景気が回復傾向にあることから、現状維持ないし上昇傾向に
ある

公債費のピーク時期が過ぎたことと、借入の抑制により、
15％以内になる見込である
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用語 説明

地方交付税

　全国の地方公共団体間の財政的な不均衡を調整して、どの地域に住む住民
にも標準的な行政サービスや基本的な社会資本が提供できるように財源を保
障する制度で、地方の固有財源である。
　地方交付税は、財政力に応じて配分される「普通交付税」(配分総額の９
４％)と、災害等の特殊な財政事情により配分される「特別交付税」(６％)に
分かれる。

国庫（県）支出金
　国（県）が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の
奨励又は財政援助のための補助金等。

繰入金 他会計や基金から繰り入れられた収入。

地方債
　市の長期借入金のこと。原則的には、道路、河川などの土木施設や学校等
の建設の財源としてのみ発行が許される。

臨時財政対策債
　地方財政の財源不足を補てんするために発行が認められた地方債で、本
来、普通交付税として国から交付されるべきものが地方債に振り替わったも
の。

財政調整基金
　地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長
期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、財源に余裕のある年度に
積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用するもの。

繰越金 　決算上の余剰金で翌年度の歳入に編入された金額。

物件費
　消費的性質の経費を総称していい、賃金、旅費、消耗品費、燃料費、光熱
水費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料などがこれに該当す
る。

扶助費

　社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法の法令
に基づいて、社会的弱者に対する援助として支出される経費。生活困窮者に
対する生活保護費や児童養護施設、保育所に対する措置費、児童手当等がこ
れにあたる。

補助費等 　各種団体に対する補助金、加入団体に対する負担金等。

投資的経費
　道路、公園、学校等公共施設の建設のように、資本形成やストックの増加
につながる経費。

繰出金
　一般会計と特別会計または特別会計相互間で、歳入の不足を補うため支出
される経費。

公債費 　地方債（借入金）の元利償還金及び一時借入金の支払いに要する経費。

経常収支比率
　経常一般財源に占める経常経費充当一般財源の割合で、財政構造の弾力性
を測定する指標｡（高い比率ほど財政運営は硬直する）

財政力指数

　財政基盤の強さを表わすもので、積極的な行政活動を行うのに必要な財源
をどれくらい自力で調達できるかを判定する。数値が高いほど財政力が強
く、１以上の地方公共団は普通交付税の不交付団体となり１未満は交付団体
となる｡

公債費負担比率
　一般財源総額に占める公債費充当一般財源の割合で、財政構造の弾力性を
みるための指標｡（一般的には15％以上警戒ライン、20％以上危険ライン）

◆ 用語説明 ◆
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