
平成26年度の財政収支見通しでは、普通交付税が一本算定となる平成33年度には交付税が

24.2億円減となることが見込まれ、また同時に、財政調整基金を全て取り崩しても、財源が不

足すると試算された。

このため、普通交付税の一本算定後も持続可能な財政運営を目指して、中長期的な視点に

立った財政計画を策定し、歳入確保、歳出抑制等の徹底により、健全な財政構造の確立を図る。

計画策定の目的

平成28年度から平成34年度までの７年間とする。

⑴ 目標の設定

①この計画の成果指標及び目標値は「伊達市行財

政改革指針実行計画」(H27～30)と共有する。

②計画最終年度の財源不足対策の具体的数値目標

は設けず、１年毎のローリング方式により新年度

の予算編成に合わせて年度毎に目標を示すことと

する。

【理由】

・国が進めている交付税算定見直しにより、一本算

定の影響額が毎年変動する見込みであり、計画最終

年度の目標を設定することは困難であるため。

⑵ 見直しの時期

大きな情勢変化があった場合は、最終年度を待たず

に計画の見直しを行うこととする。

財政力指数 0.39  （県内市町村平均(H26:0.44)を下回っている状態）

経常収支比率 87.2%   （震災以降、上昇傾向。弾力性に欠ける状態）

実質公債費比率 7.4% （借金返済の負担は年々減少傾向にある。）

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ 12.8億円（黒字で推移しているが、投資的経費の増額に

より前年度比△21.8億円となっている。）

主要な財政指標等の状況

財政見通し

■平成27年度財政収支見通し

単年度収支が赤字となる年度

財政調整基金等の投入前 【平成29年度】

財政調整基金等の投入後 【平成33年度】

※前年と同水準を維持

市の最上位計画である「伊達市第２次

総合計画」の基本理念のもと、「伊達市

行財政改革指針実行計画」とも連動し、

持続可能な財政運営に係る計画とする。

計画の位置づけ

【主な歳入の状況】

東日本大震災以降は、震災や原発事故からの復旧・復興事業に対して国・県支出金が交付さ

れたため、一時は特定財源が一般財源を上回り、特に放射能対策事業の進捗によって、決算額

は平成25年度をピークに大きく変動した。

市税収入については、震災等の復旧・復興事業により経済状況が緩やかに活性化したことに

より、平成20年度以降減少していた市税収入が増加に転じた。

【主な歳出の状況】

歳出は、合併以降ゆるやかな増加傾向にあったが、東日本大震災以降は、復旧・復興事業に

より大幅に変動した。特に、除染などの放射能対策事業の委託料を含む物件費の増減が激しく、

被災建物の改築など投資的経費も増加した。

義務的経費については、職員数の減により人件費は減少しているが、扶助費が増加している

ため、全体としては横ばいで推移している。

本市の財政状況について

計画の見直し

基金の総額は、平成18年度末には38.8億円であったが、将来の交付税縮減に備えて、積み増

してきた結果、平成26年度には154.1億円と約3.9倍に増加した。

基金の状況

伊達市財政計画について

計画期間

一本算定
1割減 3割減 5割減 7割減 9割減

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

※ 平成27年度交付税算定ベースによる合併算定替から一本算定への推移

91 .6 91 .6 91 .6 91 .6

24 .2

一本算定 87 .5 91 .6 91 .6 91 .6

旧町算定による

加算分 13 .3
9 .5 1 .9

5 .7 0 .0

97.3 93.5 91.6

合併算定替

19 .0 17 .1

111.7 110.6 108.7 104.9 101.1交付額

合併算定替 激変緩和期間

△1.9
△5.7 △9.5 △13.3 △17.1 △19.0

（単位：億円）

財政運営上の課題

・前年度との変更点

①人口動態の変更

第２次総合計画（平成26年度策定）の新たな推計人口に

基づき試算する。

②施設整備後のランニングコストを試算

新市建設計画等により整備予定の公共施設等のランニン

グコストを同等規模の施設を参考に試算する。
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地方交付税の縮減が始まるにあたり、「伊達市第２次総合計画」が目指す将来都市像の実現に向けて「健全で持続可能な財政運

営」を維持するため、三つの方針に基づき、全庁を挙げて課題解決への対応策に取り組む。
財政運営上の課題等への対応策

⑴ 義務的経費の見直し
○人件費 新たな定員適正化計画

本庁機能の集約による行政運営の効率化

費用対効果の高い業務をアウトソーシング（外部委託）

○扶助費 市単独事業や国・県の水準を上回る事業の見直し

○公債費 交付税措置等のある有利な起債を最大限活用

市場公募債の発行を終了

⑵ 公共施設維持管理経費の見直し

公共施設等総合管理計画による維持管理経費の抑制

指定管理者制度の活用

⑶ 物件費の見直し

庁内情報システムのコスト削減

業務委託の見直し

⑷ 投資的経費の見直し

（仮称）公共施設等配置適正化計画の策定・推進

⑸ 補助金等の整理合理化

類似した補助金等の整理・統合

市単独補助金及び上乗せ補助の見直し

⑴ 市税等の収納率の向上

徴収対策の推進

滞納整理の強化

⑵ 新たな財源の確保

企業誘致や定住人口の確保対策

未利用財産の有効活用

広告収入の新たな分野の開拓

⑶ 受益者負担の見直し

使用料・手数料の減免制度や料金体系等の見直し

⑷ 財源対策

特定財源の活用

市債の活用

基金の活用

⑴ 予算編成方式の見直し

施策枠配分方式から部局枠配分方式への変更

⑵ 行政評価や伊達業務革新活動（ＤＴＩ）の推進

優先度評価に基づいた選択と集中

ＤＴＩによる経常的経費の抑制

⑶ 行政と市民の協働

地域自治組織などと連携した効果的・効率的な行政経営

⑷ 計画的な財政運営

全庁を挙げた財政計画の着実な実行

収支均衡のための歳出削減 安定的な自主財源の確保 効果的で効率的な予算編成・執行

一本算定
1割減 3割減 5割減 7割減 9割減

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

※ 平成27年度交付税算定ベースによる合併算定替から一本算定への推移

91 .6 91 .6 91 .6 91 .6

24 .2

一本算定 87 .5 91 .6 91 .6 91 .6

旧町算定による

加算分 13 .3
9 .5 1 .9

5 .7 0 .0

97.3 93.5 91.6

合併算定替

19 .0 17 .1

111.7 110.6 108.7 104.9 101.1交付額

合併算定替 激変緩和期間

△1.9
△5.7 △9.5 △13.3 △17.1 △19.0
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資料 決算の推移

東日本大震災以降は、震災や原発事故からの復旧・復興事業に対して国・県支出金

が交付されたため、一時は特定財源が一般財源を上回り、特に放射能対策事業の進捗

によって、決算額は平成25年度をピークに大きく変動した。

市税収入については、震災等の復旧・復興事業により経済状況が緩やかに活性化し

たことにより、平成20年度以降減少していた市税収入が増加に転じた。

歳出は、合併以降ゆるやかな増加傾向にあったが、東日本大震災以降は、復旧・復

興事業により大幅に変動した。

特に、除染などの放射能対策事業の委託料を含む物件費の増減が激しく、被災建物

の改築など投資的経費も増加した。

義務的経費については、職員数の減により人件費は減少しているが、扶助費が増加

しているため、全体としては横ばいで推移している。

一本算定
1割減 3割減 5割減 7割減 9割減

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

※ 平成27年度交付税算定ベースによる合併算定替から一本算定への推移

91 .6 91 .6 91 .6 91 .6

24 .2

一本算定 87 .5 91 .6 91 .6 91 .6

旧町算定による

加算分 13 .3
9 .5 1 .9

5 .7 0 .0

97.3 93.5 91.6

合併算定替

19 .0 17 .1

111.7 110.6 108.7 104.9 101.1交付額

合併算定替 激変緩和期間

△1.9
△5.7 △9.5 △13.3 △17.1 △19.0
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資料 財政指標

実質公債費比率は、市の財政規模に対する地方債の返済額（公債費）の割合を示し

たもので、資金繰りの程度を示す指標である。

合併以降、借入金返済の負担が年々減少している。

地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た

数値の過去３ヵ年間の平均値で、市の「財政の体力」を示す指数として用いられる。

平成20年度の0.47をピークに低下が続いていたが、平成24年度からは横ばいとなっ

ているものの、県内市町村の平均値を若干下回る状況が続いている。これは本市の人

口１人当りの税収額が県内市町村平均を下回っていることが大きな要因と考えられ、

特に法人税や家屋、償却資産の固定資産税などが大きく影響している。

財政収支において、借入金を除く税収などの歳入と過去の借入に対する元利払いを

除いた歳出の差額である。そのバランスが均衡していれば、借金に頼らない行政サー

ビスをしていることを表す。

歳出における新市建設計画等の投資的経費が増えたことに伴い、大幅に減少した。

経常収支比率は、市の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられている。

東日本大震災以降は上昇傾向にある。

一本算定
1割減 3割減 5割減 7割減 9割減

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

※ 平成27年度交付税算定ベースによる合併算定替から一本算定への推移

91 .6 91 .6 91 .6 91 .6

24 .2

一本算定 87 .5 91 .6 91 .6 91 .6

旧町算定による

加算分 13 .3
9 .5 1 .9

5 .7 0 .0

97.3 93.5 91.6

合併算定替

19 .0 17 .1

111.7 110.6 108.7 104.9 101.1交付額

合併算定替 激変緩和期間

△1.9
△5.7 △9.5 △13.3 △17.1 △19.0
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資料 財政収支見通し

■平成27年度財政収支見通し

・前年度との変更点

①人口動態の変更

第２次総合計画（平成26年度策定）の新たな推計人口に基づき試算する。

②施設整備後のランニングコストを試算

新市建設計画等により整備予定の公共施設等のランニングコストを

同等規模の施設を参考に試算する。

・新市建設計画は合併特例債起債限度額の353.2億円で試算。

・放射能対策事業は、各担当課により積算を行い、除染対策事業交付金などの

補助を見込み、不足する一般財源は地方交付税の震災復興特別交付税へ算入

している。

・単年度収支が赤字となる年度

H26財政収支見通し H27財政収支見通し

財政調整基金等の投入前 【平成29年度】 → 【平成 29 年度】

財政調整基金等の投入後 【平成33年度】 → 【平成 33 年度】

■公共施設等総合管理計画における試算

・更新年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定。

・建替え、大規模改修の種類ごとに、調査年度から40年度分を試算。

・更新年数：建替時期 …建物の耐用年数

大規模改修時期…耐用年数の１/２

インフラ整備分を含めると2,725.5億円となり、30年で平均すると90.9億円と試算。

■財政収支見通しへ平成28年度から投資的経費へ算入し、一般財源で対応するものと

試算した場合

財政調整基金全額投入後 平成28年度=▲ 38.2億円

平成33年度=▲553.8億円

一本算定
1割減 3割減 5割減 7割減 9割減

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

※ 平成27年度交付税算定ベースによる合併算定替から一本算定への推移

91 .6 91 .6 91 .6 91 .6

24 .2

一本算定 87 .5 91 .6 91 .6 91 .6

旧町算定による

加算分 13 .3
9 .5 1 .9

5 .7 0 .0

97.3 93.5 91.6

合併算定替

19 .0 17 .1

111.7 110.6 108.7 104.9 101.1交付額

合併算定替 激変緩和期間

△1.9
△5.7 △9.5 △13.3 △17.1 △19.0
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