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令和４年度予算編成要領 
令和３年１０月２０日 

総務企画部財政課 

 

令和４年度予算の編成にあたっては、第６次水俣市総合計画の基本的な方針を踏まえた上で、

事業の優先順位の選択、見直し等を行い、一般財源の抑制に努めること。 

令和４年度は市長選挙の関係で骨格予算となるが、事業費の総額を把握する必要があるため政

策経費も含め、来年度必要となる経費の総額で要求すること。 

その他、以下に記載する事項について十分に検討を行った上で要求を行うこと。 

 

 第１ 事業内容の精査  

１ 事業の見直し 

「妥当性・必要性・有効性・効率性・緊要性」など様々な観点から事業の総点検を実施し、以 

下の見直し方針に基づき、継続して検討を行うこと。 

（１） 次に掲げるものについては、廃止の検討を進めること。 

① 施策の浸透、普及等により、事業目的が達成されたもの  

② 社会経済情勢の変化により、事業効果が薄れているもの  

③ 長期に渡り継続している事業で、一定期間継続しても目的が十分達成されないなどの事業、

効果が不明確または乏しいもの、事業目的があいまいになっているもの 

④ 本来、国、県、民間等で実施すべきものであり、市実施が適当でないもの 

⑤ 少額又は低率補助などで、事業効果が薄いもの 

⑥ 事業内容を見直し、新たな施策を行うことで費用対効果の最適化が図られるもの 

⑦ 対象事業が収益を伴うものであり、他の措置によっても十分目的が達成できるもの  

⑧ 取組実績がない、又は少ないもの 

⑨ 市内部における部署間で重複・類似しているもの 

⑩ 公共施設にあっては、稼働率の低いもの 

⑪ その他、行政が関与すべき範囲を超えていると認められるもの 

（２）存続させる事業については、次の視点で見直し・縮減を行うこと。 

① 規模の縮減、期間の延長など、計画見直しによる単年度事業費の縮減 

② 補助金にあっては、補助率、補助対象の見直しによる事業費の縮減、類似目的の補助金の 

整理、同一の者に対する補助金の統合など 

③公共施設にあっては、整理・統合を行うことで維持費・事務量の縮減が図られるもの 公共施設にあっては、整理・統合を行うことで維持費・事務量の縮減が図られるもの 

 

２ 指摘事項、問題点への対応 

過去の予算査定時における指摘事項など、既知の問題点についてはあらかじめ検討を行い、

予算要求に反映しておくこと。また、定期監査、外部監査、各種検査等において指摘された事

項や、議会の一般質問、決算委員会等の意見及び検討事項については、その内容を十分に検討

し、必要な措置を講じること。 

これらの指摘事項、検討事項を予算に反映するものについては、新年度重点目標の様式に見

直しの内容、反映額について記載すること。 
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３ 事業の執行状況の再確認 

 適正な予算執行を推進するため、予算要求の段階から事業計画を綿密に立て、繰越事業の発

生を極力抑制すること。また、過去の執行状況等を再確認し、常に事業の効率的・効果的な執

行と経費節減を心がけること。 

 

４ 特別会計・公営企業会計・第三セクター等について 

特別会計・公営企業会計については、法令等に定める負担を除き、財源不足額を一般会計か

らの繰出金に依存することなく、運営の合理化、経費の節減に努め、独立採算によることを基

本とし、概ね５年程度の運営計画を作成し、更なる健全化に努めること。 

出資又は貸付、補助金の対象である第三セクター等の外郭団体については、その事業内容や

財務状況等を的確に把握した上で、独自の財源確保に努めるなど自助努力による経営指導を徹

底し、過去の財政援助の実績で予算要求せず、直近の決算及び向こう３か年の経営計画の提出

を求め、内容を十分精査すること。 

 

 第２ 要求に当たっての留意点  

１ 骨格予算編成 

 令和４年２月の任期満了に伴う市長選挙が予定されるため、令和４年度当初予算については、

義務的経費を主体とした『骨格予算』として編成するものであるが、通年の予算見通しが不可欠

であるため、入力に当たっては、令和４年度に必要となる全ての経費を含め要求すること。 

ただし、当初予算に計上されるものは骨格予算のみとなるため、裁量的経費を主体とした肉付

け予算は補正予算で計上される予定であることに留意すること。 

 

２ 予算要求基準の厳守 

 令和４年度当初予算で予想される財源不足に対処するため、令和３年度に引き続き予算要求基

準（シーリング）を設定する。 

 令和４年度当初予算においては、令和３年度当初予算の裁量的経費に対して課ごとに１０％削

減を行う。 

 各予算要求課においては、予算要求基準を厳守し、シーリングの範囲内で予算を要求すること。 

 なお、事業の選択と集中を図り、シーリングで縮減すべき額を事業間で調整することは可能と

する。 

 特別会計、公営企業会計、第三セクター、広域行政事務組合等への繰出金、負担金についても

裁量的経費としてシーリングの対象となるが、義務的経費及び義務的経費に準ずる経費に係る負

担分については所要見込額で要求できることとする。 

 

３ みなまた未来投資枠の新設 

 30 年後に水俣市の人口は４割減少し、14,000 人程度、そのうち４割強が 65 歳以上と推計され

ており、現在の行政サービスをそのまま維持することはできない。これに対処し、SDGｓ未来都市

である水俣市の持続可能性を確保するために、令和４年度の新たな発想・技術・仕組みで取組む

施策を「みなまた未来投資枠」と位置づけ、新規事業として予算要求することができる。 

 各課は、設定された裁量的経費のシーリング枠まで削減を行った額及び、自主的な制度の見直
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し等による義務的経費の削減額、収入の増加施策分に対して、１．２を乗じた額の範囲内を上限

に、以下に記載する３つの柱に係る事業を「みなまた未来投資枠」の事業費として計上すること

ができる。 

 なお、要求に当たっては、事業効果・成果（アウトカム指標）を客観的・定量的な指標により

測定できること、後年の負担を明示し、その根拠が明確である施策であることを条件とする。 

 また、独自の財源を確保した事業には、みなまた未来投資枠を優先的に配分できる。各課にお

いては、国や県の補助金・交付金、使用料や負担金等の税外収入、法定外目的税や超過税率など

を含め、既存の枠組みにとらわれることなく検討し、財源の確保に努めてほしい。 

 みなまた未来投資枠として要求された予算については、全て市長査定により予算を決定する予

定のため、肉付け予算での計上となることにご留意願いたい。 

  【みなまた未来投資枠３つの柱】 

 ① 人口減少、高齢化対策に資する施策 

  ② 成長と分配の高循環につながる施策 

  ③ デジタル化推進施策 

 

４ 年間を通した経費の積算 

金額の大小に関わらず、年間を通した全ての経費を積算し予算要求すること。 

補正予算は当初予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加

える必要が生じたとき調整するものであるため、当初予算調整前に見込まれる経費については、

補正予算には計上できないことに留意すること。 

要求漏れや見積りの誤り等がないよう注意すること。特に、隔年又は数年ごとに必要となる

経費について要求漏れがないよう注意すること。 

 

５ 要求内容の精査 

経費の積算根拠、価格の妥当性等については十分検討し、要求に当たっては、各所属長にお

いて事業及び予算の内容について精査し、他課との調整が必要なものにあっては、要求前に合

議を行うなど連携を図ること。また、積算根拠、必要性・妥当性、比較・検討内容等の資料を

提出することとし、市場調査や複数の見積書を徴取する、決算額と比べるなど、徹底した無駄

のない積算要求とすること。 

また、終期が設定されていない単独事業については３年以内の終期設定を徹底すること。 

なお、提出期限を超過して提出されたものや、提出があっても検討経緯が明確でないもの、安

易に前例によったもの、積算根拠の不明なもの、十分な資料等が提出されないものなど予算要

求内容が査定の水準に達していないものについては、必要で有効な事業であっても予算計上で

きなくなってしまうので、そうならないように各課において確実に対処願いたい。 

 

６ 関係団体との協議  

  関係団体等に対しては、予算要求内容等について事前に協議を行い、本市の予算編成方針等

について理解を得るよう努め、また、決定後においても十分に説明を行うこと。特に、補助金

等の交付先に対しては、全ての補助金等について見直しを行う方針である旨を事前に周知して

おくこと。 
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 第３ 科目、性質ごとの留意点  

１ 歳入  

（１）市税 

今後の経済動向及び税制改正の動向等に十分注意し、年間収入見込額を計上すること。また、

課税対象の的確な把握と課税の適正化に努め、税負担の公平性を確保するため、未納者に対す

る督促、催告、滞納処分を適正に実施し、徴収率の向上を図ることとし、それを予算に反映す

ること。 

（２）分担金・負担金 

事業の目的、効果等に応じて受益の度合いを見直し、適正な分担金・負担金の額を算定する

こと。 

なお、見直しに当たっては、根拠条例等について遅滞なく所要の改正等を行うこと。 

（３）使用料及び手数料 

 受益に応じた負担の公平の見地から、以下については必ず再検討を行い適正化に努めること。 

① 当該収入をもって執行する行政経費と収入との間に著しく均衡を失しているもの 

② 現在の経済情勢に相応しないもの 

③ 類似ケースとの均衡が保たれていないもの 

 使用料の減免や、無償となっているものについては、受益者負担の可能性についても検討を

行い、必要な行政サービスの持続可能性の確保に努めこと。 

なお、前回の料金改定から３年以上を経過しているものについては見直しを行い、その検討

内容について資料を添付すること。 

（４）国・県支出金 

国・県の予算編成の状況等を的確に把握し、特に過大見積り等がないよう留意すること。他

に有利な補助金等の財源がないかを調査検討し、確実な財源確保に努めること。 

（５）財産収入 

市有財産の現況等を的確に把握し、未利用資産については、中・長期的な利活用の方針を見

定め、売却あるいは有償貸付等を進めること。また、現在、公共の用に供している施設であっ

ても、その施設のあり方を見直した上で不要と考えられる財産については、積極的に売却、有

償貸付等による活用に努め、収入確保を図ること。 

貸付料については適正な時価等を十分に考慮して算定を行い、不当に低廉なものについては

直ちに改定を行い、無償貸付や減免を行っている物件については有償化に向けた検討を行うこ

と。 

基金の運用益等については所管課において確実に把握し、計上漏れがないようにすること。 

（６）市債発行額の抑制 

市債残高については、平成２２年度から増加の一途をたどり、令和２年度末時点での市債残

高は１７１億円を超え、令和３年度の起債償還額は約１６億６千万円に上っている。庁舎建設、

水俣川河口臨海部振興構想、道の駅みなまたリニューアル、袋インター関連工事等大型事業に

係る起債により、今後更に公債費の増が見込まれている。将来世代に過度の負担を強いないた

めにも、災害復旧以外の事業に対し優先順位を付け、市債の発行抑制に努めること。 

なお、市債を財源とする事業を予定する場合は、地方交付税措置される地方債を優先的に活

用することとし、必ず事前に財政課と協議すること。 
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（７）その他 

金額の多少にかかわらず年間収入見込額を計上するとともに、それぞれ増収に努めること。

収入未済額については、積極的な整理対策を講じること。 

 ２ 歳出   

（１）人件費 

① 職員給与費等については、原則として現員現給に基づき、年間所要額を要求すること。 

② 時間外勤務手当については、厳しい財政状況と職員の働き方改革を推進する観点から、

全ての事業において、週休日出勤の振替を徹底するほか、スケジュール管理による事務量

の平準化及び事業手法の徹底的な効率化を図り、総事業量の抑制を促進し、更なる縮減に

努めること。 

③ 会計年度任用職員について、特に事務職員はゼロベースで見直すこと。これまで配置が

あっていた部署においても、事務量を的確に把握し、業務量の積み上げを行うなど精査の

上要求すること。また、報酬以外に必要となる経費（雇用保険料、労災保険料、健康保

険・厚生年金保険料、通勤手当、退職手当、健康診断手数料等）について正確に積算し、

漏れのないよう注意すること。 

（２）扶助費 

  社会保障関係経費については、国の制度改正の動向等を的確に把握し、決算や支出の状況も

勘案しながら適切に積算し、所要見込額で要求すること。 

（３）普通建設事業費 

事業の目的、必要性、緊急性、投資効果等を十分検証の上、コスト縮減を図り、優先順位の

選択を厳正に行うとともに、後年度の維持管理についても検討の上要求すること。 

なお、補助事業について、補助対象範囲及び補助基準等を超えた継ぎ足し単独事業は原則と

して認めないこととするが、やむを得ない場合には、補助対象経費と明確に区分して、必要性、

緊急性、投資効果等について説明できるものとすること。 

（４）補助金・交付金・負担金 

各団体の決算状況、費用対効果、負担の根拠、金額の妥当性等を精査し評価した上で、廃止

や減額などを検討し要求すること。 

（５）債務負担行為 

債務負担行為については、中長期的視点に立って、後年度において過重な財政負担及び人員

増を招かないよう、対象事業及びその限度額を十分精査して要求すること。 

 

 第４ 査定方針等について  

１ 査定の基準 

予算編成に当たっては、各予算要求課が所掌する全事業について、令和３年度当初予算額を

基準とし、シーリングの範囲内であるかを確認する。 

シーリングの範囲を超えた要求に対して、査定により減額となった予算は、令和３年度補正

予算で基本的に増額補正は行わない。 

「みなまた未来投資枠」については、削減額に対する事業費の規模、定量的な指標による政策

効果等について予算編成過程において検討を行う。 
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２ ２段階査定 

令和４年度当初予算編成では、令和３年度と同様に総務企画部長査定と市長査定の２段階査

定とし、原則、政策判断を必要とする経費に限り市長査定に上げることとする。 

なお、１次査定における内示額についても、最終的な財源確保の見通しがつくまで保留扱い

とし、追って再検討を求める場合があるので申し添える。 

３ 予算編成方針の見直しについて 

国の地方財政対策や国庫補助金等に係る制度変更など、今後の事情により、やむを得ず予算

編成方針等を見直すことがあり得るので留意されたい。 

また、国の制度や予算等に関する情報収集を積極的に行い、国の制度等の変更が明らかにな

った場合は、予算要求を見直すなど、随時その対応を行うこと。 

 

 第５ 事務連絡  

１ 提出書類  

・必ず決裁を経ること。複数課で調整が必要な場合は、調整・合議のうえ提出すること。 

・「歳入歳出予算要求調書（電算出力帳票）」の後ろに積算根拠（その他の要求調書やその他参

考資料）をつけ、事業ごとに並べて提出すること。 

・提出書類は紙で提出し、片面印刷とすること。参考資料としてチラシや冊子として作成済みの

現物を提出する場合は、両面印刷でも可。 

・インデックス等の見出し（はがせないもの）はつけないこと。付箋ははがせるので可。 

（１）新年度事業重点目標（各係ごと） 

次の内容について、箇条書きなどにより簡潔に作成すること。 

① 現状と課題について 

② 新年度予算要求重点項目 

③ 事業見直しの実施状況 

④ 指摘事項、問題点への対応状況 

（２）予算要求調書 

① 歳入歳出予算要求調書（電算出力帳票） 

② 債務負担行為要求調書 

（３）その他の要求調書 

① 会計年度任用職員要求調書（財政課と総務課へデータも提出すること。） 

② 時間外勤務手当要求調書（財政課と総務課へデータも提出すること。） 

③ 高速道路・駐車場使用料要求調書（財政課へデータも提出すること。） 

④ 補助金・負担金等要求一覧表 

（４）その他参考書類（予算要求根拠、積算資料等） 

① 施設使用料等現況調査表個表 

② その他参考書類（任意） 

 

２ 提出期限  令和３年１１月１５日（月） ※提出期限厳守 

 

３ 提出先   総務企画部長（財政課財政係各担当者） 
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４ 査定等日程（予定） 

・１１月～   財政課担当者事前調査 

・１２月中旬～ 財政課ヒアリング 

・１月上旬   総務企画部長査定 

・１月中旬   総務企画部長査定内示 

・１月下旬   市長査定 

・１月末頃   最終内示 

※ 詳しい日程等については、後日別途通知する。 


