
 平成２８年度当初予算案のポイント
　　豊かな自然と活力ある都市が調和した

　　「安心で快適な住みよいまちづくり」を目指して

『財政健全性持続を重視した緊縮型予算』
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資料



企 業 会 計

特 別 会 計

21,545,487 22,495,367 △ 4.22%

（単位：千円）

予 算 総 額

8,565,443 8,904,192

700,044 891,175

平成2８年度 平成2７年度

12,280,000 12,700,000一 般 会 計

対前年度率

△ 3.31%

△ 3.80%

△ 21.45%

平成2８年度 当初予算案のポイント①

財政健全性の持続を重視した緊縮型予算

合併(Ｈ15)後、合併特例債を活用した「新市まちづくり事業」を実施してきましたが、H21の「ご

み処理施設建設」を最後に平年度化し、H22以降は総額約２１０億円から微増してきています。

中長期的視点の「包括的な子育て支援」「健康寿命の延伸」「戦略的なまちづくりの促

進」というテーマに重点配分にしつつ、「持続可能な財政運営」を基調とし、平成２８

年度の当初予算総額は約２１５億円（約▲４.２％）の「緊縮型予算」としています。
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ごみ処理施設建設



平成2８年度 当初予算案のポイント②

市債発行高は、「新市まちづくり事業」に基づく合併特例債の活用等により、Ｈ16は約60億

円でしたが、H21以降は平年度化し、その後も減少してきています。

これに伴い、プライマリーバランス（基礎的財政収支）も、Ｈ22以降は７年連続黒字です。

市債発行高及びプライマリーバランス

市税は、H21の約31億円をピークに減

少傾向にありました。

その後、H25からは増加傾向ですが、

H28は制度改正による減少を見込んでい

ます。

市 税
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地域情報化２６億円、防災無線６億円、中学校５億円、文化会館５億円、臨財債７億円等



平成28年度 当初予算案のポイント③

市債残高は、H22の約368億

円をピークに減少し、H28は市

発足時に近づき、約266億円と

なる見込みです。

基金残高は、H18の約70億円を底として増加してきて

います。H27は補正予算後の予算ベース、H28は当初予

算ベースの見込ですので、近年の決算時の結果を鑑みれ

ば、H28も結果的には減少幅は縮小する見込みです。

市債残高 基金残高
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平成28年度 当初予算案のポイント④

常勤一般職員数は、合併時から毎年

漸減してきています。H16の425人に

対し、H28は302人で約29％縮減の

予定です。

常勤一般職員数

常勤一般職員数漸減に伴い、その人件費

も漸減してきています。ただし、再任用職

員の活用等により、必ずしも職員数とは比

例しないことがあります。

常勤一般職人件費
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（単位：千円）

平成28年度 当初予算案のポイント⑤

地域子育て支援（利用者支援） 10,430

放課後児童クラブ改修 3,878

子どもホッとカード（岐阜市へ委託） 90

病児保育事業補助金 4,935

女性活躍推進事業 5,000

子ども医療費助成（高校生等含む） 102,656

幼稚園保育料助成金（振興券） 15,749

※ 保育園の無料化（3歳以上児）の歳入 ▲74,961

出産祝金 16,700

不妊検査補助 100

一般・特定不妊治療補助金 2,300

結婚支援事業 7,196

結婚新生活支援事業 1,080

包括的な子育て支援（特筆分）

参考（Ｈ２７補正）
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新規

拡充

新規

新規

新規



（単位：千円）

平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成28年度 当初予算案のポイント⑥

げんき高齢者祝金事業（5,250）は廃止

※80歳以上の介護認定されていない方（1,750人）

健康づくり教室（スマートダイエット） 4,433

健康診断（集団・個別） 22,190

介護予防・生活支援サービス事業 44,146

※ 介護予防・日常生活支援総合事業総合事業への早期移行

アクティブ＋１０事業 369

森林ウォーキング･名山めぐり事業 481

ラジオ体操会・市スポーツ大会・全国レク大会 1,658

公民館改修事業 24,266

※ 美山中央公民館音響設備改修 ほか

無形民俗文化財調査研究等事業補助 4,316

図書館空調改修事業 20,142

市老人クラブ連合会等補助金 4,660

敬老会開催事業（77歳以上、3,972人） 5,783

健康寿命の延伸（特筆分）

参 考
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新規

新規

廃止

拡充

新規

新規



（単位：千円）

平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成28年度 当初予算案のポイント⑦
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山県ターミナル整備 13,000

インターアクセス道整備 120,000

移住補助（１／２，最大520万円） 16,360

地域おこし協力隊(+集落支援員) 31,385

協働のまちづくり活動補助 1,000

市公共交通会議負担金 1,820

空家対策協議会 474

公共下水道整備(別途上水布設替 235,793) 775,691

企業立地用私有地提供奨励金 500

商工会スタンプラリー事業 3,000

商工会経営発達支援事業補助 1,000

企業立地奨励金 18,867

戦略的なまちづくりの促進①（特筆分）

新規

新規

新規

新規

空家トリアージ発展加速化 40,000

観光フロンティア市場化 40,000

新規

参考（Ｈ２7補正）

新規



（単位：千円）

平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成28年度 当初予算案のポイント⑧
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新規

新規

拡充

拡充

農業用資機材購入補助 2,000

元気な農業産地構造改革支援事業補助 6,487

狩猟免許取得助成 500

野生鳥獣捕獲檻助成 2,400

育林推進事業補助 17,580

※ 間伐の市嵩上げ（＋50,000円/ｈａ、事業主負担は1程度割に）

※作業道補助の新設（＋9,000円/ｍ、事業主負担は1割程度に）

戦略的なまちづくりの促進②（特筆分）

拡充

新規

新規

新規



（単位：千円）

（単位：千円）  

平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成27年度 当初予算案のポイント⑦平成27年度 当初予算案のポイント⑥平成28年度 当初予算案のポイント⑨
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防犯灯等ＬＥＤ照明化 9,546

サンセイス美山改修（市営住宅化） 1,215

橋梁耐震補修設計･補修工事 62,000

美山･伊自良老人福祉センター（直営化） 24,164

合併処理浄化槽設置補助 18,000

救急病院運営費補助 58,355

年金生活者等支援臨時福祉給付金 12,810

生活困窮者自立支援 3,038

臨時福祉給付金 22,537

各種選挙 43,212

行政不服審査法改正対応支援業務委託2,300

公会計統一モデル固定資産台帳移行支援 1,080            

福祉を担う人づくり助成 ５00

高校生等医療費助成 7,994

出産祝金支給事業 16,700

有害鳥獣被害防止総合対策事務費交付 100

有害鳥獣防止柵設置助成(電気柵等) 3,000

狩猟免許取得補助 500

新築等祝 6,589

防災士資格取得奨励 100

全国大会等出場応援 3,000

幼稚園保育料助成 15,749

健康家庭表彰記念品［国民健康保険］ 750

※ げんき高齢者祝金事業は廃止

その他（施設管理・生活支援・行政内部経費等）

新規

新規

新規

拡充

山県まちづくり振興券 54,982
拡充
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