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第四次和光市総合振興計画策定委員会第６回会議記録（概要） 

開催日 平成２１年１０月２７日（火）９時３０分～１０時３０分 

開催場所 和光市役所庁議室 

会議次第 
 
 
 
 
 
 
会議概要 

１ 開会 

２ 議題 

 （１）財政推計について 

 （２）総合振興計画基本構想（まちづくりの方向性部分）素案について 

３ その他 

 （１）今後の予定について 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１) 財政推計について 

 財政推計について説明を行った。 

（説明） 

 総合振興計画の計画期間 10 年間（平成 23～32 年度）の財政推計を行った。今回

行った推計については、現在権交代によって様々な点が読めないこともあり、再度

見直しが必要になると思われる。また、市税については、生産人口を基に推計をし

ているが、今後人口推計の見直しとともに再度行う予定の財政推計では、今回の推

計結果よりも上昇の割合が緩やかになるのではないかと考えている。 

１ 歳入について 

①市税 

 個人市民税（均等割）については、人口推計における生産人口である 20～

59 歳の推移に基づき、平成 21 年の納税義務者と比較し、納税義務者出現率

86.2％とした。そして、一律 3千円として、また収納見込率 98.2％として、

その対象に生産人口に乗じた結果、平成 23 年度 124,471 千円から平成 32 年

度 149,613 千円に増えるという推計結果となった。個人市民税（所得割）に

ついては、生産人口の推移に基づき、納税義務者出現率 85.6％、収納見込率

98.2％とし、それに対して平均のおのおのの税収をかけて（平均 152 千円）

算出した結果、平成 23 年度 6,262,670 千円から平成 32 年 7,527,533 千円に

増えるという推計結果となった。法人市民税（均等割）については、推計が

難しく、平成 21 年度予算ベースで推移するとし、収納率を 99.2％として、平

成 22 年度以降収入見込額 167,013 千円と推計した。法人市民税（法人税割）

については、平成 16 年度から平成 20 年度までの平均額の 50％で推移すると

して、平成 24 年度以降収入見込額 678,075 千円と推計した。固定資産税につ

いては、マンション建設が停滞し、設備投資が増える要素がないため、平成

21 年度当初予算の 5％減で推移すると見込み、平成 22 年度以降収入見込額

5,575,313 千円と推計した。都市計画税については、平成 22 年度以降収入見
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込額 770,061 千円と推計した。軽自動車税については、エコ志向や、生活の

厳しさの影響から増加すると考えられるため、平成 20 年度実績を基礎に増減

率の 3乗根を乗じて算出して、平成 23 年度 38,030 千円、平成 24 年度 38,836

千円、平成 25 年度 39,659 千円、平成 26 年度以降は平成 25 年度見込額で推

移すると推計した。市たばこ税については、平成 20 年度実績を基礎に増減率

の 3 乗根を乗じて算出し、平成 23 年度 411,771 千円、平成 24 年度 402,697

千円、平成 25 年度 393,823 千円、平成 26 年度以降は平成 25 年度見込額で推

移すると推計した。 

②地方譲与税 

 地方揮発油譲与税については、平成 22 年度以降は平成 21 年度予算額に旧

法分である地方道路譲与税を加算し、本則税率（84.615385％）に戻った場合

の金額で推移させ、平成 22 年度以降収入見込額 29,615 千円と推計した。自

動車重量譲与税については、平成 22 年度以降は平成 21 年度予算額を基礎に

本則税率（39.68254％）に戻った場合の金額で推移させると見込み、平成 22

年度以降収入見込額 40,476 千円と推計した。地方道路譲与税については、地

方揮発油譲与税の旧法分であるので、平成 22 年度以降は算入しない。 

③利子割交付金 

 利子割交付金については、平成 21 年度当初予算額で推移すると見込み、平

成 22 年度以降収入見込額 61,000 千円と推計した。 

④配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金 

 配当割交付金については、平成 23 年度収入見込額 28,000 千円、平成 24 年

度以降収入見込額 46,667 千円と推計した。株式等譲渡所得割交付金について

は、平成22、23年度は平成21年度当初予算額で推移するとし収入見込額2,000

千円と推計した。また、平成 24 年度以降は暫定税率 3％から本則税率 5％と

なるため、5/3 を乗じ、平成 24 年度以降収入見込額 3,333 千円と推計した。 

⑤地方消費税交付金 

 地方消費税交付金については、先が読めず、平成 16 年度～20 年度実績の平

均額の 95％で推移するとして、平成 21 年度以降収入見込額 550,608 千円と推

計した。 

⑥ゴルフ利用税交付金 

 平成 20 年度実績の 95％で推移するとして、平成 21 年度以降収入見込額

1,515 千円と推計した。 

⑦自動車取得税交付金 

 自動車取得税交付金については、平成 22、23 年度収入見込額については、

平成 21 年度予算額で推移するとして、収入見込額 53,000 千円と推計し、減

税措置が終了する平成 24 年度以降は、減税による減収補完措置である減収補

てん特例交付金（自動車取得税減税分）平成 21 年度交付決定額を加えて推移

させ、収入見込額 71,834 千円と推計した。 

⑧国有提供施設等所在市町村助成交付金等 

 平成 22 年度以降は平成 21 年度当初予算額で推移するとして、収入見込額

7,300 千円と推計した。 

⑨地方交付税 
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 特別交付税については、がんばる地方応援プログラム分 15 千円も平成 21

年度までで終了するため、平成 22 年度以降は算入しない。 

⑩国庫補助金 

 土木費補助金については、まちづくり交付金を都市整備課で独自に推計し

ており、平成 23 年度収入見込額 142,160 千円と推計し、平成 24 年度以降は

未定のため算入していない。住宅・建築物耐震改修事業補助金については、

平成 21 年度予算額で推移するとして、平成 22 年度以降収入額 185 千円と推

計した。 

⑪繰越金 

 繰越金については、過去 5年間の実質収支額の平均額をふまえ、平成 22 年

度以降収入見込額 770,000 千円で推移すると推計した。 

⑫市債 

 臨時財政対策債については、平成 21 年度まで発行が認められていた特例債

であり、現時点では期間を延長する法令改正はされていないが、平成 21 年 8

月 31 日付総務省発表の平成 22 年度地方債計画（案）においては、臨時財政

対策債が計上されていることから、平成 22 年度については、平成 21 年度起

債予定額に臨時財政対策債総額の増加率に乗じた額を計上し、平成 23 年度以

降は算入しないこととした。その他の市債については、過去の市債発行額を

勘案して、600,000 千円で推移するものとした。 

 ２ 歳出について 

①人件費 

 一般職員給与等については、定員適正化計画に沿って、退職者、新規採用者

を加味し、職員課で推計し、平成 23 年度見込額 3,195,271 千円から平成 32 年

度見込額 3,072,385 千円に減少する推計となった。特別職についても職員課で

推計し、教育長については給料等に変化がないものとし、また市長は 25％カッ

トし、副市長は設置されていないので算入せず、平成 22 年度以降見込額 31,355

千円と推計した。 

②扶助費 

 障害福祉費については、決算統計システムから障害者福祉費の扶助費を抽出

し、平成 18 年度から 20 年度の 3年間の増加率（減少率）を平均化した数値を、

平成 21 年度予算額の当該扶助費に乗じて推移し、平成 23 年度 662,350 千円、

平成 24 年度 725,116 千円、平成 25 年度 793,830 千円、平成 26 年度以降は平成

25 年度同額で推移すると推計した。老人福祉総務費及び老人福祉措置費につい

ては、当該科目に計上されている扶助費の平成 21 年度予算額で推移するとし、

ただし、養護老人ホーム措置費については、歳入と同様制度廃止となるため、

平成 23 年度以降は養護老人ホーム措置委託料 10,200 千円を減額し、平成 23 年

度以降見込額 80,707 千円と推計した。児童総務費については、ひとり親家庭医

療補助及びひとり親家庭支援については、平成 21 年度予算額で推移し、平成

22 年度以降 12,646 千円と推計した。児童扶養手当については、平成 16 年度か

ら 20 年度までの 5 年間の増加率（減少率）を平均化した数値を平成 21 年度当

初予算額に乗じて推移し、平成 26 年度以降は平成 25 年度同額 131,367 千円で

推移すると推計した。児童福祉措置費については、乳幼児医療費の一部窓口払
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いを撤廃したばかりであること、児童手当制度が毎年拡充されていることから

増減比較が困難であるため、平成 21 年度予算額（乳幼児 177,000 千円、児童手

当 509,000 千円）で推移すると推計した。保育園費についても、平成 21 年度予

算額 420,519 千円で推移すると推計し、同様に生活保護費についても平成 21 年

度予算額 1,000,591 千円で推移すると推計した。 

③公債費 

 市債元利償還金については、償還額が確定している平成 20 年度借入分までは

実際の償還額を計上し、平成 21 年度借入分及び平成 22 年度分臨時財政対策債

は現時点における推計額を算入し、平成 23 年度 1,702,092 千円、平成 32 年度

1,276,759 千円と推計した。その他の市債は平成 22 年度以降毎年 6億円発行す

るものとして推計した。 

④補助費等 

 一部事務組合負担金については、平成 21 年度予算額で推移すると推計し、そ

の他の補助費等については、平成 21 年度予算額 865,966 千円で推移すると推計

した。なお、後期高齢者医療広域連合への療養費負担金及び広域連合負担金は、

当初補助費等に分類されていたが、平成 20 年度決算統計において繰出金に分類

することとされたので、当該推計から繰出金に整理した。 

⑤積立金 

 財政調整基金については、取り崩しに合わせて 450,000 千円で推移すると推

計した。公共施設整備基金については、運用要綱の規定により 50,000 千円で推

移すると推計した。都市基盤整備基金については、運用要綱では、100,000 千

円と規定されているが、駅北口土地区画整理事業施行を踏まえ、200,000 千円

で推移すると推計した。公共用地取得事業基金、学校教育施設整備基金につい

ては、区画整理事業に係る用地購入や中学校体育間の学者供応への転換などを

考慮し、それぞれ 20,000 千円で推移すると推計した。運用利子については、市

場金利の変動が推計できないため、歳入の運用利子収入と合わせて 6,731 千円

で推移すると推計した。 

⑥繰出金 

 繰出金については、各所管課の推計によるもとなっており、後期高齢者医療

広域連合への療養費負担金及び事務費負担金は、繰出金に整理して推定を行っ

た。なお、人件費分の繰出金については、人件費に包含されているため、ここ

では計上しない。 

⑦物件費 

 物件費については、推計が難しく、平成 21 年度予算額で推移するとして、平

成 22 年度以降 5,746,236 千円と推計した。 

⑧投資的経費 

 投資的経費については、歳入総額から投資的経費以外の歳出合計を差し引い

たものとした。起債分も入ってくるが、厳しい状況だと言える。 

（質疑・応答・意見） 

なし 

（結論） 

 現段階では、本推計に基づき計画策定を進めることとする。また、人口推計の見
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直しにともない、再度財政推計を行う。 

  

（２) 総合振興計画基本構想（まちづくりの方向性部分）素案について 

 事務局から、前回説明した総合振興計画基本構想（まちづくりの方向性部分）素

案について、事前に策定委員会委員からのいただいた意見と事務局・コンサルで調

整した結果を下記のとおり反映、修正したので、その修正案に対し、協議を行った。

また、審議会から基本目標の並び順についての意見があったので、基本目標の並び

順について協議を行った。なお、この策定委員会で決定された案を審議会に諮る。

 （説明） 

 １ 主な修正箇所について 

・ 第 1 部第 2 章 3「第三次総合振興計画の達成状況」について、「第三次総合

振興計画の各種施策の主な取組」とした。また、主な取組については、平成

13 年度「市内循環バス有料化」を削除し、平成 16 年度に「和光市中学校生

徒指導支援教員配置」を追加し、また今後平成 21 年度の取組についても追

加する。 

・ 第 2部第 1章 6「基本構想の実現に向けた行政運営の方向（協働、ＰＤＣＡ，

効率的な運営）」「効率的な行財政運営」において、「財政推計等を踏まえ」

を「財政推計の結果等を適確に捉え、効果的な行財政運営を推進するため、

限られた財源を有効かつ効率的に活用してまいります。」に変更した。 

 ２ 基本目標の並び順について 

 将来都市像（案）を「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」とすると、

環境に関係する基本目標の優先度が高いと読み取れる可能性があり、優先度

が高いならば、基本目標の順番としても再検討をする必要があるという意見

が審議会で出された。基本施策の順番について、優先度等の視点からどう扱

うべきか検討をお願いする。 

（質疑・応答・意見） 

・ 将来都市像から、あえて環境だけを捉えることはない。 

・ 基本目標を並び替えるメリットがあるのか。特段にないのではないか。 

・ 基本目標１「快適で暮らしやすいまち（都市基盤）」の中において、区画整

理の記載の順番を変更する（駅北口土地区画整理事業、中央第二谷中土地区

画整理事業、越後山土地区画整理事業、和光北インター地域土地区画整理事

業、白子三丁目中央土地区画整理事業の順番に変更する）のはよい。 

（結論） 

 基本目標の順番については、従来どおり「都市基盤―教育・文化・交流―保健・

福祉・医療―生活・環境・産業」とする。事務局の修正案のとおり総合振興計画基

本構想（まちづくりの方向性部分）素案を決定とし、審議会に諮ることとした。 

３ その他 

 （１）今後の予定について 

    今後の予定について事務局から説明を行なった。 

                        

４ 閉会 

 


