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１ 市財政の現状と今後の収支見通し 

 

 

(1) 市財政の現状 

 

広島市では、平成１６年（２００４年）４月に策定した第２次財政健全化計画に基

づき、市財政の健全化に努めてきました。現段階においては、議会や市民の皆様の御

理解と御協力により、「財源不足の解消」「市債の実質残高の抑制」といった計画の目

標は概ね達成できる見込みです。 

しかしながら、国の三位一体改革や歳出・歳入一体改革の影響による地方交付税の

減少などにより、一般財源収入の見通しは引き続き厳しい状況にあります。また、高

齢化の進行や格差社会の拡大に伴う生活保護費などの社会保障費の増、団塊の世代の

退職による退職手当の増など、義務的経費の増加も見込まれています。 

こうしたことから、総じて見れば、本市の財政は今後も厳しい状況が見込まれます。 

 

(2) 今後の収支見通し 

 

本年９月に公表した平成２０年度（２００８年度）以降の中期財政収支見通しにお

いては、名目経済成長率２．２％の場合で、年平均約１５０億円の赤字が生じ、４年

間の累積赤字は５９６億円となる見込みとなりました。 

平成１５年（２００３年）７月に公表した前回の中期財政収支見通しでは、４年間

の累積赤字は最大１，３９５億円となる見込みで、早ければ平成１７年度（２００５

年度）に、財政再建団体に転落する可能性がありました。 

今回の試算における累積赤字の規模は、４年前と比べて大幅に縮小していますが、

依然として多額の財源不足が見込まれています。 

このため、今後、事務事業の厳しい選択や市民ニーズを踏まえた重点施策への投資

の集中、高金利の市債の借換による公債費負担の軽減、自主財源のより一層の充実な

どに取り組み、この財源不足を解消していく必要があります。 
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２ 基本方針 

 

 

(1) 基本姿勢 

 

市民サービスの維持・向上に努めながら、今後見込まれる財源不足を解消するとと

もに、将来世代へ過度の負担を残さない「持続可能な財政運営」を実現する。 

 

(2) 計画期間 

    

平成２０年度（２００８年度）から平成２３年度（２０１１年度）までの４年間 

 

(3) 計画期間内の目標 

 

○ 中期財政収支見通しで見込まれる財源不足の解消と財政調整基金の確保 

○ 市債の実質残高の抑制 

 

(4) 取組方策 

   

○ 歳入確保 

・ 市税収入等の確保 

・ 受益者負担の適正化 

・ 未利用地等の売却促進及び市有資産の有効活用 

・ 市債の実質残高を増加させない範囲での退職手当債・行政改革推進債の発行 

 

○ 歳出削減 

・ 人件費の削減 

・ 事務事業の見直し 

・ 投資的経費の縮減 

・ 公債費負担の軽減 

・ 特別会計・企業会計の見直し 
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３ 具体的取組み 

 

 

(1) 歳入確保 

   

① 市税収入等の確保               目標効果額 ３０億円 

 

住民負担の公平性等の観点から、市税、国民健康保険料、介護保険料、保育料、

住宅使用料等の収入確保に努めます。 

具体的には、「広島市収納対策本部」の関係部局が連携しながら、収納率の向上に

向け、収納体制の強化や口座振替の加入促進などに取り組みます。 

 

② 受益者負担の適正化              目標効果額  検討中 

 

使用料・手数料については、施設の管理運営や事務の簡素効率化など徹底した経

費節減に努めながら、住民負担の公平性の確保と受益者負担の原則に立って、減免

制度の抜本的な見直しなども含め、その適正化に努めます。 

また、受益が特定され、個別的なサービスでありながら無料となっている公共施

設等の駐車場について、引き続き有料化の拡大に取り組むとともに、「広島市廃棄物

処理事業審議会」の意見等を踏まえて、家庭ごみ有料化についての検討などを進め

ます。 

  

③ 未利用地等の売却促進及び市有資産の有効活用  目標効果額 ５０億円 

 

市が保有する未利用地で具体的な利用目的のないものや分譲目的のものについて、

引き続き、公募売払や企業誘致等により積極的な売却に努めます。また、売却まで

の間や当面利用予定のない用地については、一時貸付け、定期借地権の設定等によ

り、有効活用を図ります。事業予定地についても、本来目的に供するまでの間、事

業実施に支障のない範囲で、財産管理上の適切な手続きを行った上で有効活用に努

めます。 

市の印刷物や刊行物、ホームページ、公共施設等について、行政目的を損なわな

い範囲で広告掲載等による財源確保を図るとともに、歳計現金について、公金の保

全を最優先しながら、金融情勢等に応じた適切な運用を行うなど、市有資産等を活

用した財源確保に努めます。 

（うち中期財政収支見通しに反映済４０億円） 
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④ 退職手当債・行政改革推進債の発行       目標効果額２８０億円 

 

多額の財源不足を解消するため、将来世代へ過度の負担を残さない範囲での財源

対策を行います。 

具体的には、市債の実質残高を増加させない範囲で、 

① 団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職手当の大幅な増加に対処するため、将

来の人件費の削減に取り組む地方公共団体に発行が認められる退職手当債 

② 数値目標を設定・公表して計画的に行政改革を推進し、財政の健全化に取り組

む地方公共団体に発行が認められる行政改革推進債 

の発行を検討します。 

   （参考）平成 20 年度(2008 年度)以降の各年度に退職手当債を 30 億円、行政改革推進債

を 40 億円発行した場合 

区   分 平成 19 年度

(2007 年度)

平成 20 年度

(2008 年度)

平成 21 年度

(2009 年度)

平成 22 年度 

(2010 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

年度末市債実質残高 7,690 億円 7,579 億円 7,556 億円 7,480 億円 7,422 億円

    （注）投資的経費に充当する市債などを中期財政収支見通しと同額とした場合の試算 

 

 

(2) 歳出削減   ※ 目標効果額は一般財源ベース 

 

① 人件費の削減                 目標効果額  検討中 

 

職員数については、「広島市行政改革計画」において、事務事業の縮小廃止や民間

委託・移管、ＩＴ化の推進、正規職員から非常勤職員等への切り替えなどにより、

平成１６年度（２００４年度）から平成２２年度（２０１０年度）までの７年間に、

全会計で約７％、約８５０人の削減を行うことを目標にしています。 

さらに、平成２３年度（２０１１年度）以降においても、目標を設定して削減に

取り組みます。 

また、職員の給与については、年功的な給与上昇を抑制し、職務・職責に応じた

ものとするなどの給与構造の見直しを行います。 

人件費については、職員数の削減をはじめとして、職員健康保険組合の事業主負

担割合の見直し、時間外勤務の削減などにより、その削減に努めます。 
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② 事務事業の見直し               目標効果額 ５０億円 

 

（内部管理経費の節減） 

消耗品、旅費、食糧費等の内部管理経費については、執行方法の工夫や見直しな

どにより、引き続き徹底した経費節減に取り組みます。 

 

（公共施設における維持管理経費の節減） 

各種公共施設の管理運営費については、省エネルギー等に向けた全庁的な取組な

どを通じて、光熱水費や消耗品費等のより一層の節減に努めます。また、業務委託

についても、市民サービスに著しい支障をきたさないよう留意しながら、仕様の見

直しや契約方法の再検討などにより、徹底した経費の削減を図ります。 

 

（扶助費の見直し） 

市民生活の安定に配慮しながら、既存制度の認定基準の見直しを含めた運用の適

正化や制度の再編構築を図ることなどにより、新たなニーズにも対応できるよう努

めます。 

 

（補助金、負担金の見直し） 

補助金については、公募制の実施、統一的な調書による事業内容の評価などに引

き続き取り組むとともに、適正な執行を確保するためにチェック体制を強化します。 

負担金については、事業開始時からの社会経済情勢の変化や事業効果等の観点か

ら、廃止・縮減を含め徹底した見直しを行います。 

 

（公益法人、第三セクター等の経営の合理化・効率化） 

公益法人、第三セクター等については、経営状況の的確な把握を行うとともに、

法人の設立目的や社会経済情勢の変化を踏まえた上で、事業の必要性や効果等の再

点検を行い、統廃合を含めた経営改革を検討します。 

 

③ 投資的経費の縮減               目標効果額１３０億円 

 

大規模プロジェクトをはじめとする投資的経費については、長期的な経済情勢や

人口減少、環境・景観、費用対効果などの観点から必要な見直しを行うとともに、

既存施設等の有効活用や民間活力を最大限活用することなどにより、各年度の財政

負担を抑制します。 

また、工事の設計・積算に当たっては、「公共工事コスト縮減対策第３次行動計画」

に基づき、積極的にコスト縮減に努めるとともに、ライフサイクルコストや社会的
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コストの低減など総合的なコスト縮減に努めます。 

   （参考）投資的経費枠(義務的償還金を除く)を 19 年度 6 月補正後予算比 90％とした場合 

 
区   分 投資的経費に充当

可能な一般財源 義務的償還金 義務的償還金以外 

19 年度予算比 90％（Ａ） １,４５０億円 ８２０億円 ６３０億円

中期財政収支見通し（Ｂ） １,５８０億円 ８２０億円 ７６０億円

差  引（Ａ）-（Ｂ） ▲１３０億円 － ▲１３０億円

 

④ 公債費負担の軽減               目標効果額 ６０億円 

 

行政改革・経営改革を積極的に行う地方公共団体、地方公営企業を対象に、平成

１９年度（２００７年度）からの３年間の臨時特例的な措置として、過去に国等か

ら高金利で借り入れた市債を補償金なしで繰上償還し、現行金利の民間等資金で借

換えることができる制度が創設されました。 

この制度を活用して、本市の利子負担の軽減（企業会計分の繰上償還に伴う一般

会計繰出金の減を含む。）を図ります。 

 

⑤ 特別会計・企業会計の見直し          目標効果額 ２０億円 

 

（特別会計） 

介護保険事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、中央卸売市場事業特別会計

などの特別会計については、業務の効率化などによる徹底した経費の節減を行うと

ともに、受益者負担の適正化・収納率の向上を図り、一般会計からの繰出金を抑制

します。 

 

（企業会計） 

水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計については、独立採算の原則に基

づき、将来にわたる的確な収支見通しの下に、従来にも増して徹底した経費の節減、

業務の効率化、財源の確保などに努め、一層の経営の健全化を計画的に進めます。 

特に、下水道事業会計については、受益者負担の適正化の観点から、使用料の改

定により汚水処理経費の資本費に対する使用料充当率を引き上げるとともに、より

一層のコスト縮減などに努め、一般会計からの繰出金を抑制します。 
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(3) 取組の効果   中期財政収支見通しに反映済の金額を除く。 

 

これまで掲げた取組により、財源不足を５８０億円解消することが可能ですが、中

期財政収支見通しで試算した平成２０年度（２００８年度）以降４年間の累積赤字５

９６億円（名目経済成長率２．２％の場合）に対しては、なお１６億円不足する状況

です。 

さらに、財政調整基金を５０億円程度（第２次財政健全化計画における平成１９年

度（２００７年度）末残高並み）確保する場合には６６億円不足することになります。 

 

区          分 ４年間の効果額 
（一般財源ベース） 

歳入確保 ３２０億円

市税収入等の確保 ３０億円  

受益者負担の適正化 検討中  

未利用地等の売却促進・市有資産の有効活用 １０億円  

 

退職手当債等の発行 ２８０億円  

歳出削減 ２６０億円

人件費の削減 検討中  

事務事業の見直し ５０億円  

投資的経費の縮減 １３０億円  

公債費負担の軽減 ６０億円  

 

特別会計・企業会計の見直し ２０億円  

合         計     Ａ ５８０億円

中期財政収支見通しでの財源不足額        Ｂ 
（名目経済成長率を２.２％とした場合）       

５９６億円

差      引    Ｃ＝Ａ－Ｂ ▲１６億円

財政調整基金を５０億円程度確保する場合 Ｄ ５０億円

差         引   Ｃ－Ｄ ▲６６億円
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４ 今後の取組とまとめ 

 

今回の「今後の財政運営方針（素案）」は、本年９月の中期財政収支見通しで見込まれ

た財源不足を解消するため、現段階で考えられる対応方策をとりまとめ、公表したもの

です。 

今後、この素案に対する議会や市民の皆様のご意見をいただきながら、社会経済情勢

や国の動向も踏まえて、来年２月を目途に「今後の財政運営方針」を策定したいと考え

ています。 

 

＜取組の方向性＞ 

○ 平成２０年度（２００８年度）の当初予算編成と併せて、さらなる歳入確保や歳

出削減の検討を行います。 

○ 現在、平成２０年度（２００８年度）末で財政調整基金が底をつく見込みとなっ

ていますが、災害等に伴う緊急臨時的な財政支出に対応し、安定的な財政運営を行

っていくためには、財政調整基金の確保が必要です。このため、今後の検討におい

て、財源不足を解消した上で、できるだけ財政調整基金を確保するよう努めます。 

 


