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平成２７年度予算について 

１ 基本方針  

＜財政状況＞ 

・市税は、一部の業種における業況の回復により微増とし、地方消費税交

付金は通年化による増加を見込むものの、地方交付税は、前年度の税収

増の反動を受けて大幅に落ち込むものとしており、本市における一般財

源は、前年度に比べ2%程度の減尐が見込まれる。 

・社会保障費及び公債費は依然高水準であり、企業会計への繰出金や施設

の維持管理経費も増加することから厳しい財政状況にある。 

 

＜編成方針＞ 

1)総合振興計画の着実な推進 

  ⇒北陸新幹線の開業後に向けた様々なまちづくりの取組を集結してい

くほか、後期基本計画を踏まえ、中長期視点に立って、優先度の高い重

点事業を着実に実施する。 

2)H28年度からの地方交付税合併算定替終了後を見据え､本市の持続可能な

財政構造の構築に向け､施策の選択と集中による事業の重点化を推進する。 

3)国の補正予算に呼応し､｢地域住民生活等緊急支援のための交付金｣を活用し

た消費喚起・生活支援策や地方創生の先行事業をH26年度３月補正予算に計

上し、H27年度に繰越し、当初予算と合わせて一体的に対応する。 

4)地区要望事業は、緊急度･重要度等を考慮し、積極的な予算化に配慮する。 

5)持続的な北陸新幹線の開業効果を創出するために、官民一体となって､｢新幹

線開業後ソフト事業｣を展開する。 

6)新市施行10周年の節目を迎えるにあたり、郷土愛の醸成を図り､市民融和を

深める｢新市施行10周年イベント｣を開催する。 

 

＜緊急経済対策＞ 

｢地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策｣に基づき、｢地域住民生活等緊

急支援のための交付金｣を活用した①地域における消費喚起や生活支援に関

する事業や②地方版総合戦略の先行実施に係る事業を平成26年度３月補正

に計上し、平成27年度に繰越し、当初予算と合わせた｢13か月予算｣で一体

的に、切れ目のない財政運営を行う。 市の交付金事業費 1億531万6千円 
区 分 主 な 事 業 交付金 事業費 

地域消費喚起・生活支
援型 

プレミアム商品券発行事業、ふるさと旅行券、
リフォーム補助金、不妊治療費助成金 等 

55,000千円 61,850千円 

地方創生先行型 本社機能移転事業所設置助成金、新幹線開業首
都圏ＰＲ事業、黒部米ブランド産地強化対策事
業、黒部ブランド再生事業、コンベンション開
催支援補助金、映画ロケ支援補助金 等 

37,000千円 43,466千円 

合   計  92,000千円 105,316千円 

報道発表時 資料１ 

全協発表時 資料２ 
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２ 予算の規模  

・一般会計 220億4,300万円（前年度比＋1,800万円、＋0.1％） 
 
［主な増減要因］ 

(増) 中学校建設事業(桜井中校舎新築､高志野中体育館改築) 

H26・３億7,277万円 →H27・10億3,599万円（＋６億6,322万円） 

(増) 温泉利用多目的施設建設事業(H26～27継続事業) 

H26・１億3,729万円 →H27・６億7,903万円（＋５億4,174万円） 

(増) 吉田科学館プラネタリウム改修工事費 

H26・０ →H27・２億2,426万円（皆増） 

(減) 新庁舎建設事業(H25～27継続事業) 

H26・23億1,228万円 →H27・16億6,642万円（▲６億4,586万円） 

(減) 合併地域振興基金積立 

H26・３億2,140万円 →H27・０（皆減） 

(減) 土壌汚染対策事業 

H26・２億2,391万円 →H27・5,500万円（▲１億6,088万円） 

(減) 北陸新幹線対策事業（駅周辺整備事業） 

 H26・１億7,849万円 →H27・０（皆減） 
 
・特別会計  63億6,592万8千円(前年度比 ＋４億5,686万9千円、＋7.7％) 

 （国保事業 前年度比 ＋３億2,360万1千円､＋8.4％) 

（発電事業 前年度比 ＋３億6,419万4千円､＋239.9％ 黒瀬川発電所建設) 

 ・企業会計 206億8,465万6千円(前年度比 ＋12億9,891万3千円、＋6.7％)  

（病院事業 資本的支出 54億1,954万9千円(前年度比 ＋15億7,912万1千円 +41.1％)  

・全 会 計 490億9,358万4千円 (前年度比 ＋17億7,378万2千円、＋3.7％) 
 

３ 一般会計予算歳入の概要  

(1) 市税収入  

76億3,387万3千円(前年度比 ＋985万3千円、＋0.1％) 

    [主な内訳] 
・個人市民税 22億6,394万3千円(前年度比＋  6,395万7千円、＋2.9％) 

・法人市民税 ４億1,970万円   (前年度比▲１億  563万6千円､▲20.1％) 

・固定資産税 44億8,598万9千円(前年度比＋    5,603万4千円、＋1.3％) 

(2) 地方消費税交付金  

６億6,010万円(前年度比＋１億8,710万円、＋39.6％) 

(3) 普通交付税  

31億  500万円(前年度比▲３億5,600万円、▲10.3％) 
 (【参考】(普通交付税＋臨時財政対策債)  

H26・44.61億円 →H27・40.05億円､▲４億5,600万円､▲10.2％) 

(4)一般財源(税+譲与税+交付金+地方交付税+繰越金+臨時財政対策債) 

  133億6,397万円(前年度比▲３億5,004万7千円、▲2.5％) 
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(5) 市 債 

① 公共事業等に伴う新規の市債発行額    27億2,170万円 

② 臨時財政対策債                      ９億    円 

合 計（①＋②）            36億2,170万円 
 
【参考】合併特例債(建設事業分)の発行可能額 全体89.9億円（Ｈ18～Ｈ27） 

H18発行額 中央小学校大規模改造事業 9,090万円 

H19発行額 愛本地区コミュニティセンター建設事業ほか ５億9,000万円 

H20発行額 新幹線新駅周辺整備事業ほか 11億  770万円 

H21発行額 学校給食センター建設事業ほか 13億1,000万円 

H22発行額 消防庁舎建設事業ほか 12億2,450万円 

H23発行額 下立交流センター整備事業ほか ７億1,280万円 

H24発行額 新庁舎建設事業ほか 16億1,450万円 

H25発行額 桜井中学校建設事業ほか （見込） ４億1,780万円 

H26発行額 新庁舎建設事業ほか （見込） 10億2,920万円 

H27発行額 新庁舎建設事業ほか （見込） ８億6,320万円 

 H27年度末における合併特例債発行累計額（見込） 89億6,060万円 
                         充当残額（見込）  2,510万円 

 
＜市債残高の推移（一般会計）＞ 

・平成25年度末 278億8,971万4千円 

・平成26年度末 301億7,706万2千円（見込） 

・平成27年度末 315億2,362万2千円（見込） 
 
【参考】27年度末残高の内訳（見込） 

区    分 残 高 前 年 比 伸び率 

社会資本整備等に係る分 190億8,379万1千円 ＋11億5,885万2千円 ＋6.5％ 

臨時財政対策債及び減税補てん債等分 104億256万1千円 ＋3億3,770万8千円 ＋3.4％ 

合併特例債を活用した基金造成に係る分(別枠) 9億8,727万円 ▲1億2,553万円 ▲11.3％ 

第三セクター等改革推進債分 10億5,000万円 ▲1億5,000万円 ▲12.5％ 

一般会計の合計額 315億2,362万2千円 ＋13億4,656万円 ＋4.5％ 
 
【参考】実質公債費比率（３か年平均） 

H24年度/19.5   H25年度/17.7   H26年度/16.8  

H27年度(H26決算後見込) /16.2 

 (6) その他 

 ・負担金､使用料 第３子以降保育料･幼稚園授業料の無料化 (所得制限なし) 

 ・国県支出金   31億4,318万9千円 (前年比＋7,407万5千円) 

・繰入金    15億5,641万7千円 (前年比＋6,774万3千円) 
うち財政調整基金繰入金     ４億円 (前年比▲２億円) 

減債基金繰入金       １億円 (前年比▲2,000万円) 

庁舎建設基金繰入金  ６億9,900万円 (前年比＋8,100万円) 

合併地域振興基金繰入金  9,500万円 (前年比＋4,500万円) 

   (【参考】財政調整基金26年度末残高見込み 14億8,346万円) 

４ 歳出 主な事業  

  別紙 報道発表時は資料２、全協説明時は資料３  

          「平成27年度歳出 主な事業」参照 
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５ 新幹線開業後の各種取組  

項     目 主 な 内 容 予算額 (千円) 

１ 開業キャンペーン・情報発信 首都圏開業プロモーション事業､◎映画ロケ支援事業､新幹線
開業ＰＲイベント開催など 

13,700 

２ 市民参画による新幹線開業行事 くろべ市民会議開業1周年セレモニー開催、◎新幹線開業記
念第九コンサート開催など 

8,300 

３ 特産品・グルメ 地場産品ブラッシュアップ事業､県外物産展開催補助､◎黒部
ブランド再生事業など 

5,150 

４ 駅周辺魅力演出 観光ギャラリーの運営・展示機能の運営管理、新幹線駅周辺
のWi-Fi環境の運用保守､◎松桜閣前トイレ整備など 

45,352 

５ 広域観光・交通 ◎黒部峡谷パノラマ展望ツアー施設管理・河原展望台整備、
◎２次交通路線バス新設、◎立山直行バスの運行など 

65,633 

６ 交流人口増加・定住 コンベンション開催補助金、黒部名水マラソン開催負担金、定
住・半定住促進、グリーンツーリズムの推進など 

50,999 

７ 地域資源の活用 立山黒部ジオパークの活用、黒部川扇状地フィールドミュー
ジアム事業など 

5,300 

合     計  194,434 

６ 新市施行10周年記念事業･記念イベントの開催  

開催時期  事  業  名 内   容 予算額(千円) 

H27.7月 ◎ くろべ女性団体連絡協議会結成10周
年記念講演会開催補助金 

合併後､結成10周年を迎え記念事業と
して講演会を開催する。 

400 

H27.7月(予)  黒部川水のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催補助金 新市10周年記念事業として開催する 1,302 
H27.7月～  市民体育大会開催委託料 新市10周年を期に新種目を開催する。 2,845 
H27.9月(予)  くろべフェア開催補助金 エコと産業振興の歴史懐古をテーマに 3,000 
H27.秋～ ◎ 原動機付自転車ご当地ナンバープレ

ート作成委託費 
新市10周年を契機に､市のＰＲと市民
の愛着を深めるため新標識を導入する 

600 

H27.秋 ◎ 新市施行10周年記念式典事業 特別表彰を含む記念式典の実施 6,414 
H27.秋 ◎ 姉妹都市等首長招聘事業補助金 上記の式典に併せ姉妹都市首長を招聘 3,300 
H27.10月(予)  エブリバディスポーツデイ2015開催

補助金 
新市10周年の節目に、人気キャラクタ
ー等により集客を図るもの 

1,366 

H27.秋  灯台まつり開催補助金 新市10周年記念事業として開催する 600 
H27.11月  黒部市芸術祭開催費 新市10周年記念事業として開催する 1,044 
H27.11月 ◎ 安全登山と山の楽しみ方全国大会開

催補助金 
全国組織の山岳組織を会した討論会等
の開催とエクスカーションの開催 

2,000 

H27.秋 ◎ 商店街新規イベント開催補助金 食に係るイベントを商店街で開催 400 
H28.2月  生涯学習フェスティバル開催費 新市10周年記念事業として開催する 567 
時期未定  スポーツ講演会開催補助金 新市10周年を期して著名な講師を計画 750 
時期未定 ◎ ライド･アクロス･ウォーターランド

開催支援補助金 
全長20km､高低差854mを一気に駆け上
がるヒルクライムロードレース 

300 

時期未定 ◎ 医療･健康情報講演会開催費 図書館で医療情報の講演会を開催する 50 
合 計    24,938 

７ 行財政改革への取組  

  ・職員数の削減（375名→370名、一般会計及び特別会計等 ※病院除く） 

  ・宇奈月老人福祉センター､農村文化伝承館山本家の指定管理者制度導入 

・公共施設再編に関する基本計画策定費を計上 概要版印刷費648千円 

８ 予算の概要  

   別紙 資料４  「当初予算の概要」参照 

（H27当初予算・H26/3月補正予算の状況）◎は新規事業 

◎は新規事業 


