
令和元（2019）年11月15日

※抜き取ってご覧ください

1. 決算状況
（1）全会計（一般会計および特別会計）
（1）歳入歳出決算総括表 会計名

歳　入 歳　出 歳入歳出差引
残額（A−B）決算額（A） 対前年比 決算額（B） 対前年比

一般会計 316億6020万円 −0.9％ 306億4790万円 −1.1％ 10億1230万円
うち市税 173億2634万円 +0.3％ ─ ─ ─

特別会計 233億5304万円 −6.4％ 222億5585万円 −6.1％ 10億9719万円
国民健康保険事業 107億2568万円 −13.1％ 104億8460万円 −9.0％ 2億4108万円
下水道事業 43億4797万円 +1.7％ 38億2284万円 −7.9％ 5億2513万円
用地取得事業 60万円 −99.8％ 60万円 −99.8％ 0円
介護保険事業 70億4585万円 +4.1％ 67億1880万円 +3.4％ 3億2705万円
後期高齢者医療事業 12億3294万円 +3.5％ 12億2901万円 +3.7％ 393万円
合　計 550億1324万円 −3.3％ 529億 375万円 −3.3％ 21億 949万円

市　税 ②
173億2634万円
（54.7％）

民生費 ⑫
135億2330万円
（44.1％）

土木費 ⑭
31億4028万円
（10.3％）

総務費 ⑬
36億5605万円
（11.9％）

公債費 ⑮
27億9789万円（9.1％）

商工費 ⑲
5億8730万円（1.9％）

民生費
 13万2260円
（＋3107円）

●歳入（市税）　16万9454円（＋729円）

●歳出（目的別）　29万9741円（－2748円）

固定資産税
6万9944円
（＋576円）

都市計画税
8287円
（－48円）

市たばこ税、軽
自動車税ほか
7848円
（－15円）

公債費
2万7364円
（－129円）

土木費
3万712円
（－1422円）

総務費
3万5757円
（－1513円）

教育費
2万2837円
（－1591円）

衛生費
2万5212円
（－155円）

消防費
1万3155円
（＋109円）

商工費、農林水
産業費、議会費
ほか
1万2444円
（－1154円）

農林水産業費 ⑳
4億1270万円（1.4％）

議会費 ㉑
災害復旧費 ㉒
2億7242万円（0.9％）

市民税 85億2491万円
固定資産税 71億5166万円
都市計画税 8億4730万円
市たばこ税 6億1686万円
軽自動車税 1億8467万円
入湯税 94万円

国庫支出金 ⑧
55億4802万円
（17.5％）地方消費税交付金 18億1107万円

地方交付税 3億  612万円
地方譲与税 2億1396万円
自動車取得税交付金 1億1362万円
地方特例交付金 8341万円
配当割交付金 7692万円
株式等譲渡所得割交付金 6752万円
ゴルフ場利用税交付金 1955万円
利子割交付金 1833万円
交通安全対策特別交付金 1268万円

繰入金・財産収入・
寄附金・諸収入 ③
11億1307万円（3.5％）

教育費 ⑰
23億3507万円（7.6％）

衛生費 ⑯
25億7785万円（8.4％）

消防費 ⑱
13億4504万円（4.4％）

県支出金 ⑩
21億9669万円（6.9％）

市　債 ⑪
10億9120万円（3.4％）

譲与税・交付金 ⑨
27億2318万円（8.7％）

繰越金 ④
9億5968万円（3.0％）
分担金及び負担金 ⑤
3億7015万円（1.2％）
使用料及び手数料 ⑥
3億3187万円（1.1％）

【市税の内訳】
【目的別】

【譲与税・交付金の内訳】
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一般会計決算を市民1人当たりに換算すると･･･
※平成31年4月1日現在の人口、10万2248人で算出。（　）内は対前年比

市民税
8万3375円
（＋216円）

（2）一般会計　歳入歳出決算

市民の皆さんが納めた税金が、どのように使われ、また、市の財政がどの
ような状況にあるのか、平成30年度の本市の決算をお知らせします。
決算の概要は、市ホームページ「市政情報」→「予算・決算」にも掲載して
いますので、ご覧ください。
※各表内の数値は、区分ごとに表示単位を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります
財政課 94-4862

平成30年度

【歳入】①自主財源…市が自ら収入できる財源　②市税…市に納められる税金　③繰入金・財産収入・寄附金・諸収入…基金から引き出した収入、市の財産を売却して得た収入、
寄附金など　④繰越金…前年度から繰り越したお金　⑤分担金及び負担金…保育料など、特定の利益を受ける人が負担したお金　⑥使用料及び手数料…公共施設の使用料など
⑦依存財源…国・県が定めた基準により交付される支出金や市が借り入れる財源　⑧国庫支出金…国からの補助金など　⑨譲与税・交付金…国税などから市に交付されるお金　
⑩県支出金…県からの補助金など　⑪市債…市の借入金　【歳出】⑫民生費…児童や障がい者、高齢者などの福祉のための経費　⑬総務費…住民登録、交通安全対策、選挙などの
ための経費　⑭土木費…道路や河川、公園などの整備・維持補修のための経費　⑮公債費…市債の返済のための経費　⑯衛生費…ごみ処理や環境対策、健康管理のための経費　
⑰教育費…小・中学校や生涯学習、スポーツなどのための経費　⑱消防費…消防、救急、防災のための経費　⑲商工費…商業、工業、観光の振興のための経費　⑳農林水産業費
…農業、林業の振興のための経費　㉑議会費…市議会を運営するための経費　㉒災害復旧費…災害の被害対応のための経費

今年度中に開通予定の伊勢原大山インターチェンジ

本市の会計は、一般的な行政事務事業を行う一般
会計と国民健康保険や下水道など5つの特別会計で
構成されています。各会計の歳入歳出決算額は右表
のとおりです。一般会計の決算は、前年度と比較し
て、歳入は0.9％の減少となりました。主な要因は市
債の新規借入が減少したことによるものです。

また、歳出は1.1％の減少となりました。主な要因
は普通建設事業費や人件費の減少によるものです。
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2. 地方債（市債）㉓、債務負担行為㉔の状況と基金の残高

（2）債務負担行為残高（土地開発公社・事業公社分）

区　　分 平成30年度末
（　）内は対前年比

土地開発公社計 23億2627万円（ -2120万円）
公共事業用地 7億8338万円 （ +94万円）
代替地 7億8260万円 （ +92万円）
運営費補助金 7億6029万円 （ -2306万円）

事業公社計 25億8688万円 （ -2億6553万円）
公共施設 10億6215万円 （ -2億6553万円）
運営費補助金 0万円 （ ±0万円）
中小企業集団化事業用地 15億2473万円 （ ±0万円）

合　計 49億1315万円 （ -2億8673万円）
市民1人当たり 4万8051円 （ -2721円 ）

（3）基金の現在高
種　類

（＊印は目的基金）
平成30年度末現在高
（　）内は対前年比

財政調整基金㉗ 16億7938万円（+1億4644万円）
＊ふるさとの森づくり基金 1645万円 （ +1万円 ）
＊土地開発基金 1822万円 （  ±0万円）
＊まちづくり市民ファンド寄附金積立基金 2億7637万円 （ +6671万円 ）
＊終末処理場周辺整備基金 3億5715万円 （ +6万円 ）
＊福祉のいずみ基金 1億2537万円 （ +139万円 ）
＊公共施設等整備基金 516万円 （ ±0万円 ）
＊総合体育施設建設基金 37万円 （ ±0万円 ）
＊市街地再開発基金 131万円 （ ±0万円 ）
＊国民健康保険財政調整基金 8億7451万円 （+4億2601万円 ）
＊介護給付準備基金 5億9869万円 （ +1036万円 ）

合　計 39億5298万円 （+6億5098万円）
市民1人当たり 3万8661円 （ +6420円 ）

㉓地方債（市債）…必要な財源の
一部を金融機関などから借り入
れるもの

㉔債務負担行為…契約年だけで
なく、翌年度以降の支払義務も
負う行為。ここでは、土地開発
公社と事業公社が立替施行した
公共用地取得などにかかる買戻
し額など

㉕普通債…施設（道路、公園、消
防･救急、学校など）の整備など
を行うときに借り入れるもの

㉖特例債…財源不足を補うとき
に借り入れるもの（臨時財政対策
債など）

㉗財政調整基金…突発的な災害
などの不測の事態に備え、積み
立てておく資金

3. 財政の健全化判断比率などの算定結果

㉘実質赤字比率･･･一般会計について、赤字の程度を指標化したもの　㉙連結実質赤字比率･･･一般会計、特別会計を合計し、市全体としての赤字の程度を指標化したもの　㉚実質公債費比率
･･･一般会計において、市債などの返済の負担がどの程度かを指標化したもの　㉛将来負担比率･･･一般会計が将来負担しなければならない市債残高や債務負担など、将来支出が見込まれる負
担額の程度を指標化したもの　㉜資金不足比率･･･公営企業（下水道事業特別会計）について、事業規模に対しての資金不足を指標化したもの

指　標 伊勢原市の比率 早期健全化基準 財政再生基準 30年度県内平均
（政令市除く16市）30年度 29年度 28年度

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字比率㉘ ─（黒字） ─（黒字） ─（黒字） 12.52% 20% ─（全市黒字）

連結実質赤字比率㉙ ─（黒字） ─（黒字） ─（黒字） 17.52% 30% ─（全市黒字）

実質公債費比率㉚ 7.3% 7.3% 6.3% 25% 35% 4.0%
将来負担比率㉛ 64.7% 81.9% 87.4% 350% 45.4%

資金不足比率㉜ ─
（資金不足はない） ─ ─ 経営健全化基準 県内に赤字の

公営企業はない20%
※健全化判断比率が１つでも早期健全化基準や財政再生基準を超えると、財政の健全化や確実な再生を目指すための計画を議会の議決

を経て策定し、総務大臣に報告することになります

平成30年度決算における健全化判断比率など
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市債残高と公債費（元利償還金）の推移（6年間）
特別会計残高 一般会計残高 公債費（元利償還金）
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債務負担行為残高（土地開発公社・事業公社分）の推移（6年間）

64億9637万円 61億8251万円 58億6603万円 55億2314万円 51億9988万円 49億1315万円
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財政調整基金現在高の推移（6年間）

平成25 26 27 29

7億4250万円

28 30

8億2131万円

12億3080万円12億7497万円

15億3294万円
16億7938万円

必要な市民サービスの水準を維持するため、国が定める地方
債制度を活用し、必要な財源を確保しています。市債残高は増
加傾向にありましたが、25年度から減少しています。

一方、元利償還金は増加となっています。臨時財政対策債に
かかる市債の償還が増加したことなどによるものです。将来世
代に過度の負担が残らないよう、引き続き慎重な活用に努めて
いきます。

平成30年度決算における本市の算定
結果は、右表のとおりです。

実質公債費比率は、29年度と横ばい
でした。将来負担比率については、事
業公社に対する負担見込みが減少した
ことや、地方債現在高が減少したこと
などにより、29年度と比べて17.2ポイ
ント改善しました。各指標のいずれも
国が定める基準値以内ですが、県内平
均値より高い状況です。引き続き、財
政の健全化に向けて取り組んでいきま
す。

土地開発公社および
事業公社の経営健全化
計画に取り組み、一定
の成果が現れてきてい
ます。財政の健全化に
向けて、引き続き債務
の縮減に努めていきま
す。

財政調整基金に約
1億4700万円を積み
立てました。一般家
庭で例えるなら、貯
金の残高が増えた状
態といえます。引き
続き、残高の確保に
努めていきます。

（1）市債の目的別現在高
区　　分 平成30年度末現在高

（　）内は対前年比
普通債㉕ 96億9101万円（ -6億5383万円）
総務債 1億4817万円（ -1785万円）
民生債 1億7615万円（ +1887万円）
衛生債 4億5405万円（ -1億3386万円）
農林水産業債 1億5764万円（ +1776万円）
土木債 60億5881万円（ -2億2547万円）
消防債 6億3687万円（ -5489万円）
教育債 20億5932万円（ -2億5839万円）

特例債㉖ 129億8141万円（ -8億7521万円）
減税補てん債 4億4215万円（ -1億4719万円）
減収補てん債 1億2710万円（ -8875万円）
臨時財政対策債 118億2145万円（ -5億1488万円）
退職手当債 5億9071万円（ -1億2439万円）

小　計（一般会計） 226億7242万円（ -15億2904万円）
下水道事業債 170億9897万円（ +976万円）
公共用地先行取得等事業債 8億1010万円（ ±0円）
小　計（特別会計） 179億 907万円（ +976万円）
合　計 405億8149万円（ -15億1928万円）

市民1人当たり 39万6893円（ -1万4183円 ） 5. 平成30年度に実施した主な取り組み
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2 子どもの成長をみんなで見守るまちづくり
◇待機児童の解消を図るため、認定こども園1園と民間保育所1園に
おける施設整備費用の一部を補助◇比々多小学校区で児童コミュニ
ティクラブと放課後子ども教室の一体型による活動を実施

2 暮らしの安心がひろがるまちづくり
◇いせはらくらし安心メール（行政
情報配信サービス）における配信
メニューを充実◇中学生平和学習
や平和のつどいなどの事業を実施

1 災害に強い安全なまちづくり
◇災害時に防災情報などを迅速かつ的確に伝達するため、既設の防
災行政用無線屋外子局のデジタル化を推進◇Ｊアラート（全国瞬時警
報システム）の自動受信機の更新により機能強化を推進◇集中豪雨時
の浸水被害を軽減するため、板戸地区浸水軽減対策基本設計業務を
実施

3 人がつながり未来を拓く学び合うまちづくり
◇小・中学校に外国語指導助手を
配置し、実践的コミュニケーショ
ン能力の育成を推進◇住民総参加
型スポーツイベント「チャレンジ
デー」への参加やクルリン健康ポ
イント事業の開催を通じ、誰もが
日常的に運動・スポーツを行う
きっかけづくりを促進

1 健やかに生き生きと暮らせるまちづくり
◇医療機関などとの連携による医療講座を開催◇成年後見制度の相
談や案内による権利擁護を推進◇地域包括支援センターの増設や在
宅医療と介護の連携を推進

1 産業の活力があふれる元気なまちづくり
◇さがみロボット産業特区の地域
特性を生かした産学官連携による
ロボット実証実験や関連産業への
企業参入を促進◇観光の核づくり
事業の認定を受けた｢平成大山講
プロジェクト｣により地域振興や
国際観光地づくりを推進

2 都市の活力を生み出す魅力あるまちづくり
◇東部第二地区土地区画整理組合
に対して補助金を交付◇新東名高
速道路の伊勢原大山インターチェ
ンジ周辺地区のまちづくりを推進
◇伊勢原駅北口周辺地区の整備を
推進

1 自然と調和した住みよいまちづくり
◇景観写真展および景観シンポジ
ウムの開催や地域景観資源の登録
を通じて伊勢原らしい景観まちづ
くりを推進◇国が推進する国民運
動｢C

ク ー ル
OOL C

チ ョ イ ス
HOICE｣による普及活

動事業を展開

2 快適で暮らしやすいまちづくり
◇国やバス事業者との協調によ
り、ノンステップバス導入を促進
◇道路ネットワークの骨格となる
都市計画道路田中笠窪線の整備を
推進◇総合運動公園再生修復方針
に基づき芝生広場などの再整備に
向けた設計を実施

1 市民と行政がともに力を合わせて歩むまちづくり
◇マイナポータルによる子育てワンストップサービスへの対応な
ど、情報通信技術を活用した行政サービスの普及を促進

4. 15年前との比較（決算額）

【歳入】
平成15年度

平成30年度

【歳出】
平成15年度

平成30年度

0 50 100 150 200 250 300（単位：億円）

10.9
億円

277.0億円

316.6億円

265.3億円

306.5億円

147.4億円

173.3億円

市税

15.0
億円

69.8億円

人件費33

61.5億円

30.2
億円

扶助費34 公債費35
物件費36 繰出金37

88.5億円

その他
 3.7億円

投資及び出資金・貸付金
8.7億円

財産収入･寄附金･諸収入

投資及び出資金・貸付金40 3.4億円

財産収入･寄附金･諸収入 9.4億円

27.6
億円

37.9
億円

20.2
億円

28.0億円

34.3億円

41.8億円

32.9億円

37.2億円 22.7
億円

18.0
億円

普通建設事業費 補助費等

普通建設事業費38 補助費等39

11.2
億円

分担金及び負担金・使用料及び手数料 6.4億円

分担金及び負担金・使用料及び手数料 7.0億円

県支出金

県支出金

繰入金 1.8億円

繰入金 1.7億円

譲与税･
　　　交付金

23.5
億円

27.2
億円

国庫支出金

25.4
億円

55.5億円

12.9
億円

22.0
億円

市債

33.4億円

繰越金 9.6億円

繰越金

その他41
 5.4億円

㉝人件費…職員給与や議員報酬など　㉞扶助費…社会保障
制度の一環として、生活維持を図るための経費　㉟公債費…
市債の償還金など　㊱物件費…業務委託費や機器賃借料、光
熱水費、消耗品費、通信費、印刷費など　㊲繰出金…特別会
計に渡す財源など　㊳普通建設事業費…道路や公園などを整
備する経費　㊴補助費等…市が交付する補助金や保険料　
㊵投資及び出資金・貸付金…中小企業などに対する貸付金な
ど　㊶その他…維持補修費、積立金、災害復旧事業費など

【歳入】国庫支出金が約2倍に増加していますが、
生活保護や児童手当など、国から補助を受ける事
業が増加しているためです。市債は約3分の1に減
少していますが、建設事業に関わる市債が減少し
ているためです。

【歳出】扶助費が約3倍に増加しており、15年前と
比べ歳出の構造が変化しています。扶助費は、多
くのものが制度上支出が義務付けられており、削
減が困難な経費です。財政の硬直化が進んでいる
といえます。

整備が進む田中笠窪線

成瀬中学校で指導する外国語指導助手

広島の平和記念式典などに参加した
中学生平和の旅

伊勢原協同病院で行われた
市民公開講座

1月にオープンした
北部地域包括支援センター

日向薬師のトイレに設置されたチップ塔

伊勢原駅北口の暫定バス乗降場

道灌まつりでのCOOL CHOICE
啓発活動
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※抜き取ってご覧ください

平成30年度 行財政改革の取り組み

人事行政の運営状況について
「市人事行政の運営等の公表に関する条例」に基づき、人事行政の運営状況（概要）

を公表します。詳しい内容は、12月下旬以降に市役所1階市政情報コーナーや市ホー
ムページでご覧になれます。

１　総括 （千円未満四捨五入）

（1）人件費の状況（普通会計決算）
区分 住民基本台帳人口（年度末） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B／A）
30年度 10万621人 306億 119万5千円 9億5411万円 61億4831万8千円 20.1％
29年度 10万791人 312億8987万8千円 9億2508万円 63億 860万1千円 20.2％

※実質収支は、歳入歳出の差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額です

（2）職員給与費の状況（普通会計予算・決算）

区分
職員数
（A）

給　与　費 1人当たり給与費
（B／A）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

31年度（予算） 695人 25億1319万1千円 8億991万2千円 10億8419万6千円 44億 729万9千円 634万1437円
30年度（決算） 692人 24億8325万4千円 7億9214万円  10億6490万1千円 43億4029万5千円 627万2103円
※職員手当には、児童手当、退職手当を含みません

達成状況　（　）内は取組件数に占める割合
Ａ　計画を上回る 16件（ 23.5%）
Ｂ　概ね計画どおり 39件（ 57.4%）
Ｃ　計画どおり進捗せず 13件（ 19.1%）

合　　　計 68件（ 100.0%）

実績効果額　（　）内は当初の見込額

歳　入 2億2415万円（ 9741万円）
歳　出 9452万円（ 3038万円）
合　計 3億1868万円（1億2779万円）

２　職員の平均給与月額 （一般行政職）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額※

31年4月1日現在 42歳2月 32万3215円 43万9007円
30年4月1日現在 42歳8月 32万7703円 44万1617円

※給料のほかに職員手当を含みます

3　特別職の報酬などの状況 （平成31年4月1日現在）

区　分 月　額 区　分 月　額
給
　
料

市　長 86万9400円 報
　
酬

議　長 54万4000円
副市長 71万1550円 副議長 46万9000円

議　員 43万5000円
※市長は給料を10%減額、副市長は5%減額しています

4　職員数の状況 （平成31年4月1日現在）

区　分 職員数 対前年増減数
一般行政部門 411（ 42） + 2（−11）
特別行政部門（教育・消防） 205（ 18） − 1（− 6）
公営企業等会計部門 49（ 3） + 3（± 0）

合　計 665（ 63） + 4（-17）
※（　）内は再任用および任期付短時間勤務職員を外書きしています

単位：人

経営企画課 94-4846

職員課 94-4874

伊勢原市第5次行財政改革推進計画に位置付け
られている68の取組項目の、平成30年度の取組実
績がまとまりましたので、お知らせします※行財
政改革推進計画やその取組状況などの詳細は、市
ホームページに掲載しています

6. ｢伊勢原市まちづくり市民ファンド寄附金｣の活用

「伊勢原市まちづくり市民ファンド寄附金」の受入

伊勢原市まちづくり市民ファンド寄附金は、市が行う事業の資金に活用するための寄附金を皆さんから募ることで、
まちづくりを応援していただく制度です。平成29年12月末までにいただいた寄附金を30年度に活用しました。

平成30年度にいただいた「伊勢原市まちづくり市
民ファンド寄附金」は、1億5751万7462円です。

このうち、ふるさと納税分は、1億4961万5000円で
す。貴重な財源として令和元年度以降に活用します。

寄附の指定事業 寄附額

市民活動を活発にするための事業 227万5000円

福祉を充実するための事業 1160万円

教育を充実するための事業 2497万5000円

公共施設を充実するための事業（小・中学校を除く） 340万5000円

防犯カメラの設置事業 17万6240円

防犯灯の整備 21万5227円

文化財の情報発信 4万226円

生活困難の子どものため 1万円

市公式イメージキャラクターのPR 5895円

支援教育事業 5万円

職員の人材育成事業 1万円

大山の観光振興 1万499円

使途を指定しないもの 1億1175万3180円

合　計 1億5452万6267円

①LED化した防犯灯

②「クルリン健康測定
コーナー」を開設

③「日本遺産のまち　伊勢原
うまいものセレクト」を創設

活用事業内容 充当額
提案型協働事業負担金、市民活動保険料 127万円
すこやか園特殊浴槽ほか備品のリース 560万円
成年後見権利擁護推進事業委託 580万円
中学校施設の維持管理 223万円
小・中学校の楽器経費 187万円
小・中学校のパソコン経費 1154万5000円
外国語指導助手の充実 330万円
特別支援学級介助員の充実 500万円
総合運動公園再生修復の実施設計委託 340万5000円
防犯カメラのリース 15万6240円
防犯灯LED化事業委託（写真①） 21万5227円
文化財ホームページ情報発信機器リース 4万226円
子ども学習習慣づくり委託 1万円
啓発グッズの作成 5895円
ことばの教室、まなびの教室の運営経費 5万円
職員研修の負担金 1万円
手書き地図の印刷 9万8679円
東部第二区画整理事業の負担金 1080万円
伊勢原駅北口再開発事業検討 162万円
未病センターの設置（写真②） 270万円
救助用資機材の購入 675万円
学校夜間照明のLED化工事 2173万5000円
子ども・子育て支援事業計画策定 500万円
すこやか園（こどもの部屋）空調修繕 28万5000円
特産品ブランド化への支援（写真③） 200万円
高架下中央備蓄倉庫の設計委託 203万円

合　計 9352万6267円
※充当していない6100万円は令和2年度以降に活用予定です


