
-1- 

令和４年 第１回定例会（第２日２月18日） 

 

〔質疑〕沖本 

議長のご指名をいただきましたので、ざま大志会を代表して総括質疑を行います。 

質疑は、今定例会に上程されている諸議案のうち議案第４号、令和３年度座間市一般会計補正予算

（第19号）及び議案第９号、令和４年度座間市一般会計予算について絞って伺います。 

総括質疑ですので、ざま大志会としては個々の事業の細かい内容については分科会並びに委員会に

て行うこととし、大綱的な質疑を行ってまいります。 

まず、議案第４号、令和３年度座間市一般会計補正予算（第19号）について簡潔に伺います。 

本補正予算における歳入の確保、歳出における工夫など積極的に前倒しされた事業を含め、当局の

政策的、戦略的な取組、あるいは鋭意努力、研究された事業について、その目的、経緯について当局

に伺います。 

次に、財政調整基金費の財政調整基金積立金18億3,130万6,000円は、本補正の歳入歳出の差額であ

る予算財源を積み立てることに伴う増額であり、本補正後の財政調整基金残高見込額は37億1,000万

円余になると伺っていますが、この大きな要因は何だとお考えでしょうか、佐藤市長の見解を伺いま

す。 

次に、議案第９号、令和４年度座間市一般会計予算について伺います。 

事前に頂いている令和４年度当初予算参考資料によれば、「本市の令和４年度当初予算は市政運営

指針に基づく予算編成を基本としてきました。その上で、選択と集中により全ての事業を見直し、優

先的にやらなければならないことを見極めること、庁内組織の横断的な取組に加えて市民、団体、企

業などとの協力体制をさらに深め、多様で複雑、高度な市民ニーズに的確かつ確実に応えていくこと。

さらには、職員一人一人が市の顔であるとの自覚を持つことを踏まえ、限られた財源により最大の効

果を上げる。こうした予算編成に取り組むことを予算編成方針として示した」とあり、続けて「こう

した予算編成方針に基づいて編成された令和４年度当初予算は一般会計が430億円余と対前年度17億

円余の増となり、また本市全体の予算総額も749億円余と対前年度26億円余の増となり、それぞれ過

去最大の予算規模になりました」と記されています。これは昨日の提案説明でも佐藤市長から述べら

れている内容でもあります。 

一般会計の歳入の主なものとして、歳入の根幹である市税は対前年度比2.2％、４億1,962万3,000

円の増となる192億3,023万3,000円となっています。個人市民税は均等割及び所得割が納税義務者数

及び所得金額の増が見込まれることに伴い対前年度比5.1％、３億8,720万9,000円の増となる80億

3,411万円、法人市民税は均等割が法人数の減が見込まれることに伴う減額、法人税割が実績に伴う

減額となり、対前年度比10.6％、8,686万6,000円の減となる７億3,236万3,000円となっています。固

定資産税は土地が負担調整措置に伴い増額となり、家屋が新型コロナウイルス感染症の影響により事

業収入が減少した中小企業者等に対する固定資産税の特例措置の終了及び新築家屋の増に伴う増額、

償却資産は納税義務者数の減及び既存資産の経年減価に伴う減額となり、対前年度比0.7％、5,644万

円の増となる82億3,805万8,000円となっています。 

また、歳出の主なものとして投資的経費の普通建設事務費が37.7％、５億8,185万円の増となり、

その内訳として緑ケ丘保育園新園舎建設などによる保育所施設整備事業費３億2,956万5,000円、対前

年度比３億2,582万5,000円、8,711.9％の増、救助工作車及び指令車の更新に伴う消防車両更新事業

費１億6,985万8,000円、対前年度１億6,719万6,000円、6,280.8％の増、相模が丘コミュニティセン
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ターの改修工事などによるコミュニティセンター大規模修繕事業費１億6,139万2,000円、対前年度比

１億5,438万5,000円、2,203.3％の増などを計上し、21億2,464万3,000円、対前年度５億8,185万円、

37.7％の増となっています。 

主な新規事業、拡充事業としては座間市市政運営指針に掲げた九つの政策から、昨年11月に発行さ

れた実施計画書（令和４年度から令和６年度）に追加された新規事業、総合福祉センター大規模修繕

事業やふるさと納税返礼品事業、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進事業費など六つの

事業。拡充事業としては地域密着型事業所整備事業や保育所施設整備事業、消防車両更新事業など17

の事業が示されております。 

さて、今回は佐藤市長にとって２回目の予算編成となります。令和３年度予算編成から一新、令和

４年度の予算編成にはどのようなところに佐藤イズムというか佐藤市長のカラーが表れていると考え

ればよろしいでしょうか、佐藤市長に伺います。 

次に、佐藤市長の予算編成における総括的な所見、説明について伺います。 

先ほど申し上げた令和４年度当初予算参考資料の冒頭にある「令和４年度当初予算編成について」

は、昨年の10月１日に佐藤市長から各部局室次・課長へ発出された「令和４年度予算編成について

（通達）」にある「３、予算編成方針」そのものです。予算編成の方針は分かりますが、予算編成に

おいて佐藤市長や各所管部局長では実際に何をされてきたのか、具体的な行動や経緯について佐藤市

長から説明を求めます。 

また、そういった観点から検証する上で伺います。令和４年度予算編成において、座間市市政運営

指針に基づき着実な行政経営を行うため、事業の点検及び経費の精査に取り組まれたのかどうか伺い

ます。 

次に、国庫支出金などの特定財源は国や県から積極的に情報収集し、可能な限り確保されたのかど

うかを伺います。 

さらに、国の令和３年度補正予算で見込まれた補助金を活用し、当初予算に計上していた事業を令

和３年度補正予算に前倒しして計上するなど、当初予算及び補正予算それぞれの負担を軽減すること

ができたのかどうか伺っておきます。 

次に、歳出予算は総額の抑制に努め、歳入予算は見込み得る限りの額を計上できたのかどうかを伺

っておきます。その上で発生したであろうと考える乖離については、財政調整基金を充当するなどの

対応をされたのか伺います。 

また昨年同様、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、事業の綿密な精査による経費の

抑制に加え、特定財源の着実な確保に注力した結果、限られた財源を有効に活用し市民の生命、財産

を守るための的確かつ確実な当初予算を編成することができたと考えておられるのかどうかを伺いま

す。 

加えて、私が昨年の令和３年度の予算編成について行った質疑を流用して伺います。 

令和２年度事業や令和３年度事業を振り返り、どのような事業をどのように点検、精査、分析され

令和４年度の拡充事業、継続事業の経費を抑制し、特定財源の着実な確保に注力されたのか。また、

新規事業はどのような背景、経緯の下で実施を決定されたのか。それぞれ代表的な事業について佐藤

市長の考えをお示しいただくとともに、令和４年度の予算編成における政策的、戦略的特徴について

明らかにしていただきたいと存じます。 

前述の質疑に重複しますが、歳出予算は総額の抑制に努め、歳入予算は見込み得る限りの額を計上

したが、その上での乖離については財政調整基金を充当し解消することにしたのであればこの乖離は
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単純に16億7,870万7,000円であり、財政調整基金繰入金として充当されたというそういう理解でよろ

しいのか伺います。 

昨年の第１回定例会の討論において、我々ざま大志会としては令和３年度座間市一般会計予算につ

いて第四次座間市総合計画を基本とし、令和３年度及び令和４年度を計画期間とする座間市市政運営

指針で掲げる政策の方向の実現のために職員皆さんが一丸となり予算編成されたものとし、大いに評

価し賛意を表しました。 

また、「佐藤市長が昨年２月16日に開かれた定例記者会見の中で、記者の求めに応じて当初予算案

を「100点満点で50点」と自己採点を述べた後、「職員はよくやってくれて100点満点だった」とおっ

しゃったとのことですが、我々ざま大志会からは職員皆さんへ200点を差し上げたい気持ちでありま

す」とも述べました。 

一方、「こうした予算起案に当たり、自らの政策、施策を盛り込むわけではなく、さらに当初予算

編成においては市長として最も重要であるヒアリングや査定を十分に行わなかった上、早まった判断

とも言える財政調整基金15億5,000万円余の取崩し、市民の期待と職員の信義にもとる対応をされた

佐藤市長には、ざま大志会として苦言を呈し、反省と研さんを促すものであります」とも述べました。 

では、令和４年度当初予算案は100点満点で何点なのでしょうか、佐藤市長の自己採点を伺います。 

また、令和４年度当初予算編成において、市長として最も重要であるヒアリングや査定は十分に行

えたのでしょうか、佐藤市長に伺います。 

さらに、財政調整基金16億7,870万7,000円の取崩しは適切な判断であると考えられているのでしょ

うか、佐藤市長に伺います。 

最後に、この際ですので佐藤市長に伺っておきます。前述の昨年10月１日に佐藤市長から各部局室

次・課長へ発出された「令和４年度予算編成について（通達）」と一昨年の10月、同様に発出された

「令和３年度予算編成について（通達）」の内容、記述に差異はあるのでしょうか。特に「３、予算

編成方針」において、令和３年度の予算編成後の社会情勢や環境の変化、事業の進捗や結果などによ

り改められたことなどはあるのでしょうか。あるいは新たな考えを加えられるなどされたのでしょう

か。明らかにしていただくよう佐藤市長に求め、１回目の質疑とします。（拍手） 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員よりいただきました質疑に対して答弁をさせていただきたいと存じます。 

財政調整基金残高見込額が37億1,000万円余になる要因について、ご質疑をいただきました。 

大きな要因の一つとしては、当初予算19億7,000円余で見込んでいた地方交付税が31億3,000万円余

となったことや、当初予算14億1,000万円余と見込んでいた臨時財政対策債が17億7,000万円余となっ

たことにより、その差額の多くを積み立てできたことが上げられます。 

また、今回の補正では譲与税及び交付金をこれまでの実績から決算見込額を推計して２億8,000万

円余増額したことや、国の補正予算による地方交付税法の改正により臨時経済対策経費として１億

4,900万円余が追加交付され、これらの増額分も財政調整基金に積み立てることができたほか、歳出

面では執行管理の徹底の成果の表れとして不用額を捻出ができたことなども寄与したと考えておりま

す。 

次に、議案第９号についての私の所見を求められましたので、お答えをさせていただきます。 

初めに、令和４年度の予算編成にはどのようなところに私のカラーが表れているかとのことでござ

いますが、歳出事業としてふるさと納税返礼品事業、小児医療費所得制限撤廃に向けたシステム改修、
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学校施設適正化方針策定事業、東中学校エレベーター設置工事設計委託、給食室等空調機器設置委託

料、ホームページ作成事業費、デジタルトランスフォーメーション推進事業費、相模が丘仲よし小道

の維持管理などに使用予定の相模が丘地区管理棟用地購入などの事業を新規及び拡充したことについ

ては、私のカラーを表すことができたものと考えております。 

次に、私及び各所管部局室で予算編成において行ってきたことについてでございますが、各所管部

局室におきましては実施計画に計上した事業をその後の環境の変化に応じて国や県の動向などを踏ま

えて予算要求を行いました。その後、財政課を中心に要求額の精査を行い、市長ヒアリング、査定を

経て令和４年度当初予算の編成に至りました。 

次に、事業の点検及び経費の精査についてでございますが、令和４年度から６年度までの３年間の

実施計画を作成する中で実施すべき事業を検討し、予算編成において各事業における経費の精査に取

り組みました。 

次に、特定財源の確保についてですが、事業所管課及び財政課双方において情報収集し、特定財源

の確保に努めました。 

次に、国の令和３年度補正予算で見込まれた補助金の活用についてですが、幾つかの事業を前倒し

して計上することで負担軽減ができました。詳細については、後ほど担当から説明をさせていただき

たいと存じます。 

次に、歳出予算は総額の抑制に努め、歳入予算は見込み得る限りの額を計上できたのかについてで

ありますが、歳出予算は公共施設再整備計画に基づく各施設の大規模改修が本格化することや扶助費

の増額を見込んだことで、総額は前年度を大幅に上回りました。それに見合う歳入予算は、見込み得

る限りの額を計上しております。 

次に、歳入と歳出の乖離については、最終的に年度間の財源調整機能を有する財政調整基金を活用

させていただきました。 

次に、限られた財源を有効に活用し、市民の生命、財産を守るための的確かつ確実な当初予算を編

成することができたと考えているのかについてでございますが、令和４年度当初予算においても新型

コロナウイルス感染症の終息が見通せない中での予算編成となり、これまでの決算などから歳出予算

額を見積もることが困難な事業も一部ございましたが、限られた財源を有効活用し、的確かつ確実な

予算編成とすることができたものと考えております。 

次に、事業の点検や精査、代表的な事業については、事業の点検、精査の具体的事例として都市再

整備計画推進事業費における歩行者用上空立体横断施設ペデストリアンデッキ設置工事の一時凍結が

上げられます。また、新規事業は私の公約実現に向けてふるさと納税返礼品事業費を計上しておりま

す。さらに、公共施設再整備計画などに基づいて計上する予定であった事業についても、即時性に見

合っているかなど様々な視点から精査し、予算編成したものでございます。 

次に、乖離は財政調整基金繰入金として充当されたという解釈でよいのかについてでございますが、

議員のおっしゃるとおりでございます。 

次に、予算案に対する私の自己採点についてでございますが、昨年度は考えていたものを予算とい

う形では表せず、実現可能な形を模索していたという意味合いで自己採点として表現をし、職員の頑

張りに対して100点満点と評価をいたしましたが、今回の予算編成ではこれまで培ってきた動きが予

算という形で表に表せたと考えております。 

次に、市長として最も重要であるヒアリングや査定は十分に行えたのかについてでございますが、

各部会からヒアリングを実施し、その後内示に至るまで適宜査定を行いました。 
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次に、財政調整基金の取崩し額についてでございますが、財政調整基金が持つ年度間の財源調整機

能を活用したものであり、適切な判断であったと考えております。 

最後に、令和４年度予算編成についての通達では、庁内組織の横断的な取組に加えて市民、団体、

企業などとの協力体制をさらに深めることを追加し、私の考えや思いを反映させております。社会情

勢や環境の変化などから、先ほども答弁をいたしましたが一部事業の凍結を判断せざるを得ないよう

な厳しい財政状況の中での予算編成であったと考えております。 

私からは以上でございます。 

 

〔答弁〕企画財政部長 

議案第４号における政策的、戦略的な取組などについてご質疑いただきました。 

本補正においては国の補正予算を活用して前倒しで実施する事業、一例を挙げれば小・中学校教員

の授業用パソコンを整備するための小・中学校情報教育環境整備事業費や、西中学校２号棟屋内便所

改修工事ほか１件を実施するための中学校施設整備事業費などです。これらは日頃職員が国や県など

の動向を注視し、絶えず情報収集を行ってきた成果であると捉えています。 

 

〔質疑〕沖本 

それでは、いただいた答弁に対して再質疑を行ってまいりたいと思います。 

まず、令和３年度の補正予算（第19号）のところにつきましては、職員皆さんのご尽力により小学

校費の補助金の前倒しするなど様々努力されていることはしっかりと受け止め、敬意を表したいと思

います。 

それでは、具体的に再質疑を行います。 

まず、予算編成時における具体的な行動や経緯についてご説明をいただきましたけれども、市長ヒ

アリング以外にも市長として積極的に関与されたといういろいろ答弁されていましたけれども、積極

的に関与されているという認識でよろしいでしょうか、まずは佐藤市長に伺います。 

また、予算編成方針にあるこの「選択と集中により全ての事業を見直し、優先的にやらなければな

らないことを見極める」。こういうことからも、また先日の新聞報道にもありました「全ての事業を

見直して、優先度を明らかにしたい」というそうしたことからも、これまで同様に事業の点検、経費

の精査に取り組むことは当然だと思います。 

ただ、それを所管部局室に言い方は悪くなりますが丸投げするのではなく、やはりトップとしてそ

れを検証するなど積極的にどのように関わられていたのか佐藤市長に伺っておきます。 

また、同じく財源確保のため自ら国や県へアクションを起こされたのでしょうか、佐藤市長に伺っ

ておきます。 

また、総額の歳出予算、この総額の抑制に努め、歳入予算は見込める限りの額を計上できたのかと

いう質疑に対し、これも先ほどと同様、選択と集中による全ての事業を見直し、優先的にやらなけれ

ばならないことを見極める、そうした考え方。これまで同様に歳出予算は総額の抑制に努め、歳入予

算は見込める限りの額を計上する。そうした基本的な考えの下で、佐藤市長としてはどのように積極

的に関わられたのか伺っておきます。 

次に、私が昨年の令和３年度の予算編成について行った質疑を流用しての質疑ですけれども、答弁

としては今回の予算編成において特に一番アピールされているペデストリアンデッキの整備事業の凍

結、公約であるふるさと納税の返礼品の事業、さらには公共施設再整備計画についておっしゃってい
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ましたけれども、それはもう重々承知をしております。質疑の意図として、１回目の質疑の後段にな

りますが、新規事業としてはどのような背景、経緯の下で実施を決定されたのでしょうかと伺ってお

ります。ぜひそういう答弁の仕方をしていただきたいと思いますし、もちろんふるさと納税返礼品、

この事業についてはふるさと納税に対する返礼品制度を導入し、地域の産業振興を図るために計上し

た。これは承知をしております。 

佐藤市長がアピールしたい事業はいいとして、このほかの代表的な事業についても明らかにしてい

ただくよう求めたいと思います。答弁は特に佐藤市長以外の方でも結構ですので、アピールできるよ

うな事業についてお示しいただければと思います。 

次に、自己採点を伺ったのですけれども、お答えできないのは非常に残念ですね。考え方はさてお

き予算審議の一環として市長の自己評価を伺っているのですから、ぜひお答えいただければと思いま

す。せっかく先ほどの質疑の答弁の中で「的確かつ確実な当初予算編成をすることができた」と答弁

されているのですから、胸を張って100点だとおっしゃればよいのではないかと思います。改めて佐

藤市長に伺います。 

それから、ヒアリングの関係ですけれども、各部局室長とのこのヒアリング、査定、これはいつま

でに何回行ったのでしょうか。時期とこの話合いの綿密度、そうした観点で佐藤市長に伺います。 

また、それは市長、副市長、企画財政部長の立会いの下でそれぞれの部局室長ごとに個別に行われ

たのでしょうか。その実情について、佐藤市長に伺います。 

次に、財政調整基金の関係でまとめて再質疑を行いますけれども、財政調整基金の関係、議案第４

号、令和３年度座間市一般会計補正予算（第19号）のところでは財政調整基金費の財政調整基金積立

金18億3,130万6,000円は本補正の歳入歳出の差額である予算財源を積み立てることに伴う増額であり、

本補正の財政調整基金残高見込みは37億1,000万円余になると伺っていますが、その要因を伺いまし

た。また、財政調整基金16億7,870万7,000円の取崩しは適切な判断と考えているのか伺いました。答

弁のさなか、ちょっと足し算、引き算するのが非常に難しくて、恐らく歳入では約20億、歳出では約

18億だったと思いますけれども、個人的な認識で恐縮ですが、歳入は交付金の増額、地方交付税法の

改正による追加の交付など、言い方がこれも悪くなりますけれども、ある意味棚からぼた餅的なラッ

キー的な要素ではないかとは思っています。 

また、歳出のところでいうと、これはもう徹底した執行管理、不用額の捻出というところが着目を

されると思います。歳出の約18億の不用額になると思うのですけれども、まずはこの職員皆さんの創

意工夫、先ほどと同じく鋭意努力によるものと認識しております。職員皆さんには敬意と感謝を申し

上げる次第です。 

令和３年度の特徴、この執行残は恐らく新型コロナウイルス感染症により実施できなかった事業の

執行残ではないかと推察をするものです。つまりは毎年毎年見込めるものではないと私たちは認識し

ています、会派として。皆さんもそう思っていると思います。令和４年度はよいかもしれません。で

も、令和５年度以降はどうお考えなのでしょうか。不安定な歳入を当てにするような財政運営でよろ

しいのでしょうか。財政調整基金は16億7,870万7,000円。この取崩し、本当に適切な判断と言えるの

でしょうか、改めて佐藤市長に伺います。 

次に、予算編成の通達について令和３年度と令和４年度の比較をさせていただきましたけれども、

市長から答弁ありましたが、ちょっと私も調べてみましたけれどもいただいた答弁以外のところで伺

っておきます。 

細かくなりますけれども、まずこういったことが追加になっています。「市政運営指針の推進」の
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下に「運営指針に示す施策を具現化した実施計画に掲げる重点事業は原則として実施すること」。そ

れからこれは（２）になりますけれども、「組織の横断的な取組による事業の推進」のこの下に「激

しく変化する社会情勢の中、多様で複雑、高度な市民ニーズに的確に、かつ確実に応えるため、長期

的な展望に立ち、事業の推進に当たっては組織を横断して対応するという共通認識を持つこと」、こ

うしたことが追加されています。さらに、（３）のところでは「財政健全化の推進」の下に「事業の

徹底した見直しにより、効率化を図ること。また、事業の実施手法の改善により歳出全般の抑制に努

めること」、こうしたことを追加されております。おおよそしかるべき内容が追加されていると認識

をしておりますが、追加された内容自体、佐藤市長としては何か特段の思い入れとか考えがあっての

ことなのか明らかにしていただくよう求めます。 

再質疑の最後に総じて行いますが、失礼、２回目の質疑ですね。２回目の質疑の最後に伺います。 

１回目の質疑に対するこの答弁をお聞きしたことによる……。失礼。早まっておりました。 

総合的に質疑を行います、再質疑。令和４年度の予算編成についてのこの通達、何度も言いますけ

れども「選択と集中により全ての事業を見直し、優先的にやらなければならないことを見極める。た

だし、事業の見直しに当たっては市民生活への影響にきめ細かく配慮するとともに、必要に応じて代

替措置を講ずることとする」。これができたからこそせんだっての新聞「全事業の優先度見直し」と

いう見出しになったのだと思います。 

端的に伺いますが、令和４年度のこの予算編成で全事業の優先度見直し、これって本当にできたの

でしょうか。 

質疑ですので、意見ではなく認識として申し上げます。小田急線の小田急相模原駅と再開発施設を

直結するペデストリアンデッキ、この整備事業を凍結する代わりに学校施設の再整備を優先させると

いうこのことだけが全事業を見直したという結果として見てとれるのではないか、そういった認識で

おります。全ての事業を見直し、事業の優先度を見極められた予算編成が本当にできたのでしょうか、

できなかったのでしょうか。あるいはやったのでしょうか、やらなかったのでしょうか。イエスかノ

ーか端的にお答えいただくよう佐藤市長に求め、以上で２回目の質疑を終わります。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員より再質疑をいただきました。 

まず、市長ヒアリング、査定についてですが、私としましては誠心誠意取り組ませていただきまし

た。 

次に、事業の点検についてでありますが、これについては査定中でありましても担当や財政課から

相談がありましたら適宜対応を行いました。 

次に、財源確保のための国、県へのアクションについてですが、市として国、県への要望書の中や

市長会などを通して財源確保の要望を行いました。 

次に、事業の見直しについての私の関わり方についてでありますが、査定の途中で担当や財政課を

通して行いました。 

次に、令和４年度の新規事業についてですが、公共施設の再整備計画に伴う事業が具現化したもの

が特徴的な事業と言えると考えております。 

次に、予算編成の自己採点でありますが、今の座間市として、また私としてでき得る限りの予算編

成ができたものと考えております。 

次に、予算ヒアリングの方法についてでありますが、担当者レベルでの調整を重ねた後、最終的に
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は12月に１回、副市長、企画財政部長同席の下、各部局室長、担当者を含めての予算編成のヒアリン

グを行いました。 

次に、財政調整基金の取崩しに対する私の見解ですが、財政調整基金につきましては今後基本的に

一定額を確保するということは基本として考えており、それを確保した上で歳出の抑制に努めてまい

りたいと考えております。 

次に、予算編成方針に追加した内容についてでありますが、予算編成を行う上で基本的に必要であ

るものと考えたものです。 

次に、事業の見直しについてでありますが、各担当での見直しを経て私としてもでき得る限りの見

直しを行えたものと考えております。 

以上でございます。 

 

〔質疑〕沖本 

それでは、再々質疑に入っていきます。 

どうも私、分からないところがあって、時系列的なところ言うと、予算編成のその通達というのは

昨年の10月１日なのですよね、発出されているのが。座間市の市政運営指針の実施計画書、これが11

月なのですよ。僅か１か月なのですよ。私も民間企業で働いていて、将来的な増資方針を含めてその

年度の方針が決められて、私のグループ、そんなに人数はいないですけれども、やはりその中では年

度の方針、私としては物づくりの会社でしたから、改善という形でどうやってコストダウンしていく

のか、納期を縮めるのか、あるいは人を育てていくのか、そうしたところの計画を出します。それも

数は多くはないです。10個かそこらです。でも、それをやるにしたって１か月はかかりますよ。１か

月以上はかかりますよ、方針を示されてからやったら。行政事業って幾つあるのですか。まあせいぜ

いそのやり方としては、民間ですよ、もちろん。イコールではないですけれども、そういった方針が

来る前には90％はいかないにしても計画はもうつくっていますよ、出る時点で。それをこの多くの事

業を抱えている行政、それ１か月かそこらでできるのですかね。 

まあこの実施計画は予算編成の指針なわけですから、実施計画があっての予算。その実施計画と予

算編成の通達、今述べたように果たして全事業の見直しが本当に可能なのでしょうか。佐藤市長の見

解を伺います。 

それから、「全事業の優先度見直し」と簡単におっしゃっていますけれども、そんな簡単な作業で

はないですよね。今も時間的なところは言いましたよ。ましてやこの行政事業というのは様々な団体、

利害関係者がいらっしゃるはずですよ。それをこの短期間で実施計画にも示されないまま、予算編成

というのが可能なのかと佐藤市長の見解を改めて伺います。それでもやりました、できますとおっし

ゃるのであれば、本当にどのような手法でどのように優先度を上げてどのように担当部局室とコンセ

ンサスを取って最終的に結果を通知されたのか、ぜひ明らかにしていただきたいと思います。 

それで改めてその財調のことで申し上げますけれども、どう考えても私はタイトロープを渡るよう

な財政運営にしか考えられない。怖くてしようがない。これが佐藤イズム、佐藤市長のカラーという

ことなのでしょうか。本市の財政運営の方向なのでしょうか。改めて伺うとともに、令和４年度編成

において市長の役割を果たしたかどうかという自己評価点数、100点満点中で何点なのか佐藤市長に

伺い、ざま大志会を代表しての総括質疑を終わります。 

 

〔答弁〕市長 
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予算編成方針、そして実施計画などの時間的な軸のことでまず沖本議員より再質疑をいただきまし

た。 

予算編成方針は10月に発送させていただきました。実施計画書につきましては、ヒアリングは７月

に行いまして全庁的に担当と共有を図らせていただきました。全庁的にも共有を図らせていただいて

おります。 

それから、財政調整基金への考え方でありますが、先ほど答弁させていただきましたとおり基本的

に一定額を確保するということ。また、この財政調整基金の役割としては年度間の財源の調整を行う

という考え方の下、それを確保した上で歳出の抑制等に努めてまいりたいと考えております。 

そして事業の見直し等についてでありますが、先ほども答弁させていただきましたが、各担当での

見直しを経て、私としてもでき得る限りの見直しを行えたものだと考えております。 

そしてこの予算編成に対しての自己評価でありますが、先ほども答弁させていただきました。今の

座間市として、でき得る限りの予算編成ができたものと考えております。 

以上でございます。（「どのような手法で優先度をつけて、コンセンサス取って通知をされたの

か」と呼ぶ者あり） 

ただいまも答弁させていただきましたが、事業の見直しにつきましては各担当での見直しを経て、

当然ヒアリング等を行いまして、その後査定を行っております。その査定の中でそれぞれの担当の話、

相談を受けたり、こちらからも指示を出したりする中で優先順位をつけ、でき得る限りの見直しを行

えたものと考えております。 

以上でございます。 


