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平成２８年度 決 算 説 明 

平成２８年度直方市一般会計、国民健康保険特別会計、同和地

区住宅資金貸付事業特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医

療特別会計、上頓野産業団地造成事業特別会計、公共下水道事業

特別会計、農業集落排水事業特別会計及び水道事業会計の決算認

定の御審議を煩わすにあたり、決算の概要につきまして御説明い

たします。 

平成２８年度の一般会計における決算は、 

歳入総額 ２５１億５,６６０万２,７６３円、 

歳出総額 ２４８億６,０８２万６,５５５円で、 

差し引き、２億９,５７７万６,２０８円の黒字となりました。翌

年度へ繰り越すべき財源１億３,６３５万６千円を除く実質収支

では、１億５,９４２万２０８円の黒字でありますが、前年度繰越

金を除き財政調整基金積立金を加えた実質単年度収支では、 

１億８,９３７万２,０８３円の赤字となったのであります。 

歳入歳出を前年度と比較いたしますと、 

歳入においては、３億５,６５３万２,７０５円、約１.４４％の

増、歳出においても、５億５,４２０万７,７６５円、約２.２８％

の増となっております。 

財政の健全化を判断する４指標については、それぞれの健全化

判断比率が早期健全化基準又は財政再生基準以上になれば健全化

計画又は財政再生計画を策定しなければなりませんが、 

報告第１５号のとおり、いずれも基準はクリアしております。 

なお、実質公債費比率及び将来負担比率につきましては、市債
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残高等の減少に伴い、前年度数値よりそれぞれ１.３ポイント、 

１.９ポイント改善いたしております。 

地方創生が目指すべき自立した地方自治体として地域経済の活

性化を図るとともに、第５次総合計画の実現や直方市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の施策の推進に取り組んでおりますが、景気

低迷の影響や高齢化等の進展に伴う社会保障関係経費の増加等に

より今後も厳しい財政運営となることは必至であります。  

 財政運営といたしましては、市税を根幹とした収入の確保や

国・県補助事業の活用に努めるとともに、平成２６年度に策定い

たしました行政改革大綱や平成２７年度に策定いたしました行政

改革実施計画である経営戦略プランにのっとって、引き続き健全

な財政運営を推進するため、職員一丸となって行財政改革を行っ

てまいります。  

一般会計の決算概要については、後ほど担当部長に説明させま

すので、特別会計について御説明申し上げます。 

まず、国民健康保険特別会計については、 

歳入総額 ７５億４,５８９万１,７８５円、 

歳出総額 ７７億１ ,９８２万８ ,８８８円で、 

差し引き、１億７ ,３９３万７ ,１０３円の赤字決算となっており

ます。 

前年度決算では２億２ ,７９５万１ ,２２０円の赤字でありまし

たので、単年度では５ ,４０１万４ ,１１７円収支が改善いたして

おります。 

今後とも、厳しい財政運営になると見込まれますが、累積赤字

が改善するように国保財政の安定運営のために、医療費適正化等
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に取り組んでまいります。 

次に、同和地区住宅資金貸付事業特別会計については、 

歳入総額 ２,７２６万２,０５４円、 

歳出総額 ２,６６４万６,８８４円で、 

差し引き、６１万５,１７０円の黒字決算となっております。 

次に、介護保険特別会計については、 

保険事業勘定では、 

歳入総額 ５９億８,６３９万８,４８８円、 

歳出総額 ５８億８,２１４万３,１０７円で、 

差し引き、１億４２５万５,３８１円の黒字決算となりましたが、

この中には、平成２９年度に国等へ返還すべき額 

４,００９万５,１８３円を含んでおります。介護給付費及び地域

支援事業費の介護保険給付費においては、前年度との比較で 

３.９％の増となっておりますが、事業計画値との比較では、 

２.７％の減となっており、計画より低く推移しております。 

次に介護サービス事業勘定では、 

歳入総額 ４,８９３万７,９４２円、 

歳出総額 ４,４８９万５,４０７円で、 

差し引き、４０４万２,５３５円の黒字決算となっております。 

地域包括支援センターにおける介護予防サービス計画費収入にお

いては、前年度との比較で約８.１％減となっておりますが、この

主な要因は、新たに市町村事業となった介護予防・日常生活支援

総合事業の開始に伴い、介護予防ケアプランの収入が減少したこ

とによるものです。 

現在の高齢化社会が進む状況下では、介護サービス費の自然増や
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改正が繰り返される介護保険制度への対応などは避けては通れま

せんが、今後も給付の適正化等を推進し、持続可能な制度の運用

を目指し、介護保険特別会計の適正な財政運営に努めてまいりま

す。 

次に、後期高齢者医療特別会計については、 

歳入総額 ９億１,０５８万９,７９２円、 

歳出総額 ８億８,８９１万７,２５２円で、 

差し引き、２ ,１６７万２ ,５４０円の黒字決算となっております。 

次に、上頓野産業団地造成事業特別会計については、 

歳入総額 ８,４１４万５,１８５円、 

歳出総額 ８,４１４万５,１６０円で、 

差し引き、２５円の黒字決算となっております。 

歳入の主なものは、一般会計からの繰入金となっております。

歳出は、市債の元金と利子を支出いたしております。上頓野産業

団地については、残るＣ区画への企業誘致には至りませんでした

が、今後も、完売に向けて全力を尽くしてまいります。 

次に、公共下水道事業特別会計については、 

歳入総額 ２０億４,３５６万４０３円、 

歳出総額 ２０億３７６万８,５２１円で、 

差し引き、３,９７９万１,８８２円の黒字決算となっております。

また、このうち翌年度に繰り越すべき財源３,９３７万６千円を差

し引いた実質収支においては、４１万５,８８２円の黒字となって

おります。 

主な事業内容といたしましては、管渠築造工事等として 

８億２,９９２万円を、遠賀川中流流域下水道建設負担金として 
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１億２,９０７万円を支出いたしたところであります。 

直方市の公共下水道事業は、平成１８年９月に供用開始し、平

成２９年３月末においては、４２７ha、１５,０１１人、市内の 

２６.２％の人々が利用可能となっておりますが、今後とも下水道

の普及・促進に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、農業集落排水事業特別会計については、 

歳入総額 １億７４４万３,８９４円、 

歳出総額 １億７１３万８,９８４円で、 

差し引き、３０万４,９１０円の黒字決算となっております。 

次に、水道事業会計の決算の概要について、御説明いたします。 

最初に、経常的な収支であります収益的収支について御説明い

たしますが、金額は税抜きでございます。 

収入総額 １４億７,８１７万０,１４２円に対し、 

支出総額 １４億７,３５７万８,１７３円で、収益的収入及び

支出の差し引きにおいて、４５９万１,９６９円の純利益を計上い

たしております。 

 この純利益は、地方公営企業法の規定により議会の議決に基づ

き、減債積立金及び利益積立金へ積み立てる予定といたしており

ます。 

次に、投資的な収支であります資本的収支について御説明いた

します。金額は税込みでございます。 

収入総額 ２億４,７９３万３,８４７円に対し、 

支出総額 ８億３,７００万２,７５４円で、資本的収入及び支

出の差し引きにおいて、５億８,９０６万８,９０７円の不足とな

りました。 
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この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額並びに過年度分損益勘定留保資金で補填いたしております。 

主な事業内容といたしましては、 新設改良事業費において、配水

管布設及び布設替工事等を施工し、４億６,０７７万４,３４２円

を支出いたしております。 

今後も安全・安心な水道水を安定的に供給するため、一層の努

力を重ねてまいります。 

以上で、平成２８年度決算説明を終わらせていただきますが、

今日の地方財政の運営は、依然として大変厳しい状況のもとにお

かれております。今後も事業選択の優先順位を考慮しながら、計

画的な財政運営に努めてまいる所存でございますので、何とぞ議

員各位の一層の御指導と御協力をお願い申し上げます。 

終わりになりましたが、長期間にわたって、この決算審査に当

たられました監査委員の御労苦に対し、深く感謝を申し上げます。  

 なお、細部につきましては、別に参考資料も添付いたしており

ますので、慎重に御審議いただき、認定賜りますようお願い申し

上げます。 
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平成２８年度 一般会計決算概要 

 

一般会計の決算概要について御説明いたします。 

歳出から款を追って目的別に御説明を申し上げますが、まず各

款にわたっております給与費については一括して御説明いたしま

す。 

一般会計の給与総額は３２億６,８４６万３千円でありますが、

前年度と比較して共済組合費の率の減少により共済費は減少して

おりますが、退職者数の変動による退職金の増等により職員手当

で増加し、前年度に比べて５,５４５万１千円、１.７３％の増と

なっております。 

次に、各款について御説明いたします。 

１款議会費では、本会議ライブ中継・録画映像配信業務に係る

委託料として初期導入経費で９２万２千円を支出いたしておりま

す。 

２款総務費では、直方市ホームページ再構築業務委託として情

報通信技術及び機器の発達とユーザーニーズの多様化に対応する

ためホームページをリニューアルし７５６万円を支出いたしてお

ります。  

 また、グローバル人材育成事業として国内で開催される国際サ

マーキャンプに１１９万２千円を支出し、中学生を５名参加させ

ました。  

 市庁舎設備の長寿命化への対応としては、引き続き庁舎の施設

補修等を緊急性の高いものから実施し、平成２８年度は直方市庁

舎北面外壁改修に伴う実施設計委託料を１００万５千円支出する
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とともに、直方市庁舎非常用ガスタービンエンジン発電装置修繕

費として９２８万８千円を、直方市庁舎４階全熱交換機部品交換

整備工事を実施し３１８万６千円を支出いたしております。また、

防災対策においては、平成２７年度の水防法改正及び福岡県の土

砂災害警戒区域の指定が新たに追加されたことから９２万７千円

でハザードマップを作成いたしました。    

次に、ふるさと納税関係につきましては、件数で４,９２２件、

金額で６,５３０万５千円の寄附額がありましたが、寄附申し込み

から返礼品の配送等まで一括管理する業務委託料として、 

３,４３２万９千円を支出いたしております。また国の通知に伴い、

平成２７年度、２８年度で策定した公共施設等の総合的かつ計画

的な管理を行う公共施設等総合管理計画策定においては、最終的

な計画書を策定し平成２８年度分として７０２万円を支出いたし

ました。 

さらに、地方創生加速化交付金を活用して直方市まちなか文庫

基本構想に係る基礎調査及び策定委託業務として、拠点施設とし

て検討している既存建物の外壁や設備等の現状調査と活用に向け

た改修内容と経費の試算を実施し、まちなか文庫の基本構想を 

６９４万７千円で策定いたしました。 

３款民生費では、社会福祉総務費関係において、社会福祉協議

会及び総合福祉センターの運営経費として６,９７０万２千円を、

公費医療費関係では、子ども医療費で平成２８年１０月より小学

６年生まで対象者を拡大し５ ,６６０人に対して  

１億７ ,６７２万６千円を、重度障がい者医療費で対象者  

１ ,３５３人に対して２億１ ,５２９万円を、ひとり親家庭等医療
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費では１ ,８７４人に対して５ ,８５９万９千円を支給いたしまし

た。臨時福祉給付金関係では、平成２６年４月の消費税引上げに

よる影響の緩和措置として、平成２８年度におきましても引き続

き低所得者を対象に臨時福祉給付金給付事業として給付者数 

２４,０１２人に対して２億１,２１４万２千円を、また賃金引上

げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援や個人消費の下支え

に資する措置として、一定の要件を満たす低年金受給者に対する

年金生活等支援臨時福祉給付金として給付者数７,３８６人に対

して２億２,１５８万円を支出いたしました。  

また、繰出金において、国民健康保険特別会計に 

６億３,１８０万４千円を、介護保険特別会計に 

８億５,６６０万７千円を、後期高齢者医療特別会計に 

２億４,４７１万９千円を繰り出すと同時に、後期高齢者医療給付

費の法定負担金として７億７,９６３万４千円を支出いたしてお

ります。 

次に、高齢者福祉費関係において、新規事業として高齢者等に

対する入浴施設利用料助成券交付事業を実施し、２,９８０回の利

用で５９万６千円を支出いたしました。また、養護老人ホームの

４施設に延べ５０５人を措置し９,３４５万２千円を支出いたし

ております。 

障がい者自立支援福祉費関係においては、心臓や腎臓機能障が

いなどの更生医療の給付として２７３人に対し 

２億３,５６９万１千円を、居宅介護や生活介護などの自立支援サ

ービスの支給として１２億６,６２２万２千円を、障がい児給付費

として障がい児通所給付や障がい児相談支援に 
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１億７,８２９万９千円を支出いたしております。 

児童福祉費関係においては、保育事業では第二子まで保育所の

保育料無料化を拡大し、１,５３４人の保育に対して 

１５億６,８６２万円を、児童手当給付として対象児童数 

７,３０２人を対象に９億６,１９３万２千円を支出するとともに、 

市内１１カ所の学童保育事業費として１億４,２１４万３千円を

支出いたしております。また、平成２７年度より実施いたしてお

ります子ども・子育て支援法による病児・病後児保育事業費では

延べ利用者２２０人で１２４万１千円を支出いたしております。 

保健事業費関係においては、母子保健事業や予防接種事業におい

て妊婦健康診査や定期予防接種を実施し、１億３,９２７万１千円

を支出するとともに、平成２８年度から新規事業で分娩後に援助

を必要とする母親を助産院で支援する産後ケア事業として９人の

利用に対して５６万５千円を支出いたしております。 

次に、生活保護費関係においては、３０億８,０４４万９千円の

支出となっております。前年度に比べて１,４５２万６千円の増で

ありますが、平成２９年３月末の保護率は３２.２パーミルで、前

年度に比べて０.８ポイントの減となったのであります。 

次に、人権同和教育・啓発関係においては、人権同和講演会を

２回、企業同和問題研修会を７回開催するなど人権同和教育施策

の推進に努めました。また、施設維持補修では、植木集会所外壁

修繕等に２１３万８千円を支出いたしております。 

４款衛生費では、廃棄物処理等関係において、ごみの減量化と

資源リサイクル推進のために１１品目１７分別の資源回収を実施

し、７２３トンを収集いたしております。資源の拠点回収場所と
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いたしましては、環境業務課を週５日開放する一方、資源リサイ

クル拡大のために地域での集団回収に対する支援を進め、リサイ

クル登録団体は昨年より４団体増の１８２団体に対するリサイク

ル奨励金として３７５万１千円を支出いたしております。             

なお、収集運搬委託業務につきましては、平成２８年度より新

たに資源物収集運搬業務を委託開始いたしましたが、引き続き市

民サービスが低下することのないよう委託業者への指導・監督を

行っております。 

また、現行のし尿処理施設を汚泥再生処理センターとして更新

する、し尿処理場建設事業におきましては、平成２７年度より着

手いたしておりますが、平成２８年度は主な経費として汚泥再生

処理センターの施設整備基本計画策定業務委託料で 

４４２万８千円、発注者支援業務委託料で３６０万３千円、環境

影響調査業務委託料で４３８万５千円及び既設の車庫移転等の設

計業務委託料や移転工事等として２５４万９千円を支出するとと

もに、既存の施設の整備においては、清掃工場及びし尿処理場の

施設改修工事などを総額３,５８１万１千円で施工いたしており

ます。 

６款農林水産業費では、農業生産の中核となる担い手や生産組

織等の育成を図り、地域営農組織の設立などを支援するとともに、

米の需給調整や食料自給率の向上を目指し、経営所得安定対策の

円滑な推進を行ったのであります。 

農産物ブランド化推進事業では、地方創生加速化交付金を活用

して引き続き直方産の商品開発・販路拡大に継続して取り組み、

地産地消やブランド化の推進を目的とした農産物ブランド化推進
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業務委託料として３５８万円を支出いたしました。また、継続し

て取り組んでおります荒廃森林再生事業でも荒廃森林再生事業林

分調査業務委託料や整備業務委託料として３４６万６千円を支出

いたしております。 

農業施設の改良や維持補修のための整備事業等につきましては、

農業生産の維持及び農業経営の安定化を期するため農業施設の通

常整備工事及び維持補修を６,９３５万８千円で施工するととも

に、農村環境整備事業として上境地区送水管改修工事を 

３,１５５万２千円で施工いたしました。また、植木牟田池揚水機

場を改修するための農業水利施設保全整備の県事業負担金として

２６８万１千円を支出し地域農業の振興を図るための環境整備を

進めてまいりました。 

農業集落排水事業特別会計には、財政支援として、 

８,０４０万円を繰り出しております。 

７款商工費では、地方創生加速化交付金を活用して、市内中小

企業紹介事業や産業振興コーディネーターの招聘事業として、情

報の拠点化稼ぐ産業づくり事業委託料に１ ,１２８万円、観光パン

フレット製作委託料に４９７万４千円、事業所開設支援補助金と

して２件で１００万円及び商店リフォーム補助金では７件で 

３２５万８千円を支出いたしております。  

また、公共交通の維持のための路線バス維持負担金として 

１,２８４万２千円、コミュニティ交通事業費補助金として 

７３３万６千円、平成筑豊鉄道経営安定化負担金として 

２,４３６万円、筑豊電気鉄道株式会社に地域公共交通確保維持改

善事業補助金として２,０６１万６千円を支出しております。 
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また、観光振興を図るための観光物産振興協会補助金として 

９８０万円、消費喚起のための直方市プレミアム商品券発行事業

補助金として６９８万３千円を、企業立地促進奨励金では６企業

に対し３,６７８万９千円を支出いたしました。 

８款土木費では、国土調査事業において、国土調査法に基づく

地籍調査を植木地区において再開し、地籍調査に係る測量基準点

の設置及び土地の測量業務委託料として４３２万円を支出いたし

ております。   

 道路橋りょう関係においては、道路修繕、道路新設改良事業及

び交通安全施設整備事業等に対し総額４億３,９６３万６千円を

支出し、河川関係においては、山部泉町地区急傾斜地崩壊防止工

事を２,９９９万６千円で施工いたしております。 

都市計画関係においては、県営街路事業に伴う地元負担金とし

て、境口頓野線及び植木駅前線に２億１,１７３万９千円を、街路

事業では小野牟田野添線道路新設工事に伴う用地測量や道路詳細

設計、交差点詳細設計業務委託及び建物等補償調査業務委託等に 

５,４３１万８千円を、山部口広場駐輪場新築工事として 

１,６８０万２千円を支出いたしております。 

公園整備事業関係においては、直方中央公園整備事業において、

２８年度は公園樹木伐採や敷地造成及び園路広場等公園整備工事

に７,９９３万３千円を支出するとともに、市内の公園遊具等整備

として１１５万６千円を支出いたしております。また、平成２８

年度より平成３０年度までの債務負担行為により３年間で策定し

ている立地適正化計画策定業務委託では、平成２８年度は調査分

析業務として５５６万８千円を支出いたしております。 
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 下水路関係においては、新町ポンプ場建屋改修工事を 

１,７６３万円で、下水排水路整備工事や維持補修を 

総額６,２６２万２千円で施工いたしております。 

市営住宅関係においては、全戸数１,５８５戸の維持管理費とし

て１億７,１９８万５千円を、既存住宅の解体工事や長寿命化を図

るための防水改修工事費として４,９５７万８千円を支出いたし

ております。また、中泉中央市営住宅建築工事１工区においては、 

平成２７年度から平成２９年度までの継続事業として取り組んで

おりますが、平成２８年度は建築工事費や工事監理業務委託料等

で３億５,１９３万８千円を支出いたしております。 

また、住宅リフォーム補助金については、交付決定件数 

１７６件、補助対象工事費１億７,３２５万６千円に対して 

総額１,３９６万５千円を支出いたしております。 

下水道関係においては、頓野処理場の維持管理費等に 

６,２７３万６千円を支出するとともに、耐震診断委託料として 

３０４万７千円を、また合併処理浄化槽設置整備事業補助金とし

て９３件、３,４９７万円を支出いたしております。 

 さらに、公共下水道事業特別会計には財政支援として 

８億３０４万９千円を繰り出しております。 

９款消防費では、市民の生命と財産を守るため、消防職員、消

防団員が一体となり、日夜各種災害等に対応している中で、火災

予防としての各種訓練指導や市民等に対する応急手当講習会を実

施するなど、地域に密着した消防行政の推進に努めたのでありま

す。特に、高齢化のさらなる進展に伴い、救急需要は増加し続け

ることが予想され、救急車適正利用や予防救急の啓発と併せた救
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急需要対策に取り組んでいるところであります。 

施設整備においては、消防庁舎防水改修及び外壁塗装改修工事

を４５５万４千円で施工し、消防ポンプ自動車の更新に 

３,５９６万４千円を支出いたしております。また、消防団関係で

は消防団車両整備事業として計画的に毎年１台更新いたしており

ますが、平成２８年度は第３分団第１部に消防ポンプ自動車を 

１,８１７万６千円で購入するとともに、消防団防火衣一式８３着

を５２４万４千円で購入し消防力の充実強化に努めたところでご

ざいます。 

また、災害応急対策関連では、土木施設、公園施設の補修に 

５２８万４千円を支出したのであります。 

１０款教育費では、学校教育や社会教育及び幼児教育の充実と、

体育スポーツ及び文化の振興に努めたところであります。 

まず学校施設整備については、小学校では直方南小学校、北小

学校、西小学校、下境小学校の校舎外壁改修及び建具改修工事等

を２億８,８２６万１千円で、直方南小学校、西小学校、新入小学

校校舎トイレ改修工事等を３,７１４万４千円で、中学校では直方

第二中学校校舎内部建具改修工事を１,２８３万３千円で、直方第

三中学校校舎トイレ改修工事等を８６９万６千円で施工したので

あります。また、中学校給食に関しましては、校外調理委託方式

で選択制の給食を実施するため、総合評価方式一般競争入札で給

食調理配送業者を決定するとともに、選択制給食となるため、給

食管理システムの導入と、給食の受け入れ場所である配膳室を空

き教室などに整備いたしました 

次に、学校教育の充実については、「未来を拓き、心豊かでたく
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ましく生きる子どもの育成」を教育目標とし、「確かな学力の定着」

「豊かな心と健やかな体の育成」「信頼される学校づくり」の推進

を重点課題に、学校と家庭・地域との連携をはじめ、保・幼・小・

中・高学校間の連携を強化しながら充実した教育の実践に努めた

ところであります。特に、子どもの学力向上につきましては、小

学校における３５人学級を実施するための教員を配置するととも

に、全小中学校に学生や退職教員等による学習支援員を配置し、

学力向上のためのきめ細やかな質の高い学習指導体制づくりを目

指したところです。教育研究所費では小学校６校を指定して帰宅

後の家庭学習が困難な児童や自ら希望する児童を対象に放課後学

習事業を実施し、家庭学習の習慣化及び学力の向上に努めました。 

 また、義務教育９年間の連続性を重視し、小学校と中学校にお

ける系統立てた教育方針のもとに中学校区ごとに分離型の小中一

貫教育を進め、学力向上と不登校児童生徒の減少に努めてまいり

ました。 

さらに、新規事業では平成２８年度より高校生を対象に給付型

のハートフル奨学金として、１５名に３６０万円を給付いたしま

した。  

社会教育関係においては、「健康で心豊かな明日を担う市民」の

育成を目指して、社会教育行政の推進に努めてまいったのであり

ます。 

施設整備においては、美術館収蔵庫の老朽化に伴い新設事業と

して１億８ ,３８５万６千円で施工いたしております。また、文化

財の保存活用に関しましては、地方創生加速化交付金を活用して

直方に残る文化財を誰もが容易に閲覧できるようにウェブ上に構
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築した直方市バーチャル博物館を９４８万９千円で開設し、石炭

記念館におきましては、国の史跡指定に向けた建物等の調査業務

に１ ,８５４万５千円を支出いたしております。  

１２款公債費では、市債の元利償還金として、 

２１億５,９１０万１千円を支出いたしておりますが、前年度に比

べて２億２,９９５万３千円の減となっております。市債残高の減

少に伴う元金の減が主な要因であります。 

１３款諸支出金では、水道事業会計に対する補助金として 

１,０７６万４千円を支出いたしております。 

以上が、目的別による決算状況であります。 

次に、歳出決算額を性質別で見ますと、人件費、扶助費、公債

費を合わせた義務的経費は総額１４８億１,７３５万７千円で、前

年度に比べて３億６８０万１千円、２.１１％の増となっておりま

す。公債費は減少したものの、臨時福祉給付金や保育所運営費、

障がい福祉サービス給付費等の扶助費の増加が主な要因でござい

ます。 

義務的経費に物件費、維持補修費、補助費等加えた消費的経費

全体では、１８９億２,９９６万１千円の支出となり、内容的には

企業立地促進奨励金及びプレミアム商品券発行事業補助金等の減

少に伴い補助費等や公債費では減少したものの、扶助費や退職手

当の増に伴い人件費で増加しており、前年度に比べて 

２億４,８７４万２千円、１.３３％の増となったのであります。 

次に、普通建設事業費及び災害復旧事業費である投資的経費で

は、２２億９,８９２万１千円の支出となり、前年度に比べて 

３億２,３８２万７千円、１６.４０％の増となっております。小



- 18 - 

学校耐震改修や内部大規模改修工事は事業終息に伴い減少したも

のの、小中学校校舎外壁改修及び建具改修や小中学校校舎トイレ

改修工事、中泉中央市営住宅建設事業、美術館収蔵庫整備工事等

の増加が主な要因であります。 

さらに、繰出金、積立金、貸付金等その他の経費では、 

３６億３,１９４万５千円の支出となっており、前年度に比べて 

１,８３６万１千円、０.５０％の減となっておりますが、公共下

水道事業特別会計や介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計

等への繰出金や、ふるさと応援基金積立金で増となったものの、

中小企業融資預託金の廃止に伴い貸付金が減となったことが主な

要因であります。 

以上、歳出について御説明申し上げましたが、これに対する歳

入についてその概要を御説明いたします。 

まず、市税においては、総額６７億２２１万円を収入し、前年

度に比べて１億６,９４０万２千円、２.５９％の増となっており

ます。市民税における個人分で５,４２７万４千円、固定資産税で 

８,９３７万１千円、軽自動車税で２,２８８万２千円の増となっ

たことが主な要因であります。 

また、収入未済額については、２億２,５０３万２千円となり、

前年度に比べて４,２６２万２千円、１５.９２％の減となってお

ります。 

次に、地方交付税においては、５４億７,６２８万９千円を収入

いたしておりますが、前年度に比べて２億５,７３１万８千円、 

４.４９％の減であります。内容といたしましては、普通交付税で 

は市税等の収入の増加や、国勢調査人口の減少などにより 
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２億１,９１２万４千円の減となっており、特別交付税でも 

３,８１９万４千円の減となっております。 

次に、地方譲与税や地方消費税交付金など各種交付金では、 

総額１３億６,６２８万４千円を収入いたしております。前年度に

比べて１億６,２２６万１千円、１０.６２％の減となっておりま

すが、地方消費税交付金が１億１,６８８万１千円減少したことが

主な要因であります。 

次に、分担金及び負担金においては、２億３,４９５万５千円を

収入いたしておりますが、前年度に比べて６,３５０万円、 

２１.２８％の減となっております。保育事業での第二子までの保

育料無料化拡大実施に伴い児童福祉費負担金が減少したことによ

るものであります。 

次に、国庫支出金においては、総額６１億５,３７０万５千円を

収入いたしておりますが、前年度に比べて８億５,８６３万３千円、 

１６.２２％の増となっております。臨時福祉給付金等の民生費国

庫負担金や市営住宅整備に伴う土木費国庫補助金等の増が主な要

因であります。 

次に、県支出金においては、総額１６億５,１６１万３千円を収

入いたしておりますが、前年度に比べて１,９４７万７千円、 

１.１９％の増となっております。障がい者自立支援給付費負担金

等の社会福祉費負担金の増が主な要因であります。 

次に、財産収入においては、５,６１３万１千円を収入いたして

おります。前年度に比べて、３,６９０万７千円、３９.６７％の

減となっておりますが、土地売却収入及び基金運用利息の減が主

な要因であります。 
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次に、寄附金においては、１億３,４２０万２千円を収入いたし

ておりますが、前年度に比べて７,１３３万４千円、１１３.４７％

の増であります。一般寄附金の増によるものであります。 

次に、繰入金においては、１億１９０万６千円を収入いたして

おりますが、前年度に比べて７,８０５万８千円、３２７.３１％

の増であります。職員退職手当基金等の特定目的基金からの繰入

金の増によるものであります。 

次に、繰越金においては、４億９,３４５万１千円を収入いたし

ておりますが、前年度に比べて２億４,６１３万２千円、 

９９.５２％の増であります。前年度繰越金の増によるものであり

ます。 

次に、市債においては、総額１５億７６４万円を収入いたして

おりますが、前年度に比べて３億９,３５７万円、２０.７０％の

減であります。市営住宅整備に伴う公営住宅債や臨時財政対策債

の減によるものであります。 

なお、一般会計における地方債残高は、 

２０７億５,３４５万７千円で、前年度に比べて 

４億４,３９９万５千円の減であります。また、水道事業会計を除

く各特別会計までの連結における地方債残高は 

３３２億９,７９４万９千円となっており、前年度に比べて公共下

水道事業特別会計では１億５,４３９万２千円の増となっている

ものの、一般会計及びその他の特別会計で減となったことから、

総額で４億３,３２９万１千円の減となったのであります。 

以上が、一般会計決算概要の御説明でございます。よろしくお

願いいたします。 


