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平成２６年度 決 算 説 明 

平成２６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２６年度の一般会計における決算は、 

歳入総額 ２４６億９,２１９万３,６７０円、 

歳出総額 ２４４億４,４８７万４,４３８円となり、 

差し引き、２億４,７３１万９,２３２円の黒字となりました。翌

年度へ繰り越すべき財源１億３,１２８万９千円を除く実質収支

では、１億１,６０３万２３２円の黒字となりますが、前年度繰越

金や財政調整基金の取崩しを除き積立金を加えた実質単年度収支

では、１億７,２７１万４,７４７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、２６５万９,１９４円、約０.０１％の増、 

歳出においては、３億１,０２７万２,９６７円、約１.２９％の

増となったのであります。 

 歳入においては、主に市税の法人市民税や税率の改正に伴い地

方消費税交付金及び退職手当基金取り崩しにより繰入金で増加し

ておりますが、繰越金や臨時財政対策債等の市債が減少し、全体

額では前年度とほぼ同額でございます。また、歳出においては、

職員数の増や給与改定に伴う人件費、臨時福祉給付金による扶助
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費、し尿処理場の消化槽の修繕等に伴う物件費及び特別会計への

繰出金等の支出が増加したことが主な要因であります。 

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、前年

度数値よりそれぞれ１.４ポイント、８.５ポイントの改善になっ

ております。 

平成２６年度国の補正予算により地方への好循環拡大に向けた

緊急経済対策による取り組みは、地方の実情に配慮し、景気の脆

弱な部分への対応を行うとの観点ではありますが、未だ中小企

業・小規模事業者や地域経済には十分に浸透していないのが地方

の実感であり、景気低迷の影響や今後見込まれる大型事業等によ

り今後も厳しい財政運営となることは必至であります。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

行うとともに、事務事業評価や施策評価の結果を十分に考慮する

中で、限りある財源を効果的に活用する行政運営を行ってまいり

ます。 

それでは、一般会計の決算概要の主なものにつきまして、歳出

から款を追って説明してまいります。 

まず、各款にわたっております給与費については、一括して説

明いたします。 

一般会計の給与総額は３２億４,９８４万５千円でありますが、

第５次直方市総合計画の基本目標の実現及び地方分権一括法によ
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る国・県からの権限移譲への対応による職員数の増や給与改定等

に伴い給料や共済費では増となり、職員手当では退職手当等減と

なったものの前年度に比べて５,７９５万１千円、１.８％の増と

なったのであります。 

次に各款について御説明いたします。 

１款議会費では、特に申し上げることはございません。 

２款総務費では、定型的な業務を外部に委託する総務事務業務

委託料として４０６万１千円、庁舎設備の長寿命化への対応とし

て庁舎高圧設備更新委託料として６００万５千円、市庁舎第二別

館解体経費で２,０９３万１千円、直方いこいの村本館耐震診断委

託料及び体育館耐震改修及び大規模改修経費として 

４,０１３万１千円を支出いたしております。また、個人番号制度

導入業務委託料として４,０３１万８千円を、防災対策における情

報発信機能の強化や情報の共有化を図るために継続で実施いたし

ております屋外拡声子局の整備として２１３万９千円を支出いた

しております。さらに、内ヶ磯窯開窯４００年及びＮＨＫ大河ド

ラマ「軍師官兵衛」の放映を契機として本来の歴史的遺産や観光

資源の市内外への情報発信に向けて官民協働で五千人茶会等を実

施いたしました官兵衛プロジェクト・内ヶ磯窯開窯記念事業補助

金として３５万９千円を支出いたしております。 

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５,７４６万８千円を、

平成２６年４月の消費税引上げによる影響の緩和措置であります

臨時福祉給付金給付事業として給付者数１４，２８２人に対して 

１億７,８５３万円を支出いたしております。 
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また、繰出金において、国民健康保険特別会計に 

５億５,８４４万４千円を、介護保険特別会計に 

７億９,８７６万円を、後期高齢者医療特別会計に 

２億２,７７５万３千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７億３,４３５万９千円を支出いたしてお

ります。 

次に、高齢者福祉関係において、養護老人ホームの６施設に延

べ５１２人を措置し９,７４９万９千円を、認知症対応型共同生活

介護施設の新設に係る助成として３,１６５万円を、また、 

平成２６年度より「健康寿命」の増進を図り、医療費及び介護給

付費の抑制につなげることを目的として、のおがた元気ポイント

事業を実施いたしておりますが、その登録団体数は１４４団体で

参加登録者数１,８０６人のうち商品券交換者数８９９人に対し

て１８５万１千円を支出いたしております。障がい者自立支援福

祉関係において、心臓や腎臓機能障がいなどの更生医療の給付と

して３０３人に対し２億１５５万８千円を、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１１億７,３８７万５千円

を、児童福祉関係において、保育事業で１,５８４人の保育を実施

し１５億３,５１８万１千円を、児童手当として対象児童数 

７,３４４人に９億７,８６５万円を支出するとともに、市内１１

箇所の学童保育事業費として９,３４２万６千円を、また、臨時福

祉給付金給付事業と同様に平成２６年４月の消費税引上げによる

影響の緩和措置であります子育て世帯臨時特例給付金として対象

児童数５，７４７人に対して５,７４７万円を支出いたしておりま

す。 
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次に、生活保護費においては、２９億９,５７３万６千円の支出

となり、前年度に比べて６,４０７万６千円の増、保護率は 

３２.２パーミルで、前年度に比べて０.５パーミルの増となった

のであります。 

次に、人権同和教育・啓発においては、人権同和講演会を２回、

企業同和問題研修会を６回開催するなど人権同和教育施策の推進

に努めたのであります。また、下境生活館や山部集会所の修繕工

事に５８４万４千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、７２０トンを収集いたしております。資源の拠点回収場所と

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１７４団体に対するリサイクル奨励金として４５１万４千円

を支出いたしております。 

また、ごみ運搬アームロール車３台を７,４５２万円で更新し、

安定、安全搬送の確保を図るとともに、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３,２２３万１千円で施工いたしております。なお、市内全域

での収集運搬委託業務につきましては、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。 

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
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円滑な推進を行ったのであります。また、直方産米粉の商品開発・

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に努

めたのであります。さらに、農業生産の維持及び農業経営の安定

化を期するため、農業施設の改良や維持補修のための整備事業等

を総額１億３８万８千円で施工し、地域農業の振興を図るための

環境整備を進めてまいったのであります。 

林業振興費においては、乱開発の防止、風水害等の発生防止、

自然景観の保持を目的とした水源かん養林用地として管理を行う

ために、産業業務用地及び自然環境保全用地を土地開発公社から

２億４ ,４６７万円で買い戻しを行ったのであります。 

また、農業集落排水事業特別会計に、財政支援として、 

８,３５０万円を繰り出しております。 

７款商工費では、平成２１年度に認定を受けた中心市街地活性

化基本計画に基づく古町商店街の空ビルを活用したチャレンジシ

ョップ事業に対する戦略的中心市街地商業等活性化支援事業補助

金として４７８万４千円を、企業立地促進奨励金として７企業に

対し３,２４６万６千円を支出するとともに、ＪＲ直方駅を中心と

した公共交通の結節機能の向上を目的とするまちなか公共交通活

性化調査業務委託料として９９４万７千円を支出したのでありま

す。また、公共交通の維持のために路線バス維持負担金として 

１,１９９万円を、平成筑豊鉄道経営安定化負担金として 

２,４３６万円を、地域公共交通確保維持改善事業補助金として筑

豊電気鉄道株式会社に２,６３３万４千円を支出いたしておりま

す。また、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６９７万２千円を、観光振興を図るための観光物産振
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興協会設立及び運営補助金として９８０万円を支出いたしており

ます。 

８款土木費では、道路橋りょう関係において、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３億７,４３１万３千円を支出し、河川関係においては、山部

泉町地区急傾斜地崩壊防止事業を３,１０５万円で施工いたして

おります。 

都市計画関係においては、県営事業に伴う地元負担金として、

境口頓野線及び直方駅行橋線に１億５００万円を支出し、交通結

節点改善事業や直方駅周辺道路整備に係る中心市街地整備事業費

として１億５,６１２万６千円を支出いたしております。また、直

方中央公園基本設計等に係る業務委託として１,７０５万７千円

を、市内２７箇所の公園遊具整備として３,０８７万１千円を支出

いたしております。 

 下水路関係においては、下水排水路改良工事を 

総額２億４,９５７万９千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１,６０５戸の維持管理費とし

て、２億４,０７８万円を、中泉中央住宅建替に伴う実施設計業務

委託料や集会所解体工事及び造成工事費として 

６,９４１万４千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１６６件で 

総額１,１３８万５千円を支出いたしております。 

下水道関係においては、王子団地の汚水管渠更生工事及び頓野

処理場の維持管理費等に１億８４９万６千円を支出し、また合併

処理浄化槽設置整備事業補助金として８７件、３,２７３万２千円
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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６億９,８７０万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年

１２９回実施するなど、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、予防救急の啓発と併せた救急

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、査察車を１台３６７万２千円、第２分団

第２部の消防ポンプ自動車を１,７０６万４千円で購入するとと

もに、平成２８年度から消防救急無線のデジタル化が実施される

ことから、消防救急デジタル無線設備の整備に 

９,２５０万５千円を支出いたしております。 

また、災害応急対策関連においては、農業施設や土木施設、公

園施設の補修に２,５６６万６千円を支出いたしております。 

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、小学校では感田小学校校舎耐

震改修及び大規模改修工事を９,４２５万３千円で、直方東小学

校・上頓野小学校校舎耐震改修工事を４９３万１千円で、直方南

小学校門扉修繕工事等施設整備を２９５万６千円で、中学校では

直方第一中学校・第三中学校校舎耐震改修及び大規模改修工事を 

１億１,３６６万５千円で、直方第二中学校校舎耐震改修工事を 
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３,７６８万７千円で施工したのであります。 

なお、市内小中学校施設の耐震改修につきましては、平成２７

年度の完了を予定いたしております。 

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ま

しい子どもの育成」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・中学

校間の連携を強化しながら充実した教育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、全小学校にお

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の配置や、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、学

力の向上に努めたのであります。   

 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校区ごとの教育課程を編

成するとともに、直方市教育フォーラムを開催し小中一貫教育の

意義と教育効果への理解を広げたのであります。さらに、官兵衛

プロジェクト・内ヶ磯窯開窯４００年記念事業として小学校５年

生を対象に高取焼発祥の地「のおがた」に対する誇りと愛情を育

てる目的で、野焼き体験を実施したのであります。 

また、市内４中学校生を対象に、直方市出身のピアニストであ

る占部由美子さんの演奏会を開催し、国内外で活躍するプロの音

楽に触れることにより、音楽的な感性と郷土への誇りの醸成を育

むことができたのであります。 

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
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育成をめざして、社会教育行政の推進に努めてまいったのであり

ます。 

また、施設整備においては、旧植木公民館解体工事で 

６２７万２千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、 

２６億９,８７６万円を支出いたしておりますが、前年度に比べて 

５,０７５万３千円の減となっております。市債残高の減少に伴う

利子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 

１,１６８万１千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１４５億２,７４２万１千円で、前

年度に比べて４億４,７４６万７千円、３.２％の増となっており

ます。臨時福祉給付金や障がい福祉サービス給付費等の増による

ものであります。 

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、１８７億１,３９０万円の支出となり、内容的には補助

費等や公債費は減少しているものの、人件費、物件費、維持補修

費及び扶助費は増加しており、前年度に比べて 

５億５,９２０万６千円、３.１％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、２３億３,１９４万円の支出となり、前年度に比べて 

３億７,６３９万７千円、１３.９％の減となっております。道路

新設改良事業費や水源かん養林用地取得費等の減が主な要因であ
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ります。 

さらに、繰出金、積立金、貸付金等その他の経費では、 

３３億９,９０３万４千円の支出となっており、前年度に比べて 

１億２,７４６万４千円、３.９％の増となったのであります。財

政調整基金への積立金及び国民健康保険事業特別会計等への繰出

金の増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６６億２,１７０万９千円を収入し、

前年度に比べて７,２１６万８千円、１.１％の増となっておりま

す。市民税における個人分は３,３３５万８千円の減となったもの

の、法人分で１億５５２万８千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、２億９,３３８万４千円となり、

前年度に比べて３,７２５万９千円、１１.３％の減となっており

ます。 

次に、地方交付税においては、５８億６,３７０万３千円を収入

いたしておりますが、前年度に比べて３２７万８千円、０．１％

の減であります。内容といたしましては、特別交付税の減による

ものであります。 

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１０億４,７９９万６千円を収入いたしております。前年度に

比べて８,０５３万９千円、８.３％の増となっておりますが、 

平成２６年度４月から税率が改正された地方消費税交付金の増が

主な要因であります。 
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次に、国庫支出金においては、総額５０億２,５６９万５千円を

収入いたしておりますが、前年度に比べて１,９６２万８千円、 

０．４％の減であります。臨時福祉給付金交付金で増となったも

のの、国の補正予算に伴い交付された地域の元気臨時交付金の減

が主な要因であります。 

次に、県支出金においては、１６億１,２９７万８千円を収入い

たしておりますが、前年度に比べて１,５８７万６千円、１.０％

の増となっております。障がい者自立支援給付費等負担金等の増

が主な要因であります。 

次に、財産収入においては、不要不急土地の売却促進及び財産

運用収入で、８,２０７万２千円を収入いたしております。前年度

に比べて、１,５６８万４千円、１６.０％の減となっております

が、土地売却収入の減が主な要因であります。 

次に、繰入金においては、１億８,３３４万５千円を収入いたし

ておりますが、前年度に比べて１億６,４５８万３千円、 

８７７.２％の増であります。職員退職手当基金等の特定目的基金

からの繰入の増によるものであります。 

次に、繰越金においては、５億５,４９３万３千円を収入いたし

ておりますが、前年度に比べて９,４９７万８千円、１４.６％の

減であります。前年度繰越金の減によるものであります。 

次に、市債においては、総額２０億１,５５０万４千円を収入い

たしておりますが、前年度に比べて総額１億３,０７５万４千円、

６.１％の減であります。中心市街地整備事業の終息に伴う公共事

業等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、 
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２１４億４,４１２万９千円で、前年度に比べて 

４億１,３６６万７千円の減であります。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 

３３９億８,５８４万４千円となっており、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４億４,８１６万２千円の減となったのであります。 

以上、一般会計の歳入歳出決算について、御説明申し上げまし

た。 

次に、特別会計について御説明いたします。 

まず、国民健康保険特別会計については、 

歳入総額 ６９億９,８７０万１,４３１円、 

歳出総額 ７０億９,３００万６,５８４円となり、 

差し引き９ ,４３０万５,１５３円の赤字決算となったのでありま

す。 

前年度決算では１億７ ,９２８万９３１円の赤字でありました

ので、単年度では８ ,４９７万５ ,７７８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

が拡大しないように国保財政の安定運営のために、医療費適正化

等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 ２,７６０万６,８０６円、 

歳出総額 ２,６７２万３,９８７円となり、 

差し引き８８万２，８１９円の黒字決算となったのであります。 
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次に、介護保険特別会計については、 

平成２６年度が第５期介護保険事業計画の最終年であります。 

保険事業勘定につきましては、 

歳入総額 ５４億６,０８１万８,９０４円、 

歳出総額 ５４億３,７４３万９,３８５円となり、 

差し引き、２,３３７万９,５１９円の黒字決算となりましたが、こ

の中には、平成２７年度に国等へ返還すべき額 

８９２万４,０６６円を含んでおります。介護給付費は、前年度と

の比較で７．１％の増となっておりますが、事業計画値との比較

では、１．７３％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については、 

歳入総額 ５,００１万５,７７９円、 

歳出総額 ４,０８０万３,３２１円となり、 

差し引き、９２１万２,４５８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

ついては、前年度との比較で約０．３８％下回っております。 

高齢化社会が進む状況下では、介護サービス費の自然増は避け

て通れないものがありますが、今後も給付の適正化等を推進し、

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 ８億８,２３３万５５９円、 

歳出総額 ８億５,９０５万５,７５９円となり、 

差し引き、２ ,３２７万４ ,８００円の黒字決算となったのであり

ます。 
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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 ８,５３３万２,８２６円、 

歳出総額 ８,５３３万１,９９７円となり、 

差し引き８２９円の黒字決算となったのであります。 

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 １７億７,６２９万８,９２５円 

歳出総額 １６億９,７９８万３,２４６円となり、 

差し引き、７,８３１万５,６７９円の黒字決算となっております

が、このうち翌年度に繰り越すべき財源７,７８０万１千円を差し

引いた実質収支においても、５１万４,６７９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、管渠築造工事として 

６億９,８１０万９千円を、遠賀川中流流域下水道建設負担金とし

て１億４０２万５千円を支出いたしたところであります。直方市

の公共下水道事業については、平成１８年９月に供用開始し、平

成２７年３月末においては、３８５ha、１３,７２７人、市内の 

２３．８％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 １億６５２万４,６１５円、 

歳出総額 １億６２５万８,１６０円となり、 

差し引き、２６万６，４５５円の黒字決算となったのであります。 
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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。金額は税抜きでございます。 

収入総額 １３億９,８３６万３,２３０円に対し、 

支出総額 １３億９,３８５万８,８８５円となり、収益的収入

及び支出の差し引きにおいて、４５０万４,３４５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 ３億６,１４４万１,０００円に対し、 

支出総額 ８億３,９８０万９,４８９円となり、資本的収入及

び支出の差し引きにおいて、４億７,８３６万８,４８９円の不足

となりました。 

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てんいたしております。 

 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、 

４億２,３２９万２,６２４円を支出いたしております。 

以上、水道事業会計の決算概要について、御説明申し上げまし

たが、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２６年度決算説明を終わらせていただきますが、
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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。 

 


