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 平成２９年度各会計の決算をご審議いただくにあたり、各会計歳入歳出決算書並びに

決算説明書、決算審査意見書等を提出したところでありますが、審査に先立ちまして、

各会計決算の大綱をご説明申し上げます。 

 

平成２９年度の当初予算は、 

   一 般 会 計     １９８億８，５００万円 

   特 別 会 計     １０９億４，４３８万円 

   下水道事業会計支出    ２８億  １２６万円 

   病院事業会計支出     ７６億３，２６１万円 

合わせて、４１２億６，３２５万円を計上したところでありますが、その後、 

補正予算と平成２８年度からの繰越事業費繰越額を含めた最終予算額は、 

   一 般 会 計     ２０５億９，７３９万円 

   特 別 会 計     １１２億９，９０４万円 

   下水道事業会計支出    ２８億  １２６万円 

   病院事業会計支出     ７６億５，８３９万円 

合わせて、４２３億５，６０８万円となったところであります。 

 

平成２９年度は、総合計画の着実な推進を図りながら、まちの成長力を 

確保するために策定された「滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を実行するとと

もに、厳しい財政状況を鑑み策定された「滝川市財政健全化計画」の実行により、事務

事業の見直しによる効率化を図るなど、持続可能な財政基盤を築くための取り組みを推

進して参りました。 

 

基金につきましては、厳しい財政状況にありながらも、ふるさと基金ほかで１億 

４，２９４万円を積み立てることができたことなどにより、基金残高総額は前年度比 
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５，４７６万円の増額となりました。 

 

 以下各会計ごとに主な内容について申し上げます。 

 

一般会計におきましては、予算額２０５億９，７３９万円で、歳入２０４億４，１２０ 

万円に対し、歳出１９７億７，６９３万円で、差引６億６，４２７万円の剰余を生じま

した。歳入につきましては、収入済額と予算現額を比較しますと、１億５，６１９万円

の減となっており、その主な内容は、 

繰越金            １億９，７４５万円 

市税               ９，５３０万円 

地方交付税            ７，３８６万円 

地方消費税交付金         ３，４９６万円 

寄付金              ２，２５３万円  

自動車取得税交付金その他     ２，３７９万円 の増となり、 

 

繰入金            ２億８，１４２万円 

国庫支出金          １億７，８６３万円 

諸収入              ５，０４９万円 

市債               ３，６８０万円 

使用料及び手数料         ２，０４５万円 

地方譲与税            １，９１３万円 

道支出金             １，３０７万円 

配当割交付金その他                 ４０９万円 の減となったこと 

などによりますが、 
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平成３０年度に歳入されるべき繰越明許費に係る歳入予算額が、国庫支出金で  

２，５５０万円、地方債１，５３０万円、計４，０８０万円計上されておりますことか

ら、これを差し引いた実質的な歳入は１億１，５３９万円の減となったところです。 

 一方、歳出におきましても、予算現額と支出済額を比較しますと、８億２，０４５万

円の減となっておりますが、道営土地改良事業負担金や、公営住宅事業特別会計繰出金

など繰越明許費として平成３０年度に繰り越して歳出することと決定した予算額 

４，０８８万円が計上されておりますことから、実質的には７億７，９５７万円の減と

なりました。 

歳入のうち、市税、使用料及び手数料、財産収入などの自主財源は全体の３５．２％、

地方交付税、国・道支出金、市債などの依存財源は６４．８％となっております。 

 

自主財源の内訳といたしましては、 

市税            ４３億６，６９７万円 

諸収入           １２億３，８３４万円 

使用料及び手数料       ５億３，５１６万円 

繰越金            ５億１，０５９万円 

寄附金            ２億  ８９６万円 

分担金及び負担金       １億５，０３１万円 

繰入金            １億３，５９７万円 

財産収入             ４，６８１万円 となり、 

 

また、依存財源の内訳は、 

地方交付税         ７０億４，８６４万円 

国・道支出金        ４１億９，２８４万円 

市債             ９億  ７８４万円 
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その他           １０億９，８７８万円 となっております。 

 

一方、歳出につきまして、性質別にみますと、 

扶助費           ４０億７，８０４万円 

人件費           ３３億８，５７６万円 

補助費等          ３３億２，６０１万円 

繰出金           ２０億９，２０５万円 

公債費           １９億７，０２６万円 

物件費           １７億６，９３１万円 

貸付金            ９億  ３７４万円 

建設事業費          ７億９，９５１万円 

維持補修費          ７億８，１９８万円 

出資金            ５億２，７３３万円 

積立金            １億４，２９４万円 となっております。 

 

 つぎに特別会計につきましては、特別会計全体として、歳入１１０億３，４１６万円

に対し、歳出１０８億４，０１５万円で、差し引き１億９，４０１万円の剰余を 

生じました。 

 

国民健康保険特別会計では、予算額５６億６，９１０万円で、歳入決算額５５億 

７，４７９万円、歳出決算額５５億９，９５６万円で差引２，４７７万円の不足を生じ、

このため翌年度歳入繰上充用金で補てんしました。 

 医療費が見込みに比べ増加したこと及び前年度繰上充用金等により歳出増となりま

したが、医療費の増加に伴う歳入における国庫支出金の増及び税収が収納率向上等によ

り増収となったこと等により歳入増となりました。前年度繰上充用金を除いた単年度収
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支では、８，０８５万円の黒字となりましたが、収支不足を解消するには至らず、赤字

決算となりました。 

 歳入についてみますと、 

前期高齢者交付金      １５億７，４５５万円 

国庫支出金         １２億９，８８３万円 

共同事業交付金       １２億６，１９９万円 

国民健康保険税        ７億２，３２４万円 

繰入金            ４億１，８５５万円 

道支出金           ２億５，７３６万円 

療養給付費等交付金        ２，９１９万円 

諸収入などその他         １，１０８万円 となったところです。 

 

 一方、歳出についてみますと、 

保険給付費         ３５億５，３９８万円 

共同事業拠出金       １１億４，１９１万円 

後期高齢者支援金等      ４億８，６２４万円 

介護納付金          １億７，７２８万円 

前年度繰上充用金       １億  ５６２万円 

総務費などその他       １億３，４５３万円 となりました。 

 

 公営住宅事業特別会計では、予算額８億４，５１９万円で、歳入決算額８億  

４，５０４万円、歳出決算額７億８，６４７万円で差引５，８５７万円の剰余を生じま

した。 
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 歳入についてみますと、 

使用料及び手数料       ３億２，１９６万円 

繰入金            ２億４，３３６万円 

市債             １億９，４３０万円 

繰越金              ８，２２３万円 

諸収入                ３１８万円 

財産収入                 １万円 となったところです。 

 

 一方、歳出についてみますと、 

住宅事業費          ５億６，８５０万円 

公債費            １億８，９５６万円 

諸支出金             ２，８４１万円 となりました。 

 

 介護保険特別会計では、まず保険事業勘定で、予算額４０億３１１万円で、歳入決算

額３８億３，３９２万円、歳出決算額３６億９，４８５万円で差引１億３，９０７万円

の剰余を生じました。 

 

 歳入についてみますと、 

支払基金交付金         ９億５，７０８万円 

国庫支出金           ８億９，２６５万円 

介護保険料           ７億３，６１６万円 

繰入金             ５億６，６４０万円 

道支出金            ５億５，１５１万円 

その他財産収入、繰越金、諸収入 １億３，０１２万円 となったところです。 

 



 

- 7 - 

 一方、歳出についてみますと、 

保険給付費         ３２億４，９５９万円 

地域支援事業費        ２億８，２１１万円 

総務費            １億１，２８４万円 

その他保健福祉事業費、基金積立金、諸支出金 ５，０３１万円 となりました。 

 

 また、介護サービス事業勘定では、予算額８，８００万円で、歳入決算額１億９２万

円、歳出決算額８，０８６万円で、差し引き２，００６万円の剰余を生じました。 

 

歳入についてみますと、 

サービス収入           ７，２３０万円 

繰越金              ２，８５３万円 

その他繰入金、諸収入           ９万円 となったところです。 

 

一方、歳出についてみますと、 

サービス事業費          ７，０５４万円 

諸支出金             １，０３２万円 となりました。 

 

 後期高齢者医療特別会計では、予算額５億８，３４８万円で、歳入決算額５億 

８，３６２万円、歳出決算額５億８，２５３万円で差引１０９万円の剰余を生じました。 

 

 歳入についてみますと、 

後期高齢者医療保険料     ３億９，９５７万円 

繰入金            １億８，１９２万円 

繰越金                １４７万円 
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広域連合支出金などその他         ６６万円 となったところです。 

 

一方、歳出についてみますと、 

後期高齢者医療広域連合納付金  ５億６，８６６万円 

総務費などその他          １，３８７万円 となりました。 

 

 土地区画整理事業特別会計では、予算額１億１，０１６万円で、歳入決算額  

９，５８７万円、歳出決算額９，５８７万円で歳入歳出同額となっており剰余金は発生

しておりません。 

 

 歳入についてみますと、 

繰入金               ５，９５７万円 

市債                ３，６３０万円 となったところです。 

 

 一方、歳出についてみますと、 

土地区画整理事業費         ９，２３７万円 

公債費                 ３５０万円 となりました。 

 

 つぎに企業会計について申し上げます。 

 下水道事業会計の収益的収支では、事業収益１３億１，２４２万円に対し、事業費

用１２億５，０２０万円で、６，２２２万円の純利益となりました。 

また、資本的収支では、収入７億５，４０５万円に対し、支出１３億９５８万円

で、差し引き不足額５億５，５５３万円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分損益勘定留保資金

で補てんしました。 
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 病院事業会計の収益的収支では、事業収益６７億２，４９９万円に対し、事業費用は 

６７億８，１９９万円となり、当初予算では２，１７７万円の純利益を見込んでいまし

たが、５，７００万円の純損失となりました。 

 また、資本的収支では、収入１億４７０万円に対し、支出５億４，７７７万円で、差

し引き不足額４億４，３０７万円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額、当年度分損益勘定留保資金で補てんし、なお不足する額は一時借入金で措置しました。 

  以上、各会計の決算の内容についてご説明申し上げました。 

 

 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率については、今議会において、報告第１号、

報告第２号として健全化判断比率及び資金不足比率の報告を行ったところであります

が、いずれの指標についても健全段階であります。厳しい財政状況のなか財源補てん的

な基金を繰り入れずに財政運営が可能となるよう今後、より一層財政の健全化を進め、

その状況について透明性をもってお知らせしていきたいと考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

 

平成２９年度各会計の決算の詳細につきましては、所管部課長等からご説明申し上げ

ますので、よろしくご審議をいただき、ご認定いただきますようお願い申し上げます。 


