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 平成２８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２８年度の当初予算は、 

   一 般 会 計    ２０８億８，０００万円 

   特 別 会 計    １０８億５，１８５万円 

   下水道事業会計支出   ２７億２，６３６万円 

   病院事業会計支出    ７５億３，６４６万円 

合わせて、４１９億９，４６７万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２７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    ２１９億  １１０万円 

   特 別 会 計    １０８億４，０５６万円 

   下水道事業会計支出   ２７億２，６３６万円 

   病院事業会計支出    ７５億６，３４７万円 

合わせて、４３０億３，１４９万円となったところであります。 

 

平成２８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、ふるさと基金ほかで１億９，９６４万円繰り入れざるを得ませ

んでしたが、一方では中空知ふるさと市町村圏基金の一部取り崩しに伴う財政調整基金
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への積立ほかで、３億６，９８４万円を積み立てることができたことから、基金残高総

額は前年度比１億７，０２１万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２１９億１１０万円で、歳入２１３億７，６１２万 

円に対し、歳出２０８億６，５５３万円で、差引５億１，０５９万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、５億２，４９８万円の

減となっており、その主な内容は、 

繰越金          ３億４，８５４万円 

市税           １億３，６０１万円 

財産収入その他        １，２９１万円 の増となり、 

 

国庫支出金        ５億１，０５３万円 

繰入金          ２億  １４６万円 

市債             ８，５１０万円 

地方消費税          ７，４６２万円 

諸収入            ４，５０４万円 

寄付金            ２，６７０万円 

地方譲与税          ２，１７２万円 

道支出金その他        ５，７２７万円 の減となりましたが、 

 

平成２９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２億 

５，５５８万円、地方債４，４７０万円、計３億２８万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２億２，４７０万円の減となったところです。 
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 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、１０億３，５５７万円

の減となっておりますが、臨時福祉給付金給付事業や、３･４･１５号西二号通道路改良

工事、土地区画整理事業特別会計繰出金、３・４・７号鈴蘭通道路線形改良工事など、

繰越明許費として平成２９年度に繰り越して歳出することと決定した予算額３億６６万円が

計上されておりますことから、実質的には７億３，４９１万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３４．９％、

地方交付税、国・道支出金、市債などの依存財源は６５．１％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          ４３億２，２７３万円 

諸収入         １２億３，９８４万円 

繰越金          ６億３，２６４万円 

使用料及び手数料     ５億６，４７１万円 

寄附金          ３億  ９８１万円 

繰入金          ２億１，９７０万円 

分担金及び負担金     １億４，１４５万円 

財産収入           ３，８８４万円 となり、 

 

また、依存財源の内訳は、 

地方交付税       ７０億５，９７４万円 

国・道支出金      ４１億９，７９３万円 

市債          １６億２，２３１万円 

地方消費税交付金     ７億５，６０８万円 

地方譲与税        １億９，２９５万円 

その他            ７，７４０万円 となっております。 
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一方、歳出につきまして、性質別にみますと、 

扶助費         ４１億３，９５２万円 

人件費         ３５億２，７１９万円 

補助費等        ３３億９，８１５万円 

公債費         ２１億２，２０５万円 

繰出金         ２０億  ４９５万円 

物件費         １８億１，７８８万円 

建設事業費       １５億２，０８１万円 

貸付金          ９億１，８４６万円 

維持補修費        ６億２，０１１万円 

出資金          ５億２，８０４万円 

積立金          ２億６，８３７万円 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１０５億６，９５９万円

に対し、歳出１０４億４，１１８万円で、差し引き１億２，８４１万円の剰余を 

生じました。 

 

国民健康保険特別会計では、予算額５６億２，４５６万円で、歳入決算額５４億 

１，４３３万円、歳出決算額５５億１，９９５万円で差引１億５６２万円の不足を生じ、

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減少したことにより歳出減となりましたが、医療費の減少に伴

う歳入における国庫支出金の減、退職被保険者の医療費に係る療養給付費交付金の減な

どにより歳入減となりました。ここ数年は、厳しい会計運営が続いており、平成２３年

度以降は、積み立てた基金を取り崩して対応してきたところですが、平成２８年度にお

いて基金残高全てを繰り入れても、なお収支不足を解消するに至らず、赤字決算となりました。 
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 歳入についてみますと、 

前期高齢者交付金    １４億  ２２４万円 

共同事業交付金     １２億５，４９４万円 

国庫支出金       １２億１，０５３万円 

国民健康保険税      ７億５，９６１万円 

繰入金          ４億４，９６５万円 

道支出金         ２億５，４３７万円 

療養給付費等交付金      ６，９１８万円 

諸収入などその他       １，３８１万円 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       ３４億９，１１５万円 

共同事業拠出金     １１億８，９０３万円 

後期高齢者支援金等    ４億９，９４３万円 

介護納付金        １億８，９８６万円 

総務費などその他     １億５，０４８万円 となりました。 

  

 公営住宅事業特別会計では、予算額７億６，２４６万円で、歳入決算額７億 

３，３３６万円、歳出決算額６億５，１１４万円で差引８，２２２万円の剰余を生じま

した。 

 

 歳入についてみますと、 

使用料及び手数料     ３億２，６９０万円 

繰入金          ２億１，０６５万円 

市債           １億３，０３０万円 
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繰越金              ６，２４９万円 

諸収入                ２８６万円 

国庫支出金               １３万円 

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          ４億３，４４８万円 

公債費            ２億  １５４万円 

諸支出金             １，５１１万円 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３７億３，１２３万円で、歳入

決算額３７億５，８８５万円、歳出決算額３６億３，７０５万円で差引１億２，１８０

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         ９億２，９１６万円 

国庫支出金           ８億７，６４３万円 

介護保険料           ７億２，２９２万円 

繰入金             ５億５，１５８万円 

道支出金            ５億２，３６０万円 

その他財産収入、繰越金、諸収入 １億５，５１６万円 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         ３１億５，０３７万円 

地域支援事業費        ２億４，８８０万円 
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総務費               １億１，３８６万円 

基金積立金               ９，００１万円 

その他保健福祉事業費、公債費、諸支出金 ３，４０１万円 となりました。 

 

 また、介護サービス事業勘定では、歳入９，９０４万円に対し、歳出 

７，０５１万円で、差し引き２，８５３万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              ７，３５４万円 

繰越金                 ２，５３４万円 

諸収入、その他繰入金             １６万円 となり 

歳出では、サービス事業費７，０５１万円 となったところです。 

 

 後期高齢者医療特別会計では、予算額５億５，７０１万円で、歳入決算額５億 

５，７９０万円、歳出決算額５億５，６４３万円で差引１４７万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        ３億８，２９７万円 

繰入金               １億７，２６３万円 

繰越金                   １９２万円 

諸収入                    ３８万円 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    ５億４，５９７万円 

総務費などその他            １，０４６万円 となりました。 
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 土地区画整理事業特別会計では、予算額８，７１０万円で、歳入決算額６１０万円、

歳出決算額６１０万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                 ４９０万円 

市債                  １２０万円 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           ４１０万円 

公債費                 ２００万円 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１３億７，４６０万円に対し、事業費

用１２億９，５０６万円で、７，９５３万円の純利益となりました。 

また、資本的収支では、収入６億８，３７２万円に対し、支出１２億４，８６３万円

で、差し引き不足額５億６，４９１万円となり、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。 

 

 病院事業会計の収益的収支では、事業収益６４億１，９３６万円に対し、事業費用は 

６７億８，４２０万円となり、当初予算では３億３，５３８万円の純損失を見込んでい

ましたが、３億６，４８４万円の純損失となりました。 

 また、資本的収支では、収入９，５３０万円に対し、支出４億１，７６１万円で、差

し引き不足額３億２，２３１万円となり、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。 
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  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２８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２８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。 


