令和２年９月議会

(第４１号)

令和元年度の一般会計が決算認定されました
我々議員が 9 月議会に行う重要な仕事が決算認定です。
これは議会が認めた当年度の予算が適正
に執行されたのか？そしてその予算を執
行することでどのような効果があったの
かを審議するものです。加えて今議会から
その事業に課題があれば、課題解消に向け
来年度の予算編成に対する改善の要望も

行うことになりました。令和元年度の決算は、財政状況
の健全度合いを示す法定 4 指標が引き
続き高い水準を維持し、歳入総額から歳
出総額や翌年度に繰り越すべき額を引
いた収支額も 21 億円と、堅調に推移し
ていることから、令和元年度の一般会計
の決算が賛成多数で認定されました。
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決算額は６年前の平成 26 年に比べ約 200 億円（約３
１％）増えました。原因は北大阪急行線延伸事業関連費
⽤と、⺠⽣費の増加によるものです。これらの経費を性
質別という切り口で見ると、北大阪急行線延伸事業は将

障害者や高齢者に対する福祉、子
育て支援などの経費
学校や幼稚園の運営、⽣涯学習な
どの経費
全般的な管理事務、徴税、⼾籍管理
や選挙などに要する経費
道路、公園の整備や管理などの経
費や北大阪急行線延伸関連事業費
ごみ収集などの経費やクリーンセ
ンターの基幹改良工事費など
借入金の元金の返済と利払いに必
要な経費
消防費や基金の積み立て、その他
の細々とした経費の合計

来の投資に向けた経費で、投資以上の経済効果が見込め
ます。⺠⽣費の中でも⽣活保護費や児童⼿当などは扶助
費と呼ばれ⽣活を援助するための経費で、毎年ほぼ１０
億円のペースで増え、今後も増加が予想されます。
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箕面市では平成２５年度頃から北大阪急行線延伸事業
や、クリーンセンターの大規模改修などに備え約１００
億円の基金の積み増しを行ってきた結果、市⺠一⼈当た
りの基金残高は府内平均のおよそ２倍強あります。令和
元年度は将来への投資事業が増え微減となりました。

市債残高
-348
-483

近年、北大阪急行線延伸事業や、周辺まちづくりなどで
市債が増えており、特に令和元年度はクリーンセンター
の基幹改良工事もあり、昨年度は市⺠一⼈当たりの残高
は府内平均を上回ってしまいましたが、当初の財政計画
内の推移です、やがて償還が進み残高も減る予定です。
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箕面市には、一般会計のほかに国⺠健康保険事業会計や
介護保険事業会計などの特別会計が６つ、加えて、水道

決

算

状

況

事業会計や病院事業会計、競艇事業会計など４つの公営
企業会計があり、それぞれの決算も議会で審議します。

特別会計国民健康保険事業費
令和元年度の国⺠健康保険事業費の
歳入総額は約１３８億円で、歳出総額
も同額の１３８億円でした。そもそ
も、国や地方自治体が行う事業で単年
度の赤字決算というのは有り得ない
仕組みになっています。不足分があれ
ば次年度の予算から繰上充⽤金とい
う項目で借金をすることで事業が成
り立つようにします。ですから次年度
は当初から借金を背負わされた状態
で事業が始まることから、その年度が
⿊字にならないと、その次の年度から
より多くの借金をすることになりま
す。箕面市ではこのような状態が⻑く

競

放置されたことから、平成２１年度に
は累積赤字が、３０億円にまで膨らみ
ました。累積赤字の解消に向け、保険
料を見直すことで単年度⿊字を目指
し、⿊字額と市の一般会計から毎年４
億円を繰り入れた結果、やっと令和元
年度に累積赤字をなくすことができ
ました。平成 30 年度に国⺠健康保険
の事業主体が箕面市単独から、大阪府
に移行されことで、箕面市が独自に保
険料を令和２年度以降、国⺠健康保険
事業も介護保険事業などのように翌
年度に⿊字額を繰り越す⿊字決算に
なるかもしれません。

艇

事

業

会

計

これまで競艇事業から箕面市に繰
出された金額は 1500 億円を超え、
箕面市のまちづくりに大きく寄与
してきました。令和元年度の競艇事
業は全国的に電話投票と呼ばれる
電話やネットでの売上げの伸びが
特に大きく、売上げ全体も大きく伸
びています。特に令和元年度に賞金
王という一位の賞金が 1 億円とい
う重賞競走の開催もあったことか

ら売上が前年度比４６.３％増の
598 億円となりました。このおかげ
で平成 26 年度から毎年 6 億円に増
額された市への繰出金がさらに 16
億円上乗せされ 22 億円となり、北
大阪急行線延伸の財源になってい
ます。これ以外にも病院会計へ 6 億
円の一時貸付をするなど、大規模な
事業が続く箕面市の財源確保に大
きく寄与しています。
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令 和 元 年 度箕 面 市立 病院 の 決 算
は、収益が前年度よりさらに 3 億
円強悪化して約 12 億円の赤字とな
りました。この結果、累積赤字額が
117 億 5 千万円になりました。当
年度に赤字額が増えたのは、外来
患者数の増加で外来収益が増加し
たものの、入院患者数が減少した
ことに加え、医師などの給与や薬
品などの材料費が増加したことが
おおきく影響しています。箕面市
立病院ではこれまでも複数回にわ
たり経営改革を策定し実行してきましたが目標に達せ
ない状況が続いています。これは、総合病院として診療
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科目を維持させるための医師や看
護師等の確保のため、⼈件費がか
さむことが一因として考えられま
す。委員会においても病院の経営
をゼロベースで見直す必要も指摘
されていますが、市⺠の健康を守
る最後の砦として市立病院は不採
算部門を引き受けざるを得ないこ
とも考慮すべきだと思います。新
型コロナウイルス感染症の治療等
予期せぬ事態から市⺠を守ること
も大切なことから、議会として病
院の移転建て替え計画と経営改善の両面を議論するた
めに特別委員会を設置することが検討されています。

