
     午後４時１０分再開 

議  長（木村喜徳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５９号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５９号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第５９号平成１３年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別

会計補正予算（第１号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第５９号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第１５ 議案第６０号 平成１３年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計補正予算 

            （第１号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第１５、議案第６０号平成１３年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。 

              （健康福祉部長 中易昌司君登壇） 

健康福祉部長（中易昌司君） 議案第６０号平成１３年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ３，４４０万１，０００



円を追加し、２２億３，１３３万６，０００円とするものであります。当初予算と比較し

ますと、今回の補正により１．６％の伸びとなっております。 

 次に、事項別明細について歳出から申し上げます。第１款の総務費では６４万５，００

０円を追加、これは第１項の総務管理費の郵便料で３２万２，０００円、第３項の認定調

査等費の郵便料で１２万９，０００円、そして訪問調査業務委託料で１９万４，０００円

であります。次に、第４款の基金積立金では介護保険給付費準備基金積立金として３万円、

第６款の諸支出金では保険給付費国庫負担金過年度精算金で１，６４８万８，０００円と、

支払基金過年度精算金１，７２３万９，０００円をそれぞれ追加するものでございます。 

 続きまして、今回の補正財源となります歳入について申し上げます。第６款の財産収入

では３万円、第７款の繰入金では第１項一般会計繰入金として６４万５，０００円、第２

項の基金繰入金として介護保険給付費準備基金の取り崩し３１９万５，０００円、第８款

の繰越金で前年度繰越金として３，０５３万１，０００円をそれぞれ追加するものでござ

います。 

 以上が説明の要旨であります。慎重審議の上、ご決定くださるようお願いを申し上げま

す。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第６０号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６０号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第６０号平成１３年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計

補正予算（第１号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 



              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第６０号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

           会 議 時 間 の 延 長 

議  長（木村喜徳君） 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第１６ 議案第６１号 平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

     議案第６２号 平成１３年度藤岡市簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第１６、議案第６１号平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予

算（第１号）、議案第６２号平成１３年度藤岡市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、

以上２件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。 

              （上下水道部長 荻野廣男君登壇） 

上下水道部長（荻野廣男君） 議案第６１号平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予算（第１

号）についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条で示したとおり、歳入歳出それぞれ６，１７１万２，０００円を

追加し、総額を１１億１，８１２万１，０００円とするものであります。当初予算に比較

しますと、今回の補正を含め５．８％の増とするものであります。 

 次に、事項別明細について歳出からご説明申し上げます。第２目の公共下水道建設費の

工事委託料、管渠築造工事、汚水桝設置工事等で６，１６９万１，０００円の追加をする

ものです。 

 続きまして、今回の補正財源となります歳入の説明を申し上げます。第３款の国庫支出

金では国庫負担金１，８００万円の追加、第５款の繰入金では一般会計繰入金で２，５７

９万３，０００円の追加、第６款の繰越金では８０１万９，０００円の追加、第８款市債

では公共下水道事業債９９０万円を追加するものであります。 

 続きまして、議案第６２号平成１３年度藤岡市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条に示してありますとおり、歳入歳出それぞれ５２６万１，０００

円を追加し、総額１，３６７万３，０００円とするものであります。当初予算と比較しま

すと、６２．５％の伸びとなっております。 



 次に、事項別明細について歳出からご説明申し上げます。第１款総務費では第１項総務

管理費で５２６万１，０００円を追加するものでございます。内訳につきましては、経営

認可申請委託料３６８万円、水源設備改修工事代１４６万円等であります。 

 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。第３款繰入金では第１項他会計繰入

金で４３３万６，０００円、第４款繰越金では第１項繰越金で９２万５，０００円をそれ

ぞれ追加するものであります。 

 以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださるようお願い申し上げます。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 議案第６１号平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予算（第１号）、これより質疑

に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第６１号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６１号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第６１号平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予

算（第１号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第６１号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第６２号平成１３年度藤岡市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、これより質

疑に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした



いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第６２号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６２号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第６２号平成１３年度藤岡市簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第６２号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第１７ 議案第６３号 平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第１号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第１７、議案第６３号平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。 

              （上下水道部長 荻野廣男君登壇） 

上下水道部長（荻野廣男君） 議案第６３号平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第１号）に

ついてご説明申し上げます。 

 第２条の収益的収入及び支出についてご説明いたします。支出の事業費用は１，３０８

万７，０００円の増額で、内訳は営業費用の増額であります。 

 次に、第３条の資本的収入及び支出についてご説明いたします。支出の資本的支出は１，

６５２万３，０００円の増額で、内訳は建設改良費の配水管布設に伴う一般拡張費６５０

万円、中央浄水場内の機械・電気設備工事等の設備改良費８５０万３，０００円、固定資

産購入費１５２万円であります。なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額５億

２，３９３万８，０００円につきましては、過年度損益留保資金で補てんする予定であり

ます。 



 以上、提案説明といたします。慎重ご審議の上、ご決定くださるようお願い申し上げま

す。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第６３号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６３号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第６３号平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第

１号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第６３号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第１８ 議案第６４号 平成１２年度藤岡市一般会計歳入歳出決算認定について 

     議案第６５号 平成１２年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計歳入 

            歳出決算認定について 

     議案第６６号 平成１２年度藤岡市老人保健特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

     議案第６７号 平成１２年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出 

            決算認定について 

     議案第６８号 平成１２年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

            入歳出決算認定について 



     議案第６９号 平成１２年度藤岡市学校給食センター特別会計歳入歳出 

            決算認定について 

     議案第７０号 平成１２年度藤岡市下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

     議案第７１号 平成１２年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計 

            歳入歳出決算認定について 

     議案第７２号 平成１２年度藤岡市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

     議案第７３号 平成１２年度藤岡市水道事業会計決算認定について 

議  長（木村喜徳君） 日程第１８、議案第６４号平成１２年度藤岡市一般会計歳入歳出決算認定

について、議案第６５号平成１２年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

認定について、議案第６６号平成１２年度藤岡市老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、議案第６７号平成１２年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、議案第６８号平成１２年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認

定について、議案第６９号平成１２年度藤岡市学校給食センター特別会計歳入歳出決算認

定について、議案第７０号平成１２年度藤岡市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、議案第７１号平成１２年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算

認定について、議案第７２号平成１２年度藤岡市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について、議案第７３号平成１２年度藤岡市水道事業会計決算認定について、以上１０件

を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。 

              （市長 塚本昭次君登壇） 

市  長（塚本昭次君） ただいま上程されました議案第６４号から第７３号まで、平成１２年度藤

岡市一般会計歳入歳出決算ほか９特別会計決算について一括ご説明を申し上げます。 

 平成１２年度においては、景気の自律的回復が継続し、緩やかながら改善が続いたもの

の、本年６月以降は悪化しつつあると判断され、雇用情勢や個人消費など厳しさを増して

います。このような状況の中で、地方財政も地方税収入や地方交付税の原資となる国税収

入が依然として低迷する一方で、公債費の負担増などのほか、生活環境整備や介護保険な

ど対処することが必要であることから、引き続き厳しい財政運営を行っているところであ

ります。このため本市においても、財政構造の健全化や限られた財源の重点的配分と効率

化に努め、あらゆる経費の節減合理化を図ってきたところであります。 

 このような状況下で、平成１２年度に計画された諸事業を執行できましたことは、議員

皆様の献身的なご協力、ご指導並びに市民各位の皆様方のご理解のたまものと心から感謝



申し上げます。なお、本決算については、６月１８日から８月２１日までの長期間、監査

委員の慎重なご審査をいただき、議員各位のお手元に配布いたしました意見書の提出を受

けたわけであります。監査委員の長い間にわたりましたご苦労に対しまして、心から感謝

と御礼を申し上げます。 

 引き続き、各会計の細部については助役より説明いたしますので、よろしくお願い申し

上げます。 

議  長（木村喜徳君） 助役。 

              （助役 柵木 孝君登壇） 

助  役（柵木 孝君） それでは、各会計ごとに順を追って説明を申し上げます。 

 まず、議案第６４号平成１２年度藤岡市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げま

す。当初予算額は１８１億８，６００万円で議決をいただきましたが、年度中に１０億５，

０２４万６，０００円の追加補正をお願いし、繰越明許費８，５９１万３，０００円を加

えて予算現額１９３億２，２１５万９，０００円を執行いたしました。歳入については、

収入済額１９７億６，３０８万８，８４７円で予算現額に対しまして１０２．３％、調定

額２１０億３，２２６万４，０６４円に対して収入率は９４．０％であります。 

 最初に、歳入の主なものを申し上げます。第１款市税では、前年度に比較して９，３２

７万７，８６４円、１．２％の減少であります。第２款地方譲与税２．２％、第３款利子

割交付金２７２．１％、第４款地方消費税交付金３．１％とそれぞれ増加、第５款ゴルフ

場利用税交付金１２．４％、第７款自動車取得税交付金５．８％とそれぞれ減少、第８款

地方特例交付金は３２．４％と増加、第９款地方交付税は０．９％減少しております。市

税においては、収入未済額１１億６，４５１万８，８６７円で、前年度に比較して１３．

７％の増加となりました。これにつきましては、その内容を調査し適切な指導をしており

ますが、さらに指導を心がけ解消に努力する所存であります。また、市税の不納欠損額は

７５６万１，４８９円でありますが、地方税法の規定により措置させていただきました。 

 次に、歳出について申し上げます。支出済額は１８９億２，９１７万６，５８７円で執

行率９８．０％、不用額２億７４１万７，９１３円となりました。この主なものは、第３

款民生費の社会福祉費、第５款労働費の労働費、第７款商工費の商工費であります。その

他各款における不用額については、一般経常経費で不要不急のものを極力抑えた結果であ

ります。本決算では、第２款総務費の地域インターネット導入促進基盤整備事業で７，４

２９万６，０００円、第６款農林水産業費の上落合土地改良総合整備事業、美土里堰水環

境整備事業、林業振興事業で５，８６５万円、第８款土木費の道路新設改良事業、緑町線

街路事業、中・上大塚線街路事業で３，５８４万８，５００円、第１０款教育費の文化財

保護総務経費１，６７７万円が年度内に完成できず、翌年度への繰越明許費として繰り越



されております。 

 本決算の主な事業としては、ご配布申し上げました平成１２年度主要施策の成果等に関

する説明書をごらんいただければ幸いに存じます。また、歳入歳出差し引き８億３，３９

１万２，２６０円の残額となりましたが、繰越事業財源額９，５２３万８，０００円を差

し引いた実質収支額は７億３，８６７万４，２６０円となりました。このうち３億７，０

００万円を地方自治法第２３３条の２の規定により財政調整基金へ編入し、残額３億６，

８６７万４，２６０円を翌年度へ繰り越しさせていただきました。 

 次に、議案第６５号平成１２年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定について申し上げます。当初予算額は３８億８，６８２万９，０００円でしたが、年度

中３億９，３２４万８，０００円の追加補正をお願いし、予算現額４２億８，００７万７，

０００円を執行いたしました。歳入については、収入済額４４億７，９８４万６，３３８

円となり予算対比１０４．７％、調定額に対して８８．６％の収入率となりました。収入

未済額は５億６，５９３万７，０２２円であります。第１款国民健康保険税については、

予算現額１７億６，８１５万６，０００円に対して調定額２３億８，４２９万４，０２０

円、収入済額１８億１，０３５万２６７円であり、収入率は予算現額に対して１０２．４％、

調定額に対して７５．９％となりました。不納欠損額８００万６，７３１円につきまして

は、地方税法の規定により措置させていただきました。第２款国庫支出金は前年度より０．

９％、第３款療養給付費交付金は２８．４％とそれぞれ増加となりました。 

 また、歳出については、支出済額４１億６，２４２万３，４７７円で執行率は９７．３％

となりました。不用額は１億１，７６５万３，５２３円で、主なものは第２款保険給付費

のうち療養諸費７，９４１万５，９６４円であります。その結果として、歳入歳出差し引

き３億１，７４２万２，８６１円の残額となりましたので、このうち２億円を地方自治法

第２３３条の２の規定により財政調整基金に編入し、残額１億１，７４２万２，８６１円

を翌年度へ繰り越しさせていただきました。今後の国保関係につきましては、ますます財

政の厳しさが予測されますので、この運営についても一層の努力を傾注する所存でありま

す。 

 次に、議案第６６号平成１２年度藤岡市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について申

し上げます。当初予算額４１億５，５００万１，０００円に対し、年度中４億８，８１１

万円の追加補正をお願いし、予算現額４６億４，３１１万１，０００円を執行いたしまし

た。歳入については、収入済額４６億４，４０４万４，７８０円となり、予算対比の収入

率は１００％で前年度対比３．３％の減少となりました。これは、医療費の減少に伴う第

２款国庫支出金の減少が主な原因であります。したがって、歳出においても第２款医療諸

費において５．３％の減少を示しております。支出済額は４５億６，７６３万３，５３７



円となり、歳入歳出差し引き７，６４１万１，２４３円の残額となりましたので、翌年度

へ繰り越しさせていただきました。 

 次に、議案第６７号平成１２年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定に

ついて申し上げます。当初予算１９億６，７９２万４，０００円に対し、年度中１億２，

６６９万５，０００円の減額補正をお願いし、予算現額１８億４，１２２万９，０００円

を執行いたしました。歳入については、収入済額は１８億４，６７３万２，７２４円で、

予算対比の収入率は１００．３％となりました。歳出については、支出済額１７億６，０

３９万２，１７０円で、執行率は９５．６％となりました。不用額は７，４１４万７，８

３０円で、主なものは第２款保険給付費のうち介護サービス費３，１７０万９，３１７円

であります。本決算では、第１款総務費の一般管理経費６６８万９，０００円が年度内に

完成できず、翌年度へ繰越明許費として繰り越されております。その結果として、歳入歳

出差し引き残額８，６３４万５５４円となりましたが、繰越事業財源額５２０万９，００

０円を差し引いた実質収支額は８，１１３万１，５５４円となりました。このうち４，０

６０万円を地方自治法第２３３条の２の規定により介護給付費準備基金へ編入し、残額４，

０５３万１，５５４円を翌年度へ繰り越しさせていただきました。 

 次に、議案第６８号平成１２年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

認定について申し上げます。当初予算額２，６７４万２，０００円に対し、年度中１２万

８，０００円の減額補正をお願いし、予算現額２，６６１万４，０００円を執行いたしま

した。歳入については、収入済額２，９４５万１，６３９円で予算対比の収入率は１１０．

７％となりました。収入済額総額は、９，０４６万１６３円となっておりますが、これに

つきましては適切な指導のもとに、より早期に解消を図りたいと考えております。歳出に

ついては、支出済額２，６６０万９，０７０円で執行率は１００％であります。その結果

として、歳入歳出差し引き２８４万２，５６９円の残額となりましたので、翌年度へ繰り

越しさせていただきました。 

 次に、議案第６９号平成１２年度藤岡市学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定に

ついて申し上げます。当初予算額５億６，３１８万６，０００円でありましたが、年度中

において６１０万円の減額補正を行い、予算現額が５億５，７０８万６，０００円を執行

いたしました。歳入について、収入済額５億５，０９６万８，８７８円で予算対比９８．

９％であります。歳出については、支出済額５億４，９７４万８，８９０円で執行率９８．

７％となり、不用額は７３３万７，１１０円となりました。その結果として、歳入歳出差

し引き残額１２１万９，９８８円となりましたので、翌年度へ繰り越しさせていただきま

した。 

 次に、議案第７０号平成１２年度藤岡市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について



申し上げます。当初予算額は９億６，０２８万円に対しまして、年度中１億８，５１９万

９，０００円の追加補正をお願いし、予算現額１１億４，５４７万９，０００円と執行い

たしました。歳入については、収入済額の１０億６，３１８万７，５８３円で予算対比９

２．８％であります。負担金及び使用料の収入済額は１，０９３万５，２００円となって

おりますが、適切な指導のもとに、より早期に解消を図りたいと考えております。歳出に

ついては、支出済額１０億４，６７６万７，６９９円で執行率９１．４％であります。本

決算では、第１款公共下水道費の公共下水道建設事業費９，１００万円が年度内に完成で

きず、翌年度へ繰越明許費として繰り越されております。その結果として、歳入歳出差し

引き残額１，６４１万９，８８４円となりましたが、繰越事業財源額５４０万円を差し引

いた１，１０１万９，８８４円を翌年度へ繰り越しさせていただきました。 

 次に、議案第７１号平成１２年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決

算認定について申し上げます。当初予算額４，９８１万６，０００円に対し、年度中２，

５９０万２，０００円の減額補正をお願いし、予算現額２，３９１万４，０００円を執行

いたしました。歳入については、収入済額２，４２７万９，００３円で予算対比の収入率

は１０１．５％となりました。歳出については、支出済額２，３８０万５，５９７円で執

行率９９．５％となりました。その結果として、歳入歳出差し引き残額４７万３，４０６

円を翌年度へ繰り越しさせていただきました。 

 次に、議案第７２号平成１２年度藤岡市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。当初予算額は８４８万５，０００円に対し、年度中１９０万円の追加補

正をお願いし、予算現額１，０３８万５，０００円を執行いたしました。歳入については、

収入済額９７２万５，１６４円であり、収入率は予算現額に対して９３．６％となりまし

た。歳出については、支出済額の８６９万９，７９０円で執行率８３．８％となりました。

その結果として、歳入歳出差し引き残額１０２万５，３７４円を翌年度へ繰り越しさせて

いただきました。 

 次に、議案第７３号平成１２年度藤岡市水道事業会計決算認定についてご説明を申し上

げます。初めに、第３条予算の収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。第�款

の水道事業収益の予算額は、消費税込みで１３億６，８５２万８，０００円、決算額では

１４億３５万１，１６４円であります。この内訳ですが、消費税抜きで申し上げますと、

第１項の営業収益では１３億２，０４４万５，４７９円、このうち給水収益は１２億４，

００４万１，２４８円で前年度と比べ１．８５％の増加となりました。これは、１年を通

じて平均的に使用量が伸びたためであります。受託工事収益は３，２８９万２，７８３円、

加入金は４，６０３万円、その他営業収益は１４８万１，４４８円であります。次に、第

２項の営業外収益及び第３項の特別利益では、受取利息、賃貸料、負担金等で１，４３８



万７，００６円でありました。次に、支出の第１款水道事業費用の予算額は、消費税込み

で１２億９，４３１万７，０００円、決算額は１２億５０８万６，２５９円であります。

その主なものは、消費税抜きで申し上げますと、人件費の１億８，８３２万３，３１０円、

動力費６，００３万９，１８５円、減価償却費の２億６，０４９万３，６６３円、企業債

の利息３億６，８７６万８，４０９円でございます。 

 続きまして、第４条予算の資本的収入及び支出についてご説明を申し上げます。まず、

第１款の資本的収入の予算額は消費税込みで４億４，９８６万７，０００円で、決算額は

３億５，９４１万１，４００円であります。この内訳は、第１項の老朽管更新事業債及び

中央浄水場監視用電算機システム他更新事業債２億５００万円、第２項の老朽管布設替及

び八ッ場ダム建設費出資金５，５１１万２，０００円、第３項の地方公営企業法第１７条

の２の規定による一般会計負担金１，１７２万６，４００円と工事負担金５，５４６万１，

０００円、第４項の補助金は八ッ場ダム建設費補助金３，２１１万２，０００円でありま

す。 

 次に、支出の第１款資本的支出の予算額は９億８，６９７万１，０００円、決算額で８

億６，３９１万６，８３８円であります。この内訳ですが、消費税込みで申し上げますと、

第１項の建設改良費で６億２，１９１万７，２９４円、第２項の企業債償還金で２億４，

１９９万９，５４４円であります。翌年度繰越額は、平成１２年度内に工事完了できなか

ったため、地方公営企業法第２６条の規定により、翌年度に繰り越して使用することにな

った配水管布設替工事費８，８４１万円と小野浄水場配水ポンプ交換工事費５２５万円で

あります。資本的収入が資本的支出に不足する額５億４５０万５，４３８円は、過年度分

損益勘定留保資金３億７，７１４万３，９３０円、当年度分消費税資本的収支調整額２，

４１１万９，７９３円、減債積立金１億３２４万１，７１５円で補てんいたしました。 

 次に、平成１２年度藤岡市水道事業会計損益計算書についてご説明申し上げます。この

計算書は、平成１２年度１年間に発生した収益から費用を差し引きし、その期間の経営成

績を明らかにしたものでございます。平成１２年度においては、１億７，０８２万８，２

６９円の黒字決算となりました。これは、経費節減などの不断の努力により支出を抑制し

たことが黒字に結びついたものと考えられます。したがいまして、前年度繰越利益剰余金

４億１８１万４，３３９円を加えると、当年度未処分利益剰余金は５億７，２６４万２，

６０８円となりました。 

 次に、平成１２年度水道事業剰余金計算書についてご説明を申し上げます。この計算書

は、平成１２年度１年間の剰余金の増減を示したものであります。積立金の年度末残高は、

資本的支出額に減債積立金をすべて補てんしたため、減債積立金、利益積立金、建設改良

積立金はゼロであります。繰越利益剰余金４億１８１万４，３３９円に当年度純利益１億



７，０８２万８，２６９円を加えた５億７，２６４万２，６０８円が当年度未処分利益剰

余金となります。 

 続いて、資本剰余金でございますが、受贈財産評価額４５３万円、工事負担金５，５４

６万１，０００円、国庫補助金３，２１１万２，０００円、一般会計負担金１，１７２万

６，４００円それぞれ増加となりました。 

 次に、平成１２年度藤岡市水道事業剰余金処分計算書（案）についてご説明申し上げま

す。これは、地方公営企業法第３２条第１項に規定する剰余金の処分で、当年度未処分利

益剰余金５億７，２６４万２，６０８円を次のように処分いたしたいと思います。５，０

００万円を減債積立金として積み立て、５億２，２６４万２，６０８円を利益剰余金とし

て翌年度へ繰り越すものであります。 

 次に、平成１２年度藤岡市水道事業会計貸借対照表についてご説明申し上げます。この

貸借対照表は、平成１３年３月３１日現在における財政状態を示した報告書であります。

固定資産及び企業債の明細については、１５ページから１６ページにそれぞれ記載してあ

りますので、参照していただきたいと思います。 

 以上をもちまして、まことに簡単ではありますが、平成１２年度藤岡市一般会計並びに

特別会計の歳入歳出決算についてのご説明とさせていただきます。慎重なご審議をいただ

きますよう、お願い申し上げます。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 次に、監査委員より監査結果の報告を求めます。監査委員小林勇君の登壇を願います。 

              （監査委員 小林 勇君登壇） 

監査委員（小林 勇君） ご指名がございましたので、ただいま議題となっております平成１２年度

藤岡市一般会計ほか８特別会計及び水道事業会計の決算審査結果についてご報告申し上げ

ます。 

 一般会計ほか８特別会計につきましては、地方自治法第２３３条第２項並びに同法第２

４１条第５項の規定に基づき市長より審査に付されました各会計の歳入歳出決算書及び地

方自治法施行令第１６６条第２項の定める歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する

調書及び財産に関する調書等が法令に準拠し、定められた様式に基づいて作成されている

かを確認するとともに、収入役及び関係部課の所管する諸帳簿との照合及び計数確認を行

ったほか、本年５月３１日現在の指定金融機関からの各会計の残高とつけ合わせを行い、

確認をいたしました。 

 次に、水道事業会計につきましては、地方公営企業法第３０条第２項に基づき市長より

審査に付されました決算書及び地方公営企業法施行令第２３条の定める収益費用明細書、

固定資産明細書及び企業債明細書等が法令に準拠し、定められた様式に基づいて作成され



ているかを確認するとともに、上下水道部の所管する諸帳簿と照合、計数確認を行ったほ

か、本年３月３０日現在の水道事業出納取り扱い金融機関からの残高とつけ合わせを行い、

確認をいたしました。 

 次に、予算の執行が法令並びに議決の趣旨に沿って適正かつ効率的に執行されたか、ま

たこれらの予算執行に当たり事務処理が財務諸規定に基づき処理されているか、基金の運

用状況について計数は正確かつ適正であったか、企業経営の基本原則に沿い企業の経済性

を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されているかを主眼において、一般

会計ほか８特別会計は平成１３年６月２１日から８月２１日までの期間、水道事業会計は

平成１３年６月１８日から７月５日までの期間、審査を行ったものでございます。 

 審査の結果についてご報告をいたします。一般会計ほか８特別会計では、各会計の歳入

歳出決算、決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも

関係法令に基づき作成されており、その計数は正確でありました。各基金の運用状況につ

きましても、調書の計数は正確であり、運用も良好であったことを認めました。 

 水道事業会計では、決算書及び決算付属書類は関係法令に基づき作成されており、その

計数は正確でありました。予算の執行状況につきましては、限られた予算で議決の趣旨に

沿い、良好であったことを認めました。決算状況につきましては、市長宛に提出いたしま

した意見書に述べてありますので、ごらんいただきたいと存じます。 

 以上、まことに簡単ですが、平成１２年度藤岡市歳入歳出決算、一般会計ほか８特別会

計及び藤岡市水道事業会計に対する決算審査の報告とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 監査委員の報告が終わりました。 

 これより議案第６４号から議案第７３号まで総括質疑に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６４号から議案第７３号までの１０件については、議員全員

の構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６４号から議案第７３号までの１

０件については、議員全員の構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査す

ることに決しました。 



 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により議員全員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議員全員を決算特別委員に選任すること

に決しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第１９ 請願について 

議  長（木村喜徳君） 日程第１９、請願についてを議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願第１号については、文書表のとおり所管の委員会に

付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成１３年第４回市議会定例会 

請 願 文 書 表 

                                      （９月定例会） 

                                           

 請願番号 受付年月日   請願者住所・氏名     件       名   付託委員会 

                                           

            藤岡市藤岡１６５６    道路特定財源制度堅持を求め 

   １   13． 8．17 （社）群馬県建設業協会  る請願書          経 済 建 設 

            藤岡支部                       常任委員会 

            支 部 長 塚 本 健 次 

            紹介議員 青 木   寛 

            紹介議員 反 町   清 

           

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

           休 会 の 件 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。議事の都合により９月５日から９月１２日までと、９

月１５日から９月１７日までの１１日間休会いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、９月５日から９月１２日までと、９月１

５日から９月１７日までの１１日間休会することに決しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



           散     会 

議  長（木村喜徳君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

                                   午後５時３分散会 


