
第 14 回 ( ９月 ) 定例会は、9 月 12 日に召
集され、10 月 15 日までの 34 日間にわたり

開催しました。この議会では、平成 25 年度沼津市一般会計歳入歳
出決算の認定等 28 件、議員提出議案３件及び請願 1 件を審議し、
いずれも原案のとおり議決しました。

ここでは、平成 25 年度の一般会計、特別会計及び企業会計の審
議、歳入・歳出決算額等の主な内容をお知らせします。
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※１ 収益的収支：事業活動に伴って生じる収入と支出　※２ 資本的収支：建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出

◆一般会計から病院事業会計へ 19 億 5,000 万円、水道事業会計へ 1,896 万円、下水道事業会計へ 25 億円繰り入れています。
　なお、企業会計決算額は、消費税及び地方消費税を含みます。

決算を認定!
会　　　　計 歳　　　　入 歳　　　　出 差　引　額

国民健康保険事業 245 億 9,044 万円 236 億 3,425 万円 9 億 5,619 万円
土地取得事業 1,813 万円 1,813 万円 0 円
介護保険事業 140 億 5,847 万円 137 億 5,788 万円 3 億 　 59 万円
簡易水道事業 405 万円 293 万円 111 万円

後期高齢者医療事業 19 億 9,019 万円 19 億 8,444 万円 575 万円

会　　　　計 収　　　　入 支　　　　出 差　引　額

病院事業
収益的収支※ 1 111 億 2,856 万円 110 億 1,166 万円 1 億 1,690 万円
資本的収支※ 2 10 億 3,183 万円 12 億 5,904 万円 － 2 億 2,721 万円

水道事業
収益的収支 32 億 6,713 万円 24 億 7,325 万円 7 億 9,387 万円
資本的収支 8 億 8,143 万円 21 億 7,985 万円 － 12 億 9,842 万円

下水道事業
収益的収支 37 億 3,446 万円 40 億 5,453 万円 － 3 億 2,007 万円
資本的収支 20 億 2,661 万円 33 億 8,926 万円 － 13 億 6,265 万円

平成 25年度の決算を審査　一般会計・特別会計・企業会計

特別会計企業会計予算決算委員会での主な質疑

問国民健康保険事業におい
て、被保険者1人当たりの保
険給付費が増加している要因
は。また、保険給付費が増加
していく状況をどのように認
識しているのか。
答加入者の高齢化による受
診率の上昇及び医療技術の進
歩による、医療費の増加が主
な要因である。

保険給付費の増加は、保険
料負担の増加につながるため、
加入者に高齢者が多い国民健
康保険事業を運営する上で、
大きな課題であると認識して
いる。

問介護保険事業において、
高齢者を地域で支える取り組
みは。
答自治会、沼津医師会、沼
津警察署、社会福祉協議会な

どが参加し、高齢者に関する
地域課題について検討する地
域ケア会議を各地域包括支援
センターの主導で開催したほ
か、高齢者にやさしい取り組
みや見守りを行う高齢者安心
サポート店の拡大や、高齢者
の自宅を訪問する機会の多い
事業者が、訪問時に高齢者の
見守りを行う、あんしん見守
りネットワーク協力事業所登
録制度の拡大に努めた。

さらに、認知症の高齢者の
支援をする人材を育成する認
知症サポーター養成講座を開
催した。

問病院事業において、純利
益を計上することができた要
因は。
答平成 24 年 10 月から 7
対 1 の看護体制に移行し、平

成 25 年度は 1 年を通して、
その体制を維持できたことに
より、診療報酬の増収が図ら
れた。

また、平成 25 年 4 月に心
臓血管外科を開設し、延べ
1,652 人の新たな入院患者や、
延べ 508 人の新たな外来患
者を獲得できたこと、さらに、
費用面においては、委託業務
の見直しによる委託料の削減
及び企業債の繰り上げ償還に
よる利息の軽減が図られたこ
とにより、平成 25 年度は利
益を計上することができた。

問水道事業において有収水
量が減少している要因は。
答給水人口が減少している
こと、また、一般家庭におい
て節水意識が向上し、節水機
器の普及が図られてきたこと、

さらに景気が回復基調の中に
おいても、製造業を初めとし
た各業種で、いまだに使用水
量が減少傾向にあることが主
な要因であると考えている。

問下水道事業における下水
道普及率と水洗化率は。
答平成 25 年度末の下水道
普及率は 56.7％と、平成 24
年度末に比べて 1.0％の増と
なっている。

水洗化率については、平成
25 年度末の下水道供用区域
内の人口 11 万 5,506 人のう
ち、下水道接続人口は 9 万
8,801 人であることから、水
洗化率は 85.5％となったもの
である。また、市職員及び水
洗化指導員による戸別訪問や
接続指導の実施など、水洗化
の促進に努めた。
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平成 25年度の決算を審査

一般会計・特別会計・企業会計の

歳　入 歳　出

　 平成 25 年度決算額 平成 24 年度決算額 比　較　増　減 増減率
歳　　入 709 億 3,942 万円 736 億 4,479 万円 27 億  537 万円 △ 3.7％
歳　　出 686 億 6,722 万円 717 億 7,396 万円 31 億  675 万円 △ 4.3％
差 引 額 22 億 7,220 万円 18 億 7,083 万円

一般会計予算決算委員会での主な質疑

問個人市民税が前年度に
比べ増となった理由は。
答平成24年度に個人市民
税の特別徴収を推進するなど、
収納強化に努めたことから増
となったものである。

問平成25年度にオープン
した新キラメッセぬまづの利
用状況と、利用状況に対する
認識は。
答平成25年度におけるキ
ラメッセぬまづの来場者数は
31万 6,247 人で、供用開始
以降の稼働率は、多目的ホー
ルが 64％、市民ギャラリー
が70％であった。
　来場者数については、旧キラ
メッセぬまづにおける年間平均
利用者数の40万人以上という
目標を掲げており、供用開始し
た7月からの9カ月間で換算

すると概ね30万人となること
から、平成25年度については
概ね目標どおりの来場者を達
成できたものと認識している。
稼働率については、旧キラ

メッセぬまづの年間稼働率と
いう目標を超えることはでき
なかったが、これまで利用し
ていた団体や新規団体の利用
もあることから、引き続きリ
ピーターの確保も含め、利用
促進に努めていく。

問スマートインターチェンジ
設置事業における取り組みは。
答東名高速道路（仮称）愛
鷹スマートインターチェンジの
設置については、上り線側の用
地取得や物件補償が完了し、
埋蔵文化財調査を実施すると
ともに、下り線側の用地の境界
測量及び用地取得を開始し、

アクセス道路の改良工事を実
施した。また、新東名高速道
路（仮称）駿河湾沼津スマート
インターチェンジの設置につい
ては、アクセス道路において用
地の境界測量や道路詳細設計、
地質調査及び東名高速道路跨
道橋の詳細設計を実施した。

問平成25年度決算の特徴
と総括的な評価は。
答歳入については、税制改
正により大幅な減収を見込ん
でいた法人市民税が、一部業
種の好調により、対予算額を
上回るとともに、収納強化に
努めたことなどによって収納
率が上昇した。
また、株価が堅調に推移し
たことで配当割交付金や株式
等譲渡所得割交付金が増加す
るとともに、ふるさと納税に

よる寄附金も増加したが、キ
ラメッセぬまづの建設終了に
より国庫支出金や市債は大幅
に減少した。
一方、歳出については、給

料減額支給措置による人件費
の減及び公債費も前年度に比
べ減となったものの、扶助費
については生活保護費や障害
者福祉にかかる自立支援給付
費の増等により増がみられた。
また、普通建設事業につい
ては、静浦小中一貫学校や門
池地区センターの建設、西浦
保育所の移転、消防拠点施設
やスマートインターチェンジ
の整備などが着実に行われた。
歳入歳出差引の結果として、

実質収支を確保し、財政調整
基金も積み増しを行うなど、
次年度以降の貴重な財源を確
保できたと考えている。

◆２、3ページは、1万円未満を四捨五入してあるため、差引額等が一致しない場合があります。
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