
国民健康保険特別会計

 １　歳入

当初予算額  78億4,207万5,000円に、

補正予算額  4億3,086万5,000円を追加し、

予算現額  82億7,294万円である。

収入済額  40億8,583万7,716円、

 予算現額に対する収入率は  49.4%（前年同期50.3%）、

 調定額70億5,819万488円に対する収入率は57.9%（前年同期57.6%）となっている。

 ■国民健康保険税の上半期における収入状況は以下のとおりである。

収入済額  6億3,794万3,552円で、

予算現額  16億4,169万6,000円に対する収入率は38.9％（前年同期36.8％）

調定額  24億9,984万3,360円に対する収入率は25.5％（前年同期24.6％）

 ▼現年課税分

予算現額  15億3,818万7,000円、

調定額  17億838万7,900円、

収入済額  5億5,004万9,489円、

 前年同期と比較して

 調定額が  3,724万4,700円、

 収入済額が  285万8,246円の減となり、

 予算現額に対する収入率は  35.8%（前年同期33.9%）、

 調定額に対する収入率は  32.2%（前年同期31.7%）となっている。

 ▼滞納繰越分

予算現額  1億350万9,000円、

調定額  7億9,145万5,460円、

収入済額  8,789万4,063円、

 前年同期と比較して

 調定額が  9,578万8,877円、

 収入済額が  576万6,040円の減となり、

 予算現額に対する収入率は  84.9%（前年同期76.9%）、

 調定額に対する収入率は  11.1%（前年同期10.6%）となっている。

 【現年課税分】  【滞納繰越分】

 　特別会計

上半期の国民健康保険税納税義務者数及び滞納者数の状況

年度 納税義務者数（人） 未納者数（人） 年度 納税義務者数（人） 滞納者数（人）

 28年度 10,827 1,992  28年度 8,335 2,801 

 27年度 10,924 2,113  27年度 9,076 2,932 

増減数 △ 97 △ 121 増減数 △ 741 △ 131
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 ■保険税以外の収入済額の主なものは、以下のとおりである。

 ２　歳出

当初予算額  78億4,207万5,000円、

補正予算額  4億3,086万5,000円を追加し、

予算現額  82億7,294万円である。

支出済額  35億6,164万1,710円で、

 予算現額に対する執行率は  43.1%（前年同期41.4%）となっている。

 ■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

 保険給付費等支払基金の上半期における現在高は5,924万3,000円となっている。

後期高齢者医療特別会計

 １　歳入

当初予算額  6億5,350万3,000円に、

補正予算額  190万1,000円を追加し、

予算現額  6億5,540万4,000円である。

収入済額  2億1,836万7,786円で、

 予算現額に対する収入率は  33.3%（前年同期34.0%）、

 調定額5億5,585万7,056円に対する収入率は39.3%（前年同期41.0%）となっている。

 ■後期高齢者医療保険料の上半期における収入状況は以下のとおりである。

収入済額  2億1,618万1,050円で、

予算現額  5億7,129万6,000円に対する収入率は37.8％（前年同期38.4％）

調定額  5億5,367万320円に対する収入率は39.0％（前年同期40.8％）

療養給付費等負担金  5億7,139万2,000円

療養給付費等交付金  4,155万7,000円

前期高齢者交付金  5億3,010万9,908円

保険財政共同安定化事業交付金  6億9,693万8,402円

一般会計繰入金  3億5,700万2,000円

支払基金繰入金  4億2,950万円

 その他繰越金  5億950万8,377円

 （別表1-2参照）

一般被保険者療養給付費  17億8,551万9,648円

退職被保険者等療養給付費  5,650万7,146円

一般被保険者高額療養費  2億3,571万9,240円

後期高齢者支援金  3億9,222万3,924円

介護納付金  1億5,237万5,141円

高額医療費拠出金  7,635万7,825円

保険財政共同安定化事業拠出金  7億6,327万6,040円

 （別表2-2参照）
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 ■保険料以外の収入済額の主なものは、以下のとおりである。

 ２　歳出

当初予算額  6億5,350万3,000円に、

補正予算額  190万1,000円を追加し、

予算現額  6億5,540万4,000円である。

支出済額  1億7,955万468円で、

 予算現額に対する執行率は  27.4%（前年同期28.3%）となっている。

 ■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

介護保険特別会計

 １　歳入

当初予算額  32億7,852万9,000円に、

補正予算額  1億392万6,000円を追加し、

予算現額  33億8,245万5,000円である。

収入済額  15億6,664万4,399円で、

 予算現額に対する収入率は  46.3%（前年同期46.8%）、

 調定額20億7,594万1,719円に対する収入率は75.5%（前年同期76.2%）となっている

 ■介護保険料の上半期における収入状況は以下のとおりである。

収入済額  3億6,633万3,320円で、

予算現額  7億8,800万7,000円に対する収入率は46.5％（前年同期45.4％）

調定額  7億9,563万640円に対する収入率は46.0％（前年同期44.5％）

 ▼現年度分特別徴収保険料

予算現額  6億7,111万7,000円、

調定額  6億7,514万1,840円、

収入済額  3億3,023万2,600円、

 予算現額に対する収入率は  49.2%（前年同期48.8%）、

 調定額に対する収入率は  48.9%（前年同期47.8%）となっている。

 ▼現年度分普通徴収保険料

予算現額  9,832万6,000円、

調定額  9,142万2,080円、

収入済額  3,413万8,540円、

 予算現額に対する収入率は  34.7%（前年同期31.4%）、

 調定額に対する収入率は  37.3%（前年同期34.7%）となっている。

繰越金  190万1,796円

 （別表1-3参照）

後期高齢者医療広域連合納付金  1億7,927万8,928円

 （別表2-3参照）
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 ▼滞納繰越分普通徴収保険料

予算現額  1,856万4,000円、

調定額  2,906万6,720円、

収入済額  196万2,180円、

 予算現額に対する収入率は  10.6%（前年同期4.0%）、

 調定額に対する収入率は  6.8%（前年同期2.4%）となっている。

 ■保険料以外の収入済額の主なものは、以下のとおりである。

 ２　歳出

当初予算額  32億7,852万9,000円に、

補正予算額  1億392万6,000円を追加し、

予算現額  33億8,245万5,000円である。

支出済額  15億1,888万3,058円で、

 予算現額に対する執行率は  44.9%（前年同期44.3%）となっている。

 ■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計

 １　歳入

当初予算額  8億469万5,000円に、

繰越事業費繰越財源充当額  8,025万6,960円を追加し、

予算現額  8億8,495万1,960円である。

収入済額  2億8,201万8,203円で、

 予算現額に対する収入率は  31.9%（前年同期27.3%）、

 調定額3億2,206万8,203円に対する収入率は87.6%（前年同期58.0%）となっている。

 介護給付費負担金（国）  2億5,099万8,000円

介護給付費交付金  3億2,401万8,000円

 介護給付費負担金（県）　  2億315万6,000円

介護給付費繰入金  1億9,000万円

一般会計繰入金  8,000万円

介護給付費準備基金繰入金  3,194万3,000円

 その他繰越金  1億47万2,444円

 （別表1-4参照）

 委託センター事業費  5,731万2,000円

 居宅介護等サービス費  4億2,400万466円

 地域密着型介護サービス費  3億3,776万4,549円

 施設介護サービス費   4億3,325万2,614円

 居宅介護等サービス計画給付費  5,754万5,735円

 高額介護等サービス費  3,445万3,010円

 特定入所者介護サービス費  4,079万2,862円

 （別表2-4参照）
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 ■収入済額の主なものは、以下のとおりである。

 ２　歳出

当初予算額  8億469万5,000円に、

繰越事業費繰越額  8,025万6,960円を追加し、

予算現額  8億8,495万1,960円である。

支出済額  1億9,925万8,490円で、

 予算現額に対する執行率は  22.5%（前年同期24.3%）となっている。

 ■支出済額の主なものは、以下のとおりである。

 ■繰越事業費の支出済額の内訳は、以下のとおりである。

一般会計繰入金  2億2,000万円

繰越金  2,316万1,071円

 繰越金（繰越事業費繰越財源充当額）  3,885万6,960円

 （別表1-5参照）

一般管理費  4,046万7,911円

土地区画整理事業費  7,853万3,619円

区画道路築造他整備事業費  8,025万6,960円

 （別表2-5参照）
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 １　収益的収入

 事業収益の予算現額  15億1,276万4,000円、

執行額  5億6,640万7,957円、

 予算現額に対する執行率は  37.4%（前年同期37.2%）　となっている。

 ２　収益的支出

 事業費の予算現額  12億6,013万8,000円、

執行額  3億4,305万782円、

 予算現額に対する執行率は  27.2%（前年同期26.3%）　となっている。

 ３　資本的収入

予算現額

執行額

 未執行（前年同期未執行）となっている。

 　水道事業会計

 ■収益の主なものは、以下のとおりである。

 【営業収益】

 給水収益の水道料金（現年度分）  5億3,385万2,464円

 その他の営業収益の加入金  2,535万4,174円

 ■水道事業の収益的収入の根幹をなす水道料金の調定及び収入状況は、以下のと

 おりである。

 水道料金の調定及び収入状況（9月末現在）

 区　分  調定額（円）  収入済額（円）  収入未済額（円） 収入率（%）

現年度分 533,852,464 513,334,430 20,518,034 96.2

過年度分 23,555,194 18,271,730 5,283,464 77.6

 ■費用の主なものは、以下のとおりである。

 職員給与費（職員10人分（うち非常勤特別職1人））3,722万4,386円のほか、

 【営業費用】

 原水及び浄水費の委託料  2,390万2,680円

 　　　〃　　　　動力費  1,777万1,366円

 　　　〃　　　　受水費  1億8,374万2,413円

 配水及び給水費の委託料  1,025万1,011円

 　　　〃　　　　修繕料  1,831万5,434円

 業務費の委託料  3,495万7,953円

 【営業外費用】

 支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息  583万5,376円

 【特別損失】

過年度損益修正損  2万7,082円

 2,180万5,000円、

 0円、
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 ４　資本的支出

当初予算額  9億3,401万9,000円に

継続費逓次繰越額  3億3,220万8,200円を加え、

予算現額  12億6,622万7,200円である。

執行額  2億4,350万1,089円、

 予算現額に対する執行率は  19.2%（前年同期3.0%）　となっている。

 ■費用の主なものは、以下のとおりである。

 職員給与費（職員3人分）1,092万116円のほか、

 【建設改良費】

 給配水管布設費の工事請負費  3,652万5,600円

 【拡張事業費】

 浄水場施設費の工事請負費（継続費逓次繰越）  1億7,867万2,000円

 【企業債償還金】

 企業債償還金の建設改良費等企業債償還金  1,679万2,783円

- 24 -



 １　収益的収入

 事業収益の予算現額  11億3,844万6,000円、

執行額  4億7,217万7,928円、

 予算現額に対する執行率は  41.5%（前年同期44.5%）　となっている。

 ２　収益的支出

 事業費の予算現額  10億3,028万円、

執行額  2億3,254万803円、

 予算現額に対する執行率は  22.6%（前年同期23.2%）　となっている。

 　下水道事業会計

 ■収益の主なものは、以下のとおりである。

 【営業収益】

 下水道使用料（現年度分）  3億1,930万2,985円

他会計負担金  1億5,000万円

 【営業外収益】

 雑収益の下水道施設占用料  252万3,660円

 【特別利益】

過年度損益修正益  1万4,307円

 ■下水道使用料の調定及び収入状況は、以下のとおりである。

 下水道使用料の調定及び収入状況（9月末現在）

 区　分  調定額（円）  収入済額（円）  収入未済額（円） 収入率（%）

現年度分 319,302,985 300,182,291 19,120,694 94.0

過年度分 14,344,357 11,332,172 3,012,185 79.0

 ■費用の主なものは、以下のとおりである。

 職員給与費（職員5人分（うち非常勤特別職1名））1,246万5,995円のほか、

 【営業費用】

 管渠費（汚水）の委託料  1,382万4,000円

 　　　〃　　　　修繕費  595万3,384円

 総係費の会費負担金  1億3,716万5,776円

 【営業外費用】

 支払利息及び企業債取扱費の企業債利息  5,333万1,199円

 【特別損失】

過年度損益修正損  1万8,190円
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 ３　資本的収入

予算現額  3億217万4,000円、

執行額  93万96円、

 予算現額に対する執行率は  0.3%（前年同期37.0%）　となっている。

 ４　資本的支出

予算現額  7億1,711万4,000円、

執行額  2億2,437万2,815円、

 予算現額に対する執行率は  31.3%（前年同期42.9%）　となっている。

 ■収益の内訳は、以下のとおりである。

他会計負担金  93万96円

 ■費用の主なものは、以下のとおりである。

 職員給与費（職員5人分）1,556万889円のほか、

 【建設改良費】

負担金  1,377万6,000円

 【企業債償還金】

 企業債償還金の建設改良費等企業債償還金  1億8,922万3,233円
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 １　事務事業の見直し

 　　平成28年度予算編成方針では、「全ての事業について執行方法や執行体制など十分な見

 　直しを行う。」としているが、見直しの結果、前年度と比較して執行方法や執行体制など

 　変更した事業（廃止した事業を含む。）はあるか。

 会議開催数の縮減

 実施計画策定における審査対象事業の見直し  ヒアリング日数の縮減

 　共通質問事項

課所等名  内　容  影　響

秘書広報課
 シティプロモーションを秘書広報課の分掌事務に定め、28年度中に和
 光市シティプロモーション推進方針を策定

 効果的なシティプロモーション
 の推進

政策課
 施策評価における2次評価の手法の見直し

 資源リサイクル課 生ごみリサイクル事業を27年度で終了し、28年度に生ごみ処理機を撤去  年間約50万円の縮減

環境課
 自治体連合会との協働事業として環境落語を開催 環境啓発、今後の協力体制の構築

 緑化まつりをみんなの活動マルシェ等と同時開催  来場者数の大幅な増加

市民活動推進課 市民相談事業のうち女性相談事業の実施回数を月4回から月2回に縮減  年間48万円の縮減

福祉政策課

 給付金業務における支給対象者の抽出方法及び未申請者に対する申
 請勧奨事務の見直し

 支給率の向上

 給付金に関する業務委託内容を精査
 事務の精度向上及び職員の
事務負担軽減

社会福祉課  放課後等デイサービス事業運営費等補助金の廃止  年間約690万円の縮減

 長寿あんしん課
 寝たきり理容料助成事業について、受益者負担として実費を利用者か
 ら徴収し、市は出張費用を助成

 利用可能回数の増加

健康支援課  印刷機借上について、契約内容を精査  月額19,000円の縮減

都市整備課  期間満了により、27年度で和光樹林公園の指定管理業務を終了 指定管理業務に係る費用の縮減

スポーツ青少年課
 青少年健全育成標語の優秀作品について、標語板による掲示から短
 冊による各校掲示に変更

 年間約22万円の縮減

会計課  財務会計システムの改修による口座振込通知書の発送件数の縮減
 封筒印刷代、郵送代、事務量
 の縮減
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 ２　業務委託の見直し

 　　業務委託ガイドラインでは「委託効果の検証と業務内容等の見直しは、毎年度（長期継

 　続契約の場合、その契約最終年度）実施することとします。」としているが、平成28年度

 　に業務内容等を変更した業務委託はあるか。

 年額24万円の縮減

 ３　超過勤務時間の抑制

 　　前年度と比較し、上半期の超過勤務時間は縮減されたか。

 　　また、午後10時を越える超過勤務がある場合、どのような業務内容か。

課所等名 業務委託名  内　容  影　響
政策課 顧問弁護士相談 月1回の庁舎での面接相談を月５件程度のＦＡＸ相談に変更

収納課
 クラウド口座振替

 取りまとめサービス

 指定金融機関が市で作成する全ての収納代理機関
 の口座振替データを取りまとめ、各金融機関へ請求
 データを伝送、引き落とし結果を受信し、集約した
 データを市に戻すサービスの開始

 情報漏えい等のリスク削減
 ＦＤ送達・回収に要していた時
 間の削減
 データ作成の簡略化

社会福祉課 総合福祉会館建物総合管理  汚れの少ない箇所の清掃回数の縮減等 委託料全体で約1,300万円の縮減

健康支援課 衛生陶器維持管理  1者随意契約から2者見積の随意契約に変更  契約における競争性の確保

建築課
 分譲マンション管理
 に関する相談業務

 相談件数が少ないため、委託内容を見直し、相談
 業務を無償に変更 （市は会場提供のみとした。）

 年間54,000円の縮減

教育総務課 会議録作成
 校正の依頼回数を2回から1回に縮減
 （最終校正は課で実施）

 事務の効率化と上半期約5万
 円の縮減

議事課 会議録検索システム保守点検  検索画面をリニューアル  月額2,000円の縮減

課所等名  超過勤務時間の抑制となった理由
秘書広報課  4時間に満たない休日勤務については、他の業務と併せて振替休日対応としたため

政策課 事務事業の見直しにより、行政評価委員会の会議開催数及び実施計画策定ヒアリングの開催日数を縮減したため

 資源リサイクル課  書類作成等の事務を効率化し、平日の残業時間が減少したため

産業支援課 前年度の超過勤務の大きな要因であるプレミアム付商品券発行事業が28年度には実施されなかったため

市民活動推進課  夜間会議の出席者を管理職中心に変更し、担当職員数及び担当事務の見直しを行ったため

福祉政策課  休日開庁時の臨時福祉給付金支給受付を廃止したため

 長寿あんしん課  臨時職員を効果的に活用したため

駅北口事務所  交渉業務等について、勤務時間内に実施できているため

学校教育課  前年度の超過勤務の大きな要因である新設小学校の開校準備業務が28年度にはなくなったため

危機管理室  災害対応業務等に管理職が対応したため

会計課  業務繁忙期に相互応援体制をとったため

下水道課  公営企業会計の適用に伴う事務が落ち着いたため

課所等名  午後10時を越える超過勤務の業務内容
課税課  住民税当初課税における最終段階の課税データ一括処理業務

学校教育課 緊急対応業務

危機管理室  災害対応時の水位監視業務

水道業務課
水道施設課

 夜間配水管布設替え工事の立会い業務

 漏水による赤水発生に伴う対応業務

下水道課  昼間交通量の多い県道の夜間舗装復旧工事の現場監督業務
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５ むすび

平成 28 年度当初予算は、和光市行政経営方針及び予算編成方針に基づき、安

全・安心なまちづくりを推進するため、｢都市基盤整備」、「公共施設等の整備と

保全」、「地域包括ケアを基盤とした社会福祉施策」、「和光市教育大綱の基本方針

を柱として、「中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備」、「雨水対策の推進」、

「確かな学力の育成をめざした教育の推進」等の 8 施策を重点施策に位置づけ、

優先的に推進する予算を編成し、一般会計では、予算現額 264 億 4,550 万 960

円に対し、収入済額は 126 億 1,227 万 1,862 円で収入率は 47.7％、支出済額は

104 億 4,595 万 8,939 円で、予算現額に対する執行率は 39.5％であった。

次に、特別会計については、国民健康保険特別会計では、予算現額82億7,294

万円に対し、収入済額は40億8,583万7,716円で収入率は49.4％、支出済額は35

億6,164万1,710円で、予算現額に対する執行率は43.1％、後期高齢者医療特別会

計では、予算現額6億5,540万4,000円に対し、収入済額は2億1,836万7,786円で収

入率は33.3％、支出済額は1億7,955万468円で、予算現額に対する執行率は27.4％、

介護保険特別会計では、予算現額33億8,245万5,000円に対し、収入済額は15億

6,664万4,399円で収入率は46.3％、支出済額は15億1,888万3,058円で、予算現額

に対する執行率は44.9％、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別

会計では、予算現額8億8,495万1,960円に対し、収入済額は2億8,201万8,203円で

収入率は31.9％、支出済額は1億9,925万8,490円で、予算現額に対する執行率は

22.5％であった。

また、公営企業会計については、水道事業では、収益的収入額が5億2,463万

1,921円、収益的支出額は、3億2,185万8,589円で、上半期の収支状況は2億277

万3,332円の純利益となり、下水道事業では、収益的収入額が4億4,852万4,798

円、収益的支出額は、2億2,025万8,381円で、上半期の収支状況は2億2,826万6,417

円の純利益となった。

以上のとおり、一般会計及び特別会計の歳入、歳出の執行状況並びに水道事業

及び下水道事業の業務状況については、事業の執行が下半期になるもの及び投資

的事業を中心として、既に発注はしているが事業の完了が下半期になるものがあ

り、一部に執行率が低い事業はあるが、概ね順調な執行状況であった。

また、平成28年度における重点施策、新規事業の執行状況についても、同様に、

順調な進捗状況であることを確認した。
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次に、委員質問の共通質問事項については、前年度に引き続き、和光市行政改

革推進計画及び平成 28 年度予算編成方針を踏まえ、「事務事業の見直し」、「業務

委託の見直し」及び「超過勤務時間の抑制」の 3 点とした。

それぞれの取組状況では、1 点目の質問の「事務事業の見直し」については、

既存事業の改善、効率化及び事業効果等を精査した上で縮減又は廃止としたもの

が 12 課、2 点目の質問の「業務委託の見直し」については、電算システムの改

良等で、職員の事務負担の軽減と市民サービスの質の向上を図ったもの、委託内

容を精査し、縮減又は廃止としたものが 7 課から、3 点目の質問の「超過勤務時

間の抑制」については、12 課において前年度から縮減が図られている旨の回答

があった。

また、昨年度の定例監査において改善を要望した事項のうち、共通質問と重複

している「超過勤務の抑制」を除く「予算の適正な時期の執行」、「納付の遅滞」、

「未納金等の収納対策」、「附属機関の条例化の検証」については、附属機関の条

例化の検証の一部について、実施に至っていないものも見られるが、全体として

は、改善に向けた取組により、具体的な成果が現れていることから、今後におい

ても継続的な検証に努めるとともに、未実施の事項については、速やかな対応を

図るよう努められたい。

この監査の結果から、次のとおり予算の執行管理、財務事務の手続において気

づいた点について意見を付す。

なお、この報告書は、意見の主要な事項を掲載したものであり、監査の中で口

頭により指摘した事務処理上留意すべき軽微な事項、その他の事項についても適

切な対応を図るようよう併せて求めるものである。

まず 1 点目として、予算執行については、概ね計画どおり執行されているが、

一部に前年度予算において、支出を失念したことにより過年度支出を行った事案

が見られたことから、あらためて適正な財務処理に一層の意を用いられたい。

また、予算の流充用について、節の計上区分の誤りのほか、新公会計制度への

対応に向け、細節区分を変更したことによる細節の校正等、予算編成の時点で精

査されるべき事由によるものも散見された。今後の予算編成に当たっては、財政

所管と十分調整し、適切な区分に計上されるよう努められたい。

2 点目として、予算を所管する課所と実際に執行している課所とが異なってい

る事業や管理権限のない他の執行機関が事業を実施している事案が見られた。
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このことについては、予算調製の時点で十分検討し、市民にわかりやすい予算

という観点や行政の透明性と説明責任に配慮した予算編成及び執行に努められ

たい。

3 点目として、今回の共通質問の中で、超過勤務の抑制とともに、午後 10 時

以降の超過勤務の有無とその内容について回答を求めた結果、上半期では、ほと

んどの課所について実績がないとの回答があった。しかしその業務の性質上、一

定期間超過勤務が必要な事務もあることから、特に、管理職員においては、管理

下職員の心身の状態を十分把握した上で、適時適切な対応を図り、健全な職場環

境の確保に引き続き努められたい。

最後に、市の財政状況は、土地区画整理事業等による未来への先行投資の成果

が表れ始めてはいるものの、道路網の拡張等による新たな社会インフラ整備が必

要になることが予想されている。また、公共施設等総合管理計画に基づく公共施

設の維持更新への対応、高齢者対策や子育て支援への財政需要も増加することか

ら、今後においては、事務事業の簡素化、効率化、さらには、行政サービスの総

量と質との均衡を図りながら財政の健全性に留意されるとともに持続可能性を

見据えた行政運営に努められたい。


