
平成１８年度の一般会計･各特別会計決算審査（7 月 17 日～8 月 17 日実施）の結果

決算の概要

（１） 総 括

平成１８年度の一般会計及び各特別会計（企業会計を除く。以下同じ。）の決算状況は、

次の表のとおりである。

一般会計では、歳入歳出差引額が 90,818,371 円であり、この額から翌年度へ繰り越すべ

き財源 90,324,000 円を差し引いた 実質収支は、494,371 円の黒字となっており、また、

この実質収支から前年度の実質収支 10,250,789 円を差し引いた当年度 の単年度収支では、

9,756,418 円の赤字となっている。

また、特別会計全体としては、歳入歳出差引額がマイナスの 853,708,684 円であり、こ

の額から翌年度へ繰り越すべき財源である 46,844,000 円を差し引いた実質収支は、

900,552,684 円の赤字となっており、また、この実質収支から前年度の実質収支マイナスの

802,628,980 円を差し引いた当年度の単年度収支でも、97,923,704 円の赤字となっている。

一般会計に対する審査意見

市の財源の根幹を占める市税収入の収納率は 91.0％と前年を越える伸びを示している。

今後、税源移譲により市税体系が大きく変化するので、この収納率を割ることなく更に

徴収率の向上を目指して努力されたい。また、市民の生活様式の変化にあわせた収納方

法の工夫を今後も続けられたい。

各種業務の契約方法の見直しを機会あるごとにお願いしているところであるが、１８

年度は前年に比べて３０件の契約を、業務の集約化により８件の入札もしくは複数の見

積もり合わせと移行され、単年度だけでも 17,202 千円もの財政効果を生み出された。し

（単位：円）

区 分 歳 入 歳 出 歳入歳出差引

額（形式収支）

翌年度へ繰り

越すべき財源

実 質 収 支 単年度収支

一 般 会 計 22,256,394,196 22,165,575,825 90,818,371 90,324,000 494,371 △9,756,418

特

別

会

計

国民健康

保険事業

事業勘定 7,422,249,588 8,336,834,289 △ 914,584,701 0 △ 914,584,701 △ 83,530,320

施設勘定

堅上診療所
10,372,784 10,372,784 0 0 0 0

公共下水道事業 3,257,201,047 3,257,201,047 0 0 0 0

老人保健医療事業 5,511,727,834 5,547,821,888 △36,094,054 0 △36,094,054 △13,571,757

介護保健事業 3,734,453,381 3,683,279,290 51,174,091 2,144,000 49,030,091 △1,916,552

柏原駅西口再開発事業 1,047,775,185 1,001,979,205 45,795,980 44,700,000 1,095,980 1,094,925

小 計 20,983,779,819 21,837,488,503 △ 853,708,684 46,844,000 △ 900,552,684 △ 97,923,704

総 計 43,240,174,015 44,003,064,328 △ 762,890,313 137,168,000 △ 900,058,313 △ 107,680,122



かし、契約金額が少額だからという理由で随意契約を何年もの間に渡り漫然と締結され

ているケースが多く見受けられるので、たとえ少額であっても契約に当たり値引き交渉

か複数の業者による見積もり合わせをおこなう、もしくは類似業務をまとめて入札する

又は庁舎管理等では全ての業務を一体の業務として入札に付するようにされたい。

施政運営方針でも述べられている、一部事務組合に関する改革については構成市の担

当者の努力で一定の成果を生み出されてはいるが、今後も改革を目指した進行管理を続

けられたい。

各課においてそれぞれ支払われている公共施設の用地借地料については、単価にばら

つきがあるので透明性の高い統一的な基準を設けられ、将来の見直しに備えられること

を要望する。また、非常勤の審議会委員等報酬についても、当該委員会等が現在も必要

かの判断及び必要であるとしても委員数が適正かどうか、業務内容に比して報酬が相応

しいか検討されることも要望する。さらに、行政協力委員報酬にあっては、構成世帯数

にかかわらず一律に支払われているが、業務内容と業務量に対して適正な報酬であるか

検討されることも併せて要望する。

市民の健康づくりや各種健診事業等で類似の業務を関係課においてそれぞれ行われて

いることが見受けられるが、部や課をまたいだ大胆な発想で業務をまとめることを検討

されたい。特に健診等では市立柏原病院の利用や保健センターの利用について、医師、

保健師、栄養士等の専門職員も交えて検討されたい。

保育料等の滞納者に対する督促等の手法については、従前の手法もさることながら一

部の自治体で採用され始めている「債権回収会社」への委託等も検討されたい。

学校給食費の徴収に関して申し述べると、滞納状態にある給食費の管理や督促で組織

的取り組みが行われず、現場の校長等の大きな負担となっているので、組織的な取り扱

いシステムの構築を至急検討されたい。

保育料及び給食費で現状の打開策をお願いしたが、市役所の業務として欠かせない「収

納」に関して、専門的に取り扱う部署の設置により、統一的な取り組みが出来るのでは

ないかと考えられるので、そのような機構についても検討されたい。

１８年度が「柏原市新行財政計画」の二年目であり、再生へ向けた様々な努力の跡が

みられますが、更に困難な工程を見通せば、歳入の確保、効率的執行そして市民の満足

度を更に向上させるためなお一層の努力を市長始め職員一丸となって取り組まれるよう

要望します。

国民健康保険特別会計(事業勘定)に対する審査意見

本年度も引き続き赤字決算となっているが、これは保険料の引き上げをおこなったも

のの、歳出面で保険給付費や共同事業拠出金が年々増加しているため歳入の不足を生じ

た結果である。このことから、保険料の適正な賦課と国及び府からの財源確保の努力に

よって単年度の収支均衡が図れるような事業運営に到達できるよう努力されたい。



また、保険料の徴収については、前に述べた収支均衡へむけた最大の努力課題であり、

徴収率の向上も一般会計で申し述べた方法等で更に努力されんことを望むものです。

適正な医療費を目指した各種保健事業にも取り組まれているが、同種の事業を他の部

課でもおこなわれている。制度が違えども、目的が同一であるため各種保健事業や健診

等を統一的に事業実施するため、それぞれの部課の事務職や専門職員も交えた検討をお

こなわれるよう要望しておきます。なお、検討に当たっては市立柏原病院及び保健セン

ターの利用も併せて検討されるよう申し添えます。

国民健康保険特別会計(施設勘定堅上診療所)に対する審査意見

ここ数年、患者数が一段と減少し診療収入も低下するなか、赤字運営となっている。し

かしながら、同診療所は堅上地区における地域住民の医療施設として必要不可欠な施設で

あるので、事業収支の赤字分を一般会計からの繰り入れにより補てんされ、収支均衡を計

られることはやむを得ない措置であるが、引き続き診療収入の確保に努力され、今後も地

域の診療機関としての機能を担い続けられることを望む。 

公共下水道事業特別会計に対する審査意見

当年度における公共下水道事業は、公共下水道整備第５次５箇年計画の初年度にあたり、

当年度末の下水道普及率については 70.8％を達成されており､目標の 80％に向けて計画

に基づき事業が推移したものと考えられる。

次に、審査意見を述べると、水洗化率についても「水洗化推進員」を導入し熱心に取り

組まれているが、今後も引き続き強く市民に理解と協力を求められ、水洗化向上に更なる

努力をされたい。

また、受益者負担金の収入未済額については、前年度同様に一層その回収に努力された

い。 
公共下水道事業の推進にあっては、巨額の投資を要し、そのため公債費の残高は来年度

から急激な増加となる。そして今日まで赤字の補填として、一般会計から市税が投入され

ているが、下水処理に係る費用は本来下水道使用者が負担すべきものであるため、早急に

現今にあった料金体系を確立されたい。

今後の事業進捗とともに、施設等の維持費用も増加することが予想されるため、一層の

経費の節減に努められるよう望むものである。

老人保健医療事業特別会計に対する審査意見

老人保健医療事業特別会計においては、高齢社会の進む中で老後における健康の保持増

進と適切な医療の確保を図るために設けられたものである。平成１９年度を最後として、

「後期高齢者医療」制度に引き継がれるが、保険者が広域連合に変わったとしても、対象

となる被保険者は柏原市民の高齢者層であるので、今後も引き続き、適正な医療環境の整



備に務められたい。また、スムーズな後期高齢者医療の導入に努められたい。

介護保険事業特別会計に対する審査意見

当年度の決算としては、歳入歳出差引額 51,174,091 円から繰越明許費 2,144,000 円を

除いた実質収支額 49,030,091 円の黒字決算となっているが、介護給付及び地域支援事業

に係る交付金を概算で受けており、支払基金交付金、国庫支出金、府支出金において、

それぞれ次年度に過不足を精算される。

次に、保険料の収納状況であるが、昨年に比べて不納欠損が約 20 パーセント増の

6,605,960 円となっている。その徴収に関しては日々努力されているが、長期化するにし

たがって回収が困難となってくるので、被保険者には制度の趣旨を十分理解していただ

き速やかな納付を求め、滞納繰越とならないよう早期回収に努められたい。

ところで、急速に進んでいる高齢社会にあっては、介護サービス供給と共に介護予防

が重要な施策といえる。これが対応策として導入された「地域支援事業」については、

高齢者いきいき元気センターに委託され順調な制度導入を図られている。しかし、高齢

介護課独自でも介護予防事業をされているが、これら事業については同種の事業を他の

部や課でも行われており、制度が違えども、目的が同一であるため各種事業等を統一的

に事業実施するため、それぞれの部課の事務職や専門職員も交えた検討をおこなわれる

よう要望しておきます。なお、検討に当たっては市立柏原病院及び保健センターの利用

も併せて検討されるよう申し添えます。

柏原駅西口地区市街地再開発事業特別会計に対する審査意見

柏原駅西口地区第二種市街地再開発事業においては、再開発ビルに導入する公益施設の

再検討を行い、床取得面積の一部に特定建築者の協力を得て、民間施設を導入することに

なり、財政負担の軽減が行われている。また平成１７年８月に再着工された再開発ビル工

事については、平成１９年夏の完成を目指し予定通り進捗が図られている。

さらに再開発ビル工事にかかわる特別会計の精算を翌年（平成１９年度）に控え､ビル

内の床の処分を決定する管理処分計画の変更やビル敷地内の用地買収の決着等､完成に向

けての準備作業が進められた。

このことにより、柏原駅周辺の活性化と安全な街づくりが計画どおり進められることを

期待するものである。

平成１８年度の公営企業会計決算審査(６月 28 日～7 月 27 日実施)の結果

◎ 病院事業会計

経営成績

当年度の経営成績は、事業収益が 2,664,351,777 円、事業費用が 4,099,674,784 円で差



引き 1,435,323,007,円の純損失となったわけであるが、この要因としては、入院収益では

前年度に比べ 451,878,757 円（22.4％）減少し、外来収益においても前年度に比べ

143,162,632 円（16.3％）減少したため、事業収益全体では、前年度に比べ 685,451,875
円（20.5％）減の 2,664,351,777 円となったものである。

一方、費用面では、給与費が前年度に比べ 80,149,303 円（3.7％）の増となったが、材

料費が前年度に比べ 105,262,317 円（17.6％）減少したことなどから、事業費用全体と

しては、前年度に比べ 2,333,444 円（0.1％）減の 4,099,674,784 円となったものである。

なお、最近５ヵ年の事業収益、事業費用及び純損益状況は、次の表のとおりである。

また、損益状況は医業収益から医業費用を差し引いた医業損失が 1,484,692,166 円で、

前年度に比べ 625,803,370 円（72.9％）の増となっている。また、医業外にかかる収支

を合わせた経常損失については、1,435,323,007 円で、前年度に比べ 683,118,431 円

（90.8％）の増加となっている。当年度においても特別損失については計上されていない。

この結果、当年度純損失額は前年度に比べ 683,118,431 円（90.8％）の大幅な増加となっ

た。 
これにより、当年度未処理欠損金は前年度未処理欠損金額 3,900,772,064 円に当年度純

損失額である 1,435,323,007 円を合わせた額 5,336,095,071 円にのぼる結果となった。

病院事業会計に対する審査意見

当年度の市立柏原病院は、地域医療の充実と経営の健全化を目指した大きな節目を迎

えた。医局についても、主たる関係大学の入れ替え等で一時的に医師の確保が困難な時

期があり、医業収入そのものに大きく影響を与えた結果、先に記したような大きな赤字

決算となった。

これが現状の打開策として、まず医師の確保から取りかかられ、１８年１２月末では

最少の常勤医２０名、非常勤医２１名の４１名という体制から平成１９年４月では常勤

医２７名、非常勤医１９名の４９名体制を構築された。病院の経営や医療を提供すると

いう使命の達成にあって無くてはならない医師を確保されたことは、病院健全経営への

第一歩として、当然の事とはいえ大いなる成果であった。

内なる改革として、給食部門のアウトソーシングによってコスト削減に取り組まれた

こと、高額医療機器の購入に関しても、コストと効果を十分に検討した購入方法へと変

区 分 平成１８年度 平成１７年度 平成１６年度 平成１５年度 平成１４年度

事 業 収 益 2,66 4 ,35 2 3 ,34 9 ,803 3 ,205 ,066 3 ,721 ,44 5 3 ,901 ,93 2

事 業 費 用 4,09 9 ,67 5 4 ,10 2 ,008 4 ,717 ,797 4 ,276 ,85 2 4 ,319 ,70 9

純 損 益 △ 1,43 5 ,32 3 △ 75 2,20 5 △ 1,51 2 ,73 1 △ 55 5,40 7 △ 41 7,77 7

（単位：千円）



更される等、様々な経営改革をされている。また、コスト削減に取り組むと同時に、患

者満足度も調査され、給食についても単に安く仕上げるだけではなく、改革が患者にと

ってもプラスとなる工夫をされている。さらに経営改革の手を緩めることなく、患者の

満足度アップの取り組みを続けられることとされたい。

今後は、診療科が閉鎖されている科目の医師の確保を進めると共に、平成１９年１０

月に再開予定とされている「救急体制」のスムーズな再開を行うことで、２４時間安心

して暮らせる医療環境の確保を要望する。また、地域の診療所等との「病診連携」にも

取り組まれることによって地域医療体制の循環がスムーズに成立し、病院経営にも大き

く寄与することが考えられる。さらに、地域の保健事業にも積極的に関与されることで、

病院の人材や設備を活かして経営改善に取り組むことを検討されたい。特に、閉鎖され

ている診療科目や、優れた医療技術のある病院間の連携については周辺自治体病院との

連携を図られたい。

経営の健全化には当年度中の努力はいうまでもなく、３年または５年のスパンによる

財政見通しが必要であり、収支計画書を作成して進行管理を行われたい。現状の経営見

通しでは、単年度収支均衡となる計画だが、それが達成されたとしても累積赤字による

短期借入金については、現状の低金利が今後も継続するとは考えられないので、一般会

計からの繰入金について、しかるべき時期に市当局と折衝されることを申し添える。

以上の様々な取り組みによって柏原市にあって、無くてならない基幹病院とされるこ

とが、結果として病院経営の健全化策の王道であると考えられるので更なる努力を望む

ところである。

◎ 水道事業会計

経営成績

当年度の経営成績は、事業収益が 1,707,059,520 円、事業費が 1,560,208,427 円で、差

引き 146,851,093 円の純利益が発生し、３年続いての黒字決算となった。

事業収益としては、景気は回復傾向にあるというものの、個人消費は伸び悩んでおり、

前年度は微増となっていた使用水量が当年度は再び減少となった。これにより、給水収益

が前年度に比べ 19,036,664 円（1.2％）の減収となったほか、修繕工事収入が減少したこ

とにより、受託工事収益は前年度に比べ 15,159,925 円（64.1％）の減収、給水装置新設

等による加入金は増加したものの、他会計繰入金、雑収益でも減収となり、事業収益全体

では、前年度に比べ 57,151,025 円（3.2％）減の 1,707,059,520 円となった。

一方、事業費については、修繕費が前年度に比べ 19,943,013 円（15.1％）の減、府営

水受水量の減少により、受水費が前年度に比べ 13,165,493 円（3.0％）の減となった。人

件費においては、退職給与金の減等により前年度に比べ 24,844,564 円（7.6％）の減少と



なり、また、企業債の償還に伴う支払利息についても、前年度に比べ 20,002,029 円

（13.7％）の減、他会計に対する退職給与負担金も、前年度に比べ 24,558,000 円（75.9％）

の減少となったことから、事業費全体としては、前年度に比べ 85,423,526 円（5.2％）減

の 1,560,208,427 円となった。

なお、最近５カ年の事業収益、事業費及び純損益の状況は、次の表のとおりである。

（単位：千円）

また、損益状況は、営業収益から営業費用を差し引いた営業利益が 221,957,707 円で、

前年度に比べ 4,351,630 円（2.0％）の増となっている。一方、営業外にかかる収支は、

当年度は前年度に比べ 25,703,155 円改善し、これら二つを合わせた経常利益については

150,766,638 円で、前年度に比べ 30,054,785 円（24.9％）と大幅な増となっている。こ

の経常利益から特別損失の 3,915,545 円を差し引くと、当年度純利益は、前年度に比べ

28,302,501 円（23.9％）増の 146,851,093 円となり、大幅な黒字決算となった。

さらに、前年度繰越利益剰余金 110,134,939 円と、当年度純利益 146,851,093 円の合計

256,986,032 円は、当年度未処分利益剰余金として計上されることとなった。

水道事業会計に対する審査意見

下水道部と統合したものの、会計処理が別（企業会計と特別会計）であるため、コスト

削減は難しいとのことだが、下水道事業の工事の一部を水道が請負うという方法をとるこ

とにより、工事の発注を共同で行いコスト削減が可能になると考えられるため、今後はこ

の方法を増やすよう検討していただきたい。

漏水調査業務は、現在１年で市域の半分をカバーしているが、毎年全市域を調査するこ

とで費用対効果が上がることも考えられるため、効率的な調査方法を検討していただきた

い。

自己水の確保については、府営水とのかね合いもあるが、可能な範囲で安定して自己水

を取水できるよう井戸の竣渫等維持管理に工夫をしていただきたい。

手持現金を決済性預金にしておられることについては、今年度については玉手浄水場更

新工事により現状でやむをえないが、将来の金利上昇に備え有利な運用の方法をぜひ検討

しておいていただきたい。

将来の安定･安全な給水を目指して取り組まれている玉手浄水場の更新工事に関して生

じた、行政財産の目的外使用許可取消処分に関する争いについては、市民の関心、工事の

遅れによる事業全体の停滞が及ぼす影響を勘案すると一刻も早い解決を目指して最善の

区 分 平成１８年度 平成１７年度 平成１６年度 平成１５年度 平成１４年度

事 業 収 益 1,707,059 1,764,210 1,708,330 1,669,717 1,635,288

事 業 費 1,560,208 1,645,661 1,653,744 1,690,030 1,741,553

純 損 益 146,851 118,549 54,586 △ 20,313 △ 106,265



努力をされんことを強く申し添えます。

最後に当年度も黒字決算となったとはいえ、今後もなお使用水量の伸びは期待できな

いことや、施設の維持管理経費などの増加が予想されることから、引続き水道事業運営

に当たっては、事務事業の効率化による経費の節減をはじめとした、更なる経営の合理

化の検討実施、近隣市と提携することによる、スケールメリットを生かした、経費の削

減等も調査検討が求められるところである。

なお、詳細については情報公開コーナーに備えつけてあります決算審査意見書

を参照してください。


