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予 算 委 員 会

平成25年度予算について　予算委員会を終えて
　平成25年度の伊達市予算案が審議されました。新年度予算は前年度当初予算と比較して約
9億9千万円減額の164億3千万円となりましたが、この3月議会で平成24年度の補正予算と
して約10億円の追加補正がありましたので、実質的には前年度と同規模の予算編成となりま
した。注意しなければならないのは、歳出に対する歳入の帳尻を合わせるために基金から8億
8千万円を繰り入れたことや市債の発行額が7億5700万円となっている点です。
　委員会では、広域ごみ処理施設への追加支出、保育所臨時パートの賃金、栄養分析の効
果、破れやすいごみ袋、予防接種経費、地域交流センター建設、堆肥センター、林業振興、
緊急雇用対策、交通安全対策など多岐にわたって質疑がかわされ、議会最終日に新年度予算
を可決しました。 

　本市の国民健康保険の予算は54億円ですが、私たち
市民が納めている保険税の合計は8.6億円です。不足
する 45.4億円は国庫・道支出金 14.5億円、前期高齢
者交付金 (政管健保、健保組合からの納付金による支
払基金からの交付金。退職高齢者が多く加入する国保
財政を支えるための調整交付金)14.7億円、共同事業
交付金 (高額療養費に対する保険のための保険からの
交付金。最近はびっくりするような高額医療費が支出
されるケースも少なくありません。)6.9億円、伊達市
一般会計からの繰入は 5.3億円。これは伊達市だけの
ことではありませんが、地方自治体はどこも自分たち
の負担だけでは賄えない状況にあります。
　助け合い、支え合いの精神で成り立っている制度で
はありますが、終末期医療や高額療養費の取り扱いな
ど早急に制度の見直しをしないと破綻するか、今より
もっと高い負担を私たち市民は負っていかなければな
りません。

国民健康保険会計 54 億円について
　そうした中で、市ではジェネリック薬品の利用促進と
コンビニ受診をしない意識啓発などを進めています。個
人の取り組みなど焼け石に水のように思う方もいるかも
しれませんが、ひとりひとりの行動が大事です。どうぞ
ご理解とご協力をお願いします。
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国民健康保険予算の推移 (H21-H25)

包括外部監査実施事業

　事業仕分けではありませ
んが内部監査だけではな
く、外部の専門家にチェッ
クをしてもらうことは行政
改革にとって有効な手段で
す。今回は 800 万円を計上
し、香川県から監査の専門
家を招へい。北大教授らと
共に外部監査を行って頂く
こととなりました。招へい
予定の先生は女性で子育て
をしながら全国を飛び回
り、地方自治体の財政健全
化のお手伝いをされている
方で、働く女性という視点
でも期待がもてます。テー
マを絞って調査をお願い
し、ご意見を頂くこととな
りました。議会も負けては
いられませんので、その手
法にも注目して参考にして
いきたいと思います。

西いぶり広域連合負担
金について
　
　新年度約 9 千万円増の
4.8 億円となった西いぶり
広域連合負担金ですが、現
在ゴミ焼却施設を建設した
会社と性能保証を巡って係
争中です。焼却炉を止める
わけにはいかないのでこの
訴訟の間の赤字分を各自治
体が貸付金として追加負担
することになったもので
す。委員会では貸付ではす
まないのではないかという
声や、10 年以内に検討が必
要となる次の炉については
今回の訴訟の教訓を活かす
ことが求められました。

ゴミ袋の強度について
　

　一般質問でも話題となり
ましたが、ゴミ袋が破れや
すいということで市民から
もたくさんクレームが寄せ
られました。毎年入札で業
者を決定して納入させてい
るのですが、袋の仕様の中
に強度 (ひっぱり度 )とい
う概念がなかったために、
こうした事態を招いたこと
が議会での質疑によって明
らかになりました。市は新
年度からこの強度について
の基準を示し、今後このよ
うなことがないよう約束を
しました。

施設園芸ハウスエネルギー
コスト削減検討委託料

　北海道農業で頭の痛いの
は冬場の暖房費です。冬に
作物が作れれば安定した農
業経営にもつながります。
しかし中々このコストを削
減する妙案がありません。
ペレットも根本的な解決に
はなりません。そこで今回
の予算では、このコストを
削減する方策を探すための
費用を計上しました。議会
では、本当に削減策を見い
だせるのか疑問との声も上
がりましたが、技術が進化
している中で、何を選ぶか
という点で専門家に調査を
させてできるだけベストな
選択をとの答弁。ゴミ処理
施設のようなことにならな
いよう確かな結果を出すよ
う意見を伝えました。

西胆振地域廃棄物広域処理施設「メルトタワー２１」
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一般会計
164 億円国民健康保険

54 億円

介護保険
31 億円

下水道 16.8 億円

霊園 0.1 億円

簡易水道 1.5 億円

後期高齢者医療 5.1 億円

水道事業会計 10 億円

伊達市予算 283 億円
一般会計164.3億＋特別会計108.5億＋水道事業会計10.2億

扶助費
34 億円

人件費
25 億円

公債費
24億円

物件費
22億円

補助費
21億円

繰出金
20億円

建設費
10億円

※建設費は普通建設事業費を略しています。

一般会計予算 164 億円

その他
7億円

扶助費とは
障がい者福祉費
生活保護費
児童福祉費
老人福祉費など
年々その負担が
大きくなっています。

借金の返済

職員給与等

繰出金は各特別会計への持ち出しで
国民健康保険には5.3億円
介護保険には4.4億円
下水道には3.2億円
を繰り出しています。

補助費は各団体などへの様々な事業
に支出されていて大事な予算ですが
継続支出される中には、その政策目的と
効果が曖昧になっている事業もあるため
先進自治体では、大きな見直しをして
申請審査方式で支出するところも出て
きています。

障がい者福祉費(自立支援給付費など93% は国・道からの予算で賄われています。 )

生活保護費(前年度当初比較4000万up 国での対策が急がれています。)

児童福祉総務費(児童手当支給事業70%は国・道からの予算で賄われています。)

西胆振消防組合負担金(2377万up 救急出動回数が年々増加しています。)

西いぶり広域連合負担金(ゴミ焼却炉の性能保証を巡って係争中です。)

道路橋梁新設改良費(末永4号線、西通り線、旭ヶ岡線道路整備事業など)

民間保育所運営費負担金(新しい民間保育所がスタートします。)

文化財保護費(北黄金貝塚史跡買上事業　史跡エリアが拡大します。)

伊達・壮瞥学校給食組合負担金(新しい給食センター建設計画が進行中)

堆肥センター維持管理費(臭気対策と建屋の腐食対策が課題です。)

カルチャーセンター運営管理委託料(高額な維持管理費が課題です。)

ふたば保育所運営管理委託料

し尿処理費(収集運搬・処理業務委託)

ケーブルテレビ事業運営経費(通常運営費と情報機器の更新に2800万)

防災公園だて歴史の杜整備事業(プール周辺外構とカルチャーセンター冷暖房改修)

総合体育館・その他体育施設運営管理委託料(新しい体育館の利用は好調です。)

緊急雇用創出推進事業(いちご試験栽培事業継続に向け新たな作業補助員を雇用)

ゴミ収集処理経費(各ゴミステーション環境美化への協力をお願いします。)

農業振興費・経営体育成支援事業助成金(農業用機械や施設整備への助成)

健康管理事業(健康増進事業、がん検診推進事業など)

木質ペレットプラント運営管理費(灯油高騰の中、注目されています。)

12 億 7505 万

8 億 5985 万

7 億 8148 万

   7 億  200 万

4 億 8592 万

4 億   643 万

1 億 5780 万

1 億 3860 万

1 億 1119 万

1 億 1111 万

1 億  164 万

9873 万

7269 万

7079 万

6791 万

6667 万

6578 万

5851 万

5640 万

5409 万

5298 万

予算 5,000 万円以上の事業ランキング　56億8444万 /総予算中1/3を占めています。


