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歳入決算額

２０億８３６１万２千円

歳出決算額
令和２年度決算概要

実質単年度収支は

５億3204万５千円

令和２年度一般会計
決算審査

７年ぶりの黒字！
！

実質単年度収支は黒字に転換しましたが、財政状況が必ずしも好転したものではありませ

ん。新型コロナウイルス感染症の影響で事業の中止や公共施設の休館で一般財源を使用しな

かったことと、土地開発公社からの寄附金と資産の売却など臨時的な要因が大きく関係して
います。今後も議会として財政状況をしっかりと注視していく必要があります。

財政調整基金（注１）

（注１）突発的な災害や緊急を要する経費などに備えるための基金です。

（注２）財政構造の弾力性を判断するための指標で、この比率が高いと財源に余裕がないことを示し弾力性が低
いことになります。

［現状］

令和２年度は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で施設等が臨時

休館となり、施設を使用した委託

ています。交付を受ける団体は、

きが行われ、補助金等が交付され

の交付規程等に基づき、事務手続

小郡市補助金等交付規則や個別

の変更を行っている業務など様々

にもよりますが、途中で委託契約

なり、契約時の仕様書や契約内容

続、休止、再開が不透明な状況と

ついては、委託業務そのものが継
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［委員間討議の結果］

今後の各団体への補助金につい

と共に、要綱等を整備し、その透

ては、その施策の効果を検証する

全議員で構成する決算審査特別

明性を確保すること。また、事業

決算審査特別委員会
報告
委員会を設置し、令和２年度の一

の実績報告書をよく精査し、適正

討に当たっては、交付団体の意見、

な交付に努めること。ただし、検

般会計、特別会計等８件について、
日から９月３日までの４日
間、慎重に審査を行いました。採

実態を十分に調査していく必要が

８月

決の結果、全議案とも全員賛成で

あるとの結論に至りました。
今回の決算審査を通して次の項
目について、委員間討議を行いま
した。

各団体の
補助金について

その形態や交付額等も様々です。

でした。

業務や、施設管理の委託業務等に

令和２年度は、新型コロナウイル

［委員間討議の結果］

様々な方面から検討し、委託先と

コロナ禍における実態を踏まえ、
減額や返還が出ている団体があり

の協議を十分に行い、対応してい

た。

く必要があるとの結論に至りまし

ました。

業内容の変更等があり、補助金の

ス感染症の影響で事業の中止や事

［現状］

委託料について

認定されました。
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事業施策の
効果について
［現状］
令和２年度は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で多くの事業が
実施できなかった事もあり、施策

議案第

号「令和３年度小郡市

をご覧ください。

９月の補正予算は、本来、国・

ナウイルス感染症対策についての

今回の補正予算は主に新型コロ

【賛成討論】

県の補助事業の確定に伴い、イン

予算です。福岡県の緊急事態宣言

【反対討論】

フラ事業やソフト事業を実施する

が９月

日まで延長される中、新

ための重要な予算ですが、人件費

・学生支援特別給付金事業

金プラスサポート事業

・子育て世帯生活支援特別給付

業）

事業（地方創生臨時交付金事

●新型コロナウイルス感染症対策

創生臨時交付金を使っての予算の

に対する予算は皆無で、国の地方

計画のため、インフラ整備や防災

月の補正予算でも、緊急財政対策

たが、政策的な事業を行うべき６

は市長選の関係で、骨格予算でし

せんでした。本年３月の当初予算

付金を使っての予算編成に過ぎま

の整理や、これまで同様、臨時交

お届け事業第３弾」などは、新型

「食の支援事業、まごころパック

業」「学生支援特別給付金事業」

支援特別給付金プラスサポート事

う必要があり、「子育て世帯生活

ロナウイルス感染症対策事業を行

ような状況から

お収束の気配が見えません。この

型コロナウイルス感染症は今もな

月以降も新型コ

・食の支援事業「まごころパッ

コロナ禍で生活に影響を受けた市

本議案については、採決の前に

民間委託）

（大原小学校の給食調理事業の

●学校給食調理等委託業務事業

害で大変な目に遭われた人々に対

症で苦しんでいる市民、また、水

含めて、新型コロナウイルス感染

財政調整基金に積み立てたお金を

で１億４千万円にものぼっており、

実施できなかった事業は一般財源

型コロナウイルス感染症の影響で

一方、令和２年度決算では、新

コロナウイルス感染症の状況に応

今後もワクチン接種を含め、新型

まだ確立した治療法などはなく、

新型コロナウイルス感染症は、

ない施策です。

他の自治体と比較しても見劣りし

な対策をとった今回の補正予算は、

民への支援です。必要な時に必要

一体的実施事業

討論が行われました。概要は次の

今回の補正予算を可決し早急に

じて、市が対策を行っていくこと

今回の補正予算は、財政対策を

支援を行うことが重要ですので賛

する支援などを考えて欲しかった

通りです。

重視する余り、何もやられていな

成します。

が必要です。

●高齢者の保健事業と介護予防の

クお届け事業第３弾」

みでした。

【主な提案内容】

※結果はＰ

数で可決されました。

認について」が提出され、賛成多

一般会計補正予算（第５号）の承

42
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です。
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の効果を判断することが難しい部
分もありますが、費用対効果が十
分に得られていないと思われる事
業も見受けられました。
今後、施策効果の低い事業につ
いては、縮小や廃止も含めた施策
内容の見直しを行い、限られた財
源、人的資源等の有効活用に努め、
費用対効果がみられるように改善
していく必要があるとの結論に至
りました。

30
いと感じますので反対します。

3

賛成多数で可決！
賛否が分かれた補正予算

［委員間討議の結果］

おごおり市議会だより

おごおり市議会だより

全員賛成で国に対する 3 件の意見書を可決！

議員提出議案
コロナ禍による厳しい財
政状況に対処し地方税財
源の充実を求める意見書
新型コロナウイルス感染症のま
ん延により、地域経済にも大きな

議員提出議案

委員会提出議案
人以下学級の推進と教
職員定数の改善及び義務
教育費国庫負担制度拡充
に係る意見書

教育委員会委員の
任命について

賛否分かれる
賛成多数で可決！

【反 対 討 論 】

対ではなく、その推薦方法について

教育委員に推薦された個人への反
学校現場では、新学習指導要領

中国政府による、民族弾圧や文

きるよう各学校区から均等になるよ

中国政府による新疆ウイ
グル、チベット、内モン
ゴル等自治区への人権侵
害等の解決に向けた日本
政府の適切な対応を求め
る意見書

おいても、引き続き、巨額の財源

化の破壊、人権のみならず人命を

さらに新型コロナウイルス感染

うに任命されていました。今回の任

反対します。規則や条例には明記さ

不足が避けられない厳しい状況に

も侵害する行為は、新疆ウイグル

症の影響による、学びの保障や心

命については、校区に空白ができ、

への対応だけでなく、貧困・いじ

直面しています。

自治区にだけではとどまらず、チ

の ケ ア 、 感 染 症 対 策 ・ ＩＣＴ 教 育

地域性を十分に反映できないとの考

影響が及び、地方財政は来年度に

地方自治体では、コロナ禍への

ベットや内モンゴル等の自治区で

推進なども求められており、大変

えから反対します。

れていませんが、今までは、それぞ

対応はもとより、地域の防災・減

も深刻な問題になっています。残

厳しい状況となっています。

め・不登校など解決すべき課題が

災、雇用の確保、地球温暖化対策

念ながら、日本はまだ国家として

れの環境の違いを教育行政に反映で

などの喫緊の課題に迫られている

の正式な意思表示ができておりま

人以下
人権のまち小郡として、他の自

計画的な教職員定数改善が不可欠

学級を中学校まで伸ばすことや、

今回推薦されている候補者は、教育

関する法律を遵守することが重要で、

教育委員は地方行政の組織運営に

設の老朽化対策費など将来に向け

治体に先駆け、国会や政府に対し

です。

革を実現するためには、

増嵩する財政需要に見合う財源が

て、問題解決に向け早期に取り組

う、意見書を提出しました。

の充実確保が確実に実現されるよ

その財源確保のため、地方税制

う働きかけることが重要であるこ

法の支配が中国でも保証されるよ

むことと、基本的人権の尊重及び

が必要なことから意見書を提出し

負担率を２分の１に復元すること

また、義務教育国庫負担制度の

家庭・社会教育や自治体固有の教育

に地域の偏りが生じますが、学校・

計への識見を有しています。結果的

※結果はＰ

をご覧ください。

から賛成します。

を任命することが最優先であること

課題の解決に十分に貢献できる人物

ました。

※意見書本文は、小郡市議会ホームページ内「可決された意見書・決議」をご覧ください。

とから意見書を提出しました。

に関わる深い経験と市全体の教育設

求められます。
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【賛 成 討 論 】

ほか、医療介護、子育てをはじめ

せん。

ゆたかな学びや学校の働き方改

とした社会保障関係経費や公共施

山積しています。
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