
平成22年度 決算状況カード平成22年度 決算状況カード平成22年度 決算状況カード平成22年度 決算状況カード

 7年 7年 7年 7年 24,848人24,848人24,848人24,848人  7年 7年 7年 7年 第１次第１次第１次第１次 第２次第２次第２次第２次 第３次第３次第３次第３次 決決決決 算算算算 額額額額 構成比構成比構成比構成比 増減率増減率増減率増減率 経常一般財源経常一般財源経常一般財源経常一般財源

12年12年12年12年 23,164人23,164人23,164人23,164人 12年12年12年12年 ７年７年７年７年 1,842人1,842人1,842人1,842人 3,557人3,557人3,557人3,557人 5,809人5,809人5,809人5,809人 千円千円千円千円 ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円

17年17年17年17年 21,456人21,456人21,456人21,456人 17年17年17年17年 国調国調国調国調 16.4%16.4%16.4%16.4% 31.7%31.7%31.7%31.7% 51.9%51.9%51.9%51.9% 2,309,0812,309,0812,309,0812,309,081 22.722.722.722.7 △ 0.7△ 0.7△ 0.7△ 0.7 2,232,3272,232,3272,232,3272,232,327 決決決決 算算算算 額額額額 構成比構成比構成比構成比 増減率増減率増減率増減率 税税税税 等等等等

増減率(7-12)増減率(7-12)増減率(7-12)増減率(7-12) △ 6.8％△ 6.8％△ 6.8％△ 6.8％ 増減率(7-12)増減率(7-12)増減率(7-12)増減率(7-12) 12年12年12年12年 1,460人1,460人1,460人1,460人 3,193人3,193人3,193人3,193人 5,496人5,496人5,496人5,496人 100,535100,535100,535100,535 1.01.01.01.0 △ 4.9△ 4.9△ 4.9△ 4.9 100,535100,535100,535100,535 千円千円千円千円 ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円

増減率(12-17)増減率(12-17)増減率(12-17)増減率(12-17) △ 7.4％△ 7.4％△ 7.4％△ 7.4％ 増減率(12-17)増減率(12-17)増減率(12-17)増減率(12-17) 国調国調国調国調 14.4%14.4%14.4%14.4% 31.5%31.5%31.5%31.5% 54.1%54.1%54.1%54.1% 7,2127,2127,2127,212 0.10.10.10.1 △ 4.9△ 4.9△ 4.9△ 4.9 7,2127,2127,2127,212 2,107,1362,107,1362,107,1362,107,136 22.122.122.122.1 △ 2.0△ 2.0△ 2.0△ 2.0 1,836,0351,836,0351,836,0351,836,035

住基住基住基住基 H22.3.31H22.3.31H22.3.31H22.3.31 20,958人20,958人20,958人20,958人 面積(㎞)面積(㎞)面積(㎞)面積(㎞) 人口密度人口密度人口密度人口密度 17年17年17年17年 1,244人1,244人1,244人1,244人 2,731人2,731人2,731人2,731人 5,431人5,431人5,431人5,431人 2,0562,0562,0562,056 0.00.00.00.0 21.321.321.321.3 2,0562,0562,0562,056 1,295,1661,295,1661,295,1661,295,166 13.613.613.613.6 △ 4.3△ 4.3△ 4.3△ 4.3 1,235,8651,235,8651,235,8651,235,865

台帳台帳台帳台帳 H23.3.31H23.3.31H23.3.31H23.3.31 20,667人20,667人20,667人20,667人 79.5579.5579.5579.55 270人270人270人270人 国調国調国調国調 13.2%13.2%13.2%13.2% 29.0%29.0%29.0%29.0% 57.8%57.8%57.8%57.8% 672672672672 0.00.00.00.0 △ 28.7△ 28.7△ 28.7△ 28.7 672672672672 1,700,3111,700,3111,700,3111,700,311 17.917.917.917.9 17.117.117.117.1 470,377470,377470,377470,377

189,549189,549189,549189,549 1.91.91.91.9 △ 0.2△ 0.2△ 0.2△ 0.2 189,549189,549189,549189,549 1,289,5751,289,5751,289,5751,289,575 13.513.513.513.5 △ 4.6△ 4.6△ 4.6△ 4.6 1,262,5471,262,5471,262,5471,262,547

---- ---- 1,289,5411,289,5411,289,5411,289,541 13.513.513.513.5 △ 4.6△ 4.6△ 4.6△ 4.6 1,262,5131,262,5131,262,5131,262,513

1111 12,51212,51212,51212,512 0.10.10.10.1 △ 17.3△ 17.3△ 17.3△ 17.3 12,51212,51212,51212,512 34343434 0.00.00.00.0 9.79.79.79.7 34343434

ＡＡＡＡ 28,44628,44628,44628,446 0.30.30.30.3 13.213.213.213.2 28,44628,44628,44628,446 5,097,0225,097,0225,097,0225,097,022 53.553.553.553.5 2.92.92.92.9 3,568,9593,568,9593,568,9593,568,959

2222 3,432,1493,432,1493,432,1493,432,149 33.733.733.733.7 6.26.26.26.2 2,890,8362,890,8362,890,8362,890,836 1,043,1211,043,1211,043,1211,043,121 11.011.011.011.0 △ 0.2△ 0.2△ 0.2△ 0.2 770,267770,267770,267770,267

ＢＢＢＢ 2,890,8362,890,8362,890,8362,890,836 28.428.428.428.4 6.86.86.86.8 2,890,8362,890,8362,890,8362,890,836 36,40436,40436,40436,404 0.40.40.40.4 1.01.01.01.0 29,54129,54129,54129,541

3333 541,313541,313541,313541,313 5.35.35.35.3 3.13.13.13.1 336,324336,324336,324336,324 3.53.53.53.5 △ 53.9△ 53.9△ 53.9△ 53.9 254,577254,577254,577254,577

(A-B)(A-B)(A-B)(A-B) ＣＣＣＣ 6,082,2126,082,2126,082,2126,082,212 59.859.859.859.8 3.03.03.03.0 5,464,1455,464,1455,464,1455,464,145 1,245,4991,245,4991,245,4991,245,499 13.113.113.113.1 3.53.53.53.5 1,084,7421,084,7421,084,7421,084,742

4444 2,3542,3542,3542,354 0.00.00.00.0 △ 4.4△ 4.4△ 4.4△ 4.4 2,3542,3542,3542,354 49,02849,02849,02849,028 0.50.50.50.5 9.79.79.79.7 6,5876,5876,5876,587

ＤＤＤＤ 103,683103,683103,683103,683 1.01.01.01.0 △ 3.7△ 3.7△ 3.7△ 3.7 433,377433,377433,377433,377 4.64.64.64.6 7.67.67.67.6 420,000420,000420,000420,000

5555 平均平均平均平均 0.4360.4360.4360.436 77,08677,08677,08677,086 0.80.80.80.8 △ 43.8△ 43.8△ 43.8△ 43.8 4,8024,8024,8024,802 ---- ----

(C-D)(C-D)(C-D)(C-D) ＥＥＥＥ 0.3980.3980.3980.398 45,85545,85545,85545,855 0.50.50.50.5 △ 4.5△ 4.5△ 4.5△ 4.5

6666 1,423,1081,423,1081,423,1081,423,108 14.014.014.014.0 △ 0.7△ 0.7△ 0.7△ 0.7

ＦＦＦＦ 692,437692,437692,437692,437 6.86.86.86.8 15.815.815.815.8 19,83319,83319,83319,833 0.20.20.20.2 △ 4.4△ 4.4△ 4.4△ 4.4 16,18916,18916,18916,189

7777 41,68841,68841,68841,688 0.40.40.40.4 △ 5.6△ 5.6△ 5.6△ 5.6 1,274,7591,274,7591,274,7591,274,759 13.313.313.313.3 24.324.324.324.3 409,105409,105409,105409,105

ＧＧＧＧ 12,58212,58212,58212,582 0.10.10.10.1 △ 53.3△ 53.3△ 53.3△ 53.3 補補補補 助助助助 507,983507,983507,983507,983 5.35.35.35.3 28.928.928.928.9 9,8159,8159,8159,815

8888 156,370156,370156,370156,370 1.51.51.51.5 210.0210.0210.0210.0 単単単単 独独独独 等等等等 766,776766,776766,776766,776 8.08.08.08.0 21.421.421.421.4 399,290399,290399,290399,290

ＨＨＨＨ 348,870348,870348,870348,870 3.43.43.43.4 224.0224.0224.0224.0 4,9204,9204,9204,920 0.10.10.10.1 ---- 330330330330

9999 108,675108,675108,675108,675 1.11.11.11.1 △ 76.3△ 76.3△ 76.3△ 76.3 1111 ---- ----

ＩＩＩＩ 1,073,6781,073,6781,073,6781,073,678 10.610.610.610.6 23.223.223.223.2 ---- ----

10101010 ---- ----

(F+G+H-I)(F+G+H-I)(F+G+H-I)(F+G+H-I) ＪＪＪＪ

法適用法適用法適用法適用 収支額収支額収支額収支額 普通会計から普通会計から普通会計から普通会計から 資金不資金不資金不資金不 職員数職員数職員数職員数 職職職職 員員員員 数数数数 １人当り平１人当り平１人当り平１人当り平 10,168,59810,168,59810,168,59810,168,598 100.0100.0100.0100.0 3.93.93.93.9 5,471,3025,471,3025,471,3025,471,302

の有無の有無の有無の有無 千円千円千円千円 繰入額　千円繰入額　千円繰入額　千円繰入額　千円 足比率足比率足比率足比率 人人人人 人人人人 均給料月額均給料月額均給料月額均給料月額

無無無無 91,57391,57391,57391,573 185,161185,161185,161185,161 6666 210210210210 338,076338,076338,076338,076 決算額決算額決算額決算額 構成比構成比構成比構成比 増減率増減率増減率増減率 超過課税分収超過課税分収超過課税分収超過課税分収 徴収率徴収率徴収率徴収率 決決決決 算算算算 額額額額 構成比構成比構成比構成比 増減率増減率増減率増減率 一一一一 般般般般 財財財財 源源源源

無無無無 1,2011,2011,2011,201 10,13110,13110,13110,131 1111 内内内内技技技技能能能能職職職職 0000 0000 千円千円千円千円 ％％％％ ％％％％ 入済額 千円入済額 千円入済額 千円入済額 千円 ％％％％ 千円千円千円千円 ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 10.510.510.510.5

無無無無 194194194194 47,60047,60047,60047,600 ---- 1111 内内内内消消消消防防防防職職職職 37373737 288,718288,718288,718288,718 個個個個 人人人人 分分分分 715,866715,866715,866715,866 31.031.031.031.0 △ 5.6△ 5.6△ 5.6△ 5.6 87.387.387.387.3 123,698123,698123,698123,698 1.31.31.31.3 △ 0.8△ 0.8△ 0.8△ 0.8 123,698123,698123,698123,698 9.99.99.99.9

無無無無 1,1461,1461,1461,146 329,000329,000329,000329,000 ---- 5555 2222 389,400389,400389,400389,400 法法法法 人人人人 分分分分 167,072167,072167,072167,072 7.27.27.27.2 21.621.621.621.6 19,78819,78819,78819,788 99.399.399.399.3 1,744,4701,744,4701,744,4701,744,470 18.318.318.318.3 △ 13.9△ 13.9△ 13.9△ 13.9 1,321,2541,321,2541,321,2541,321,254

無無無無 3333 190190190190 0000 1,162,7801,162,7801,162,7801,162,780 50.450.450.450.4 △ 0.3△ 0.3△ 0.3△ 0.3 94.994.994.994.9 2,910,4812,910,4812,910,4812,910,481 30.630.630.630.6 10.110.110.110.1 1,442,2451,442,2451,442,2451,442,245

無無無無 401401401401 336,696336,696336,696336,696 1111 42,36442,36442,36442,364 1.81.81.81.8 1.51.51.51.5 87.587.587.587.5 823,506823,506823,506823,506 8.78.78.78.7 △ 10.2△ 10.2△ 10.2△ 10.2 733,361733,361733,361733,361

無無無無 2,2352,2352,2352,235 336,652336,652336,652336,652 6666 103,782103,782103,782103,782 4.54.54.54.5 △ 2.5△ 2.5△ 2.5△ 2.5 100.0100.0100.0100.0 14,23814,23814,23814,238 0.10.10.10.1 △ 0.1△ 0.1△ 0.1△ 0.1 9,2389,2389,2389,238

無無無無 0000 0000 0000 212212212212 338,560338,560338,560338,560 40,46340,46340,46340,463 1.81.81.81.8 2.32.32.32.3 100.0100.0100.0100.0 299,600299,600299,600299,600 3.13.13.13.1 15.715.715.715.7 105,634105,634105,634105,634

無無無無 0000 0000 0000 改正実施改正実施改正実施改正実施 １人当り平１人当り平１人当り平１人当り平 ---- ---- ---- 151,343151,343151,343151,343 1.61.61.61.6 28.928.928.928.9 75,28275,28275,28275,282

有有有有 60,12160,12160,12160,121 15,87015,87015,87015,870 ---- 8888 年月日年月日年月日年月日 均給料月額均給料月額均給料月額均給料月額 ---- ---- ---- 764,446764,446764,446764,446 8.08.08.08.0 △ 8.7△ 8.7△ 8.7△ 8.7 579,158579,158579,158579,158

H19.12.26H19.12.26H19.12.26H19.12.26 696,000696,000696,000696,000 76,75476,75476,75476,754 3.33.33.33.3 1.51.51.51.5 95.095.095.095.0 486,662486,662486,662486,662 5.15.15.15.1 39.639.639.639.6 296,537296,537296,537296,537

財調基金財調基金財調基金財調基金 減債基金減債基金減債基金減債基金 その他特目その他特目その他特目その他特目 計計計計 H19.12.26H19.12.26H19.12.26H19.12.26 571,200571,200571,200571,200 ---- ---- ---- 907,515907,515907,515907,515 9.59.59.59.5 13.313.313.313.3 594,824594,824594,824594,824

千円千円千円千円 千円千円千円千円 基金　千円基金　千円基金　千円基金　千円 千円千円千円千円 H19.12.26H19.12.26H19.12.26H19.12.26 531,000531,000531,000531,000 ---- ---- ---- 4,9204,9204,9204,920 0.10.10.10.1 ---- 330330330330

517,648517,648517,648517,648 265,345265,345265,345265,345 1,618,9211,618,9211,618,9211,618,921 2,401,9142,401,9142,401,9142,401,914 H16.10.1H16.10.1H16.10.1H16.10.1 383,000383,000383,000383,000 76,75476,75476,75476,754 3.33.33.33.3 1.51.51.51.5 95.095.095.095.0 1,289,5751,289,5751,289,5751,289,575 13.613.613.613.6 △ 4.6△ 4.6△ 4.6△ 4.6 1,262,5471,262,5471,262,5471,262,547

300,260300,260300,260300,260 120,155120,155120,155120,155 12,96212,96212,96212,962 433,377433,377433,377433,377 H16.10.1H16.10.1H16.10.1H16.10.1 333,000333,000333,000333,000 ---- ---- ---- ---- ----

6,0006,0006,0006,000 146,370146,370146,370146,370 152,370152,370152,370152,370 H16.10.1H16.10.1H16.10.1H16.10.1 310,000310,000310,000310,000 ---- ---- ---- ---- ----

811,908811,908811,908811,908 385,500385,500385,500385,500 1,485,5131,485,5131,485,5131,485,513 2,682,9212,682,9212,682,9212,682,921 ---- ---- ---- ---- ----

2,309,0812,309,0812,309,0812,309,081 100.0100.0100.0100.0 △ 0.7△ 0.7△ 0.7△ 0.7 19,78819,78819,78819,788 92.992.992.992.9 9,520,4549,520,4549,520,4549,520,454 100.0100.0100.0100.0 0.90.90.90.9 6,544,1086,544,1086,544,1086,544,108

21.221.221.221.2

0.00.00.00.0

16.316.316.316.3

0.10.10.10.1

57.757.757.757.7

10.910.910.910.9

0.50.50.50.5

3.83.83.83.8

経常収支経常収支経常収支経常収支

比率 　％比率 　％比率 　％比率 　％

28.828.828.828.8

20.320.320.320.3

7.87.87.87.8

21.221.221.221.2

実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率

連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率

実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率

将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率

　－ 　－ 　－ 　－ 

　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 

12.3％12.3％12.3％12.3％

69.9％69.9％69.9％69.9％

971,964971,964971,964971,964

6,5876,5876,5876,587

平均平均平均平均

財財財財
政政政政
健健健健
全全全全
化化化化
判判判判
断断断断
比比比比
率率率率

起債制限比率起債制限比率起債制限比率起債制限比率

公債費負担比率公債費負担比率公債費負担比率公債費負担比率

17.6  ％17.6  ％17.6  ％17.6  ％

経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率

(97.4％)(97.4％)(97.4％)(97.4％)

89.3％89.3％89.3％89.3％

1,262,5131,262,5131,262,5131,262,513

34343434

3,444,7643,444,7643,444,7643,444,764

649,740649,740649,740649,740

29,54129,54129,54129,541

228,523228,523228,523228,523

経常一般財源経常一般財源経常一般財源経常一般財源

千円千円千円千円

1,716,8831,716,8831,716,8831,716,883

1,212,4241,212,4241,212,4241,212,424

465,334465,334465,334465,334

1,262,5471,262,5471,262,5471,262,547

目目目目 的的的的 税税税税

事事事事 業業業業 所所所所 税税税税

特特特特

別別別別

職職職職

等等等等

土地開発基金土地開発基金土地開発基金土地開発基金

積積積積 立立立立 金金金金 及及及及 びびびび 土土土土 地地地地 開開開開 発発発発 基基基基 金金金金 のののの 状状状状 況況況況

介護保険事業(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業)介護保険事業(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業)介護保険事業(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業)介護保険事業(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業)

教教教教 育育育育 長長長長

議議議議 会会会会 副副副副 議議議議 長長長長

議議議議 会会会会 議議議議 員員員員

議議議議 会会会会 議議議議 長長長長

保保保保 険険険険 税税税税 徴徴徴徴 収収収収 率率率率

115,823円115,823円115,823円115,823円

505,247円505,247円505,247円505,247円

被被被被保保保保険険険険者者者者１１１１人人人人当当当当りりりり保保保保険険険険税税税税調調調調定定定定額額額額

被被被被 保保保保 険険険険 者者者者 １１１１ 人人人人 当当当当 りりりり 費費費費 用用用用

9,520,4549,520,4549,520,4549,520,454

10,030,228 千円10,030,228 千円10,030,228 千円10,030,228 千円

宅宅宅宅 地地地地 開開開開 発発発発 税税税税

鉱鉱鉱鉱 産産産産 税税税税

特特特特 別別別別 土土土土 地地地地 保保保保 有有有有 税税税税

旧旧旧旧 法法法法 にににに よよよよ るるるる 税税税税

区区区区 分分分分

市市市市 町町町町 村村村村 税税税税

合合合合 計計計計
合合合合 計計計計

　千円　千円　千円　千円

H21年度末現在高H21年度末現在高H21年度末現在高H21年度末現在高 601,403601,403601,403601,403

69696969

区分区分区分区分

積積積積 立立立立 額額額額

H22年度末現在高H22年度末現在高H22年度末現在高H22年度末現在高 601,472601,472601,472601,472

196,455円196,455円196,455円196,455円

3,344世帯3,344世帯3,344世帯3,344世帯

老老老老 人人人人 保保保保 健健健健 事事事事 業業業業

介護保険事業(保険事業勘定)介護保険事業(保険事業勘定)介護保険事業(保険事業勘定)介護保険事業(保険事業勘定)

公公公公
営営営営
事事事事
業業業業
会会会会
計計計計
のののの
状状状状
況況況況

公公公公 共共共共 下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業

簡簡簡簡 易易易易 水水水水 道道道道 布布布布 設設設設 事事事事 業業業業

介護保険事業(ｻｰﾋﾞｽ事業勘定)介護保険事業(ｻｰﾋﾞｽ事業勘定)介護保険事業(ｻｰﾋﾞｽ事業勘定)介護保険事業(ｻｰﾋﾞｽ事業勘定)

水水水水 道道道道 事事事事 業業業業

後後後後 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 医医医医 療療療療 事事事事 業業業業

609,559 千円609,559 千円609,559 千円609,559 千円

事事事事 業業業業 名名名名

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業

土土土土 地地地地 区区区区 画画画画 整整整整 理理理理 事事事事 業業業業

実実実実 質質質質 単単単単 年年年年 度度度度 収収収収 支支支支

被被被被 保保保保 険険険険 者者者者 数数数数

加加加加 入入入入 世世世世 帯帯帯帯 数数数数

取取取取 崩崩崩崩 しししし 額額額額

国国国国 保保保保 会会会会 計計計計 のののの 状状状状 況況況況

一一一一世世世世帯帯帯帯当当当当りりりり保保保保険険険険税税税税調調調調定定定定額額額額

区区区区 分分分分

積積積積 立立立立 金金金金 取取取取 崩崩崩崩 しししし 額額額額

繰繰繰繰 上上上上 償償償償 還還還還 金金金金

実実実実 質質質質 収収収収 支支支支

単単単単 年年年年 度度度度 収収収収 支支支支

歳歳歳歳 出出出出 総総総総 額額額額

歳歳歳歳 入入入入 歳歳歳歳 出出出出 差差差差 引引引引 額額額額

翌翌翌翌年年年年度度度度へへへへ繰繰繰繰越越越越すすすすべべべべきききき財財財財源源源源

0 千円0 千円0 千円0 千円

10,168,598 千円10,168,598 千円10,168,598 千円10,168,598 千円

平平平平 成成成成 21212121 年年年年 度度度度

歳歳歳歳 入入入入 総総総総 額額額額

9,520,454 千円9,520,454 千円9,520,454 千円9,520,454 千円

348,870 千円348,870 千円348,870 千円348,870 千円648,144 千円648,144 千円648,144 千円648,144 千円

629,264 千円629,264 千円629,264 千円629,264 千円

9,439,888 千円9,439,888 千円9,439,888 千円9,439,888 千円

積積積積 立立立立 金金金金

維維維維 持持持持 補補補補 修修修修 費費費費

分分分分 担担担担 金金金金 ・・・・ 負負負負 担担担担 金金金金

地地地地 方方方方 消消消消 費費費費 税税税税 交交交交 付付付付 金金金金

特特特特 別別別別

特特特特別別別別地地地地方方方方消消消消費費費費税税税税交交交交付付付付金金金金

自自自自 動動動動 車車車車 取取取取 得得得得 税税税税 交交交交 付付付付 金金金金

小小小小 計計計計

物物物物 件件件件 費費費費

6,000 千円6,000 千円6,000 千円6,000 千円

315,299 千円315,299 千円315,299 千円315,299 千円

投投投投 資資資資 及及及及 びびびび 出出出出 資資資資 金金金金 貸貸貸貸 付付付付 金金金金

地地地地 方方方方 交交交交 付付付付 税税税税

内内内内
訳訳訳訳

1,889,593 千円1,889,593 千円1,889,593 千円1,889,593 千円

5,805,027 千円5,805,027 千円5,805,027 千円5,805,027 千円

標標標標 準準準準 税税税税 収収収収 入入入入 額額額額 等等等等

標標標標 準準準準 財財財財 政政政政 規規規規 模模模模

小小小小 計計計計

区区区区 分分分分

一一一一 般般般般 職職職職 員員員員

教教教教 育育育育 公公公公 務務務務 員員員員

臨臨臨臨 時時時時 職職職職 員員員員

地地地地 方方方方 債債債債 現現現現 在在在在 高高高高

国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金
10.8  ％10.8  ％10.8  ％10.8  ％

13.2  ％13.2  ％13.2  ％13.2  ％

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為 額額額額

実実実実 質質質質 収収収収 支支支支 比比比比 率率率率

平平平平 成成成成 22222222 年年年年 度度度度

313,965 千円313,965 千円313,965 千円313,965 千円

294,828 千円294,828 千円294,828 千円294,828 千円

積積積積 立立立立 金金金金 現現現現 在在在在 高高高高

公公公公 債債債債 費費費費 比比比比 率率率率42,075 千円42,075 千円42,075 千円42,075 千円

9,788,758 千円9,788,758 千円9,788,758 千円9,788,758 千円

34,905 千円34,905 千円34,905 千円34,905 千円

基基基基 準準準準 財財財財 政政政政 収収収収 入入入入 額額額額

財財財財 政政政政 力力力力 指指指指 数数数数
使使使使 用用用用 料料料料

普普普普 通通通通

財財財財 産産産産 収収収収 入入入入

寄寄寄寄 附附附附 金金金金

繰繰繰繰 入入入入 金金金金

諸諸諸諸 収収収収 入入入入

地地地地 方方方方 債債債債

交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金

区区区区 分分分分

0 千円0 千円0 千円0 千円

市市市市 民民民民 税税税税

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 税税税税

軽軽軽軽 自自自自 動動動動 車車車車 税税税税

市市市市 長長長長

合合合合 計計計計

区区区区 分分分分

副副副副 市市市市 長長長長

5,672人5,672人5,672人5,672人

諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金

合合合合 計計計計70.9％70.9％70.9％70.9％

民民民民 生生生生 費費費費

合合合合 計計計計

内内内内
訳訳訳訳

入入入入 湯湯湯湯 税税税税

前年度繰上充用金前年度繰上充用金前年度繰上充用金前年度繰上充用金共共共共 同同同同 施施施施 設設設設 税税税税

都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 税税税税

水水水水 利利利利 地地地地 益益益益 税税税税

公公公公 債債債債 費費費費

442071442071442071442071

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名 津久見市津久見市津久見市津久見市

性性性性 質質質質 別別別別 歳歳歳歳 出出出出

Ｉ－１Ｉ－１Ｉ－１Ｉ－１

Ⅰ－２Ⅰ－２Ⅰ－２Ⅰ－２

市市市市 町町町町 村村村村 類類類類 型型型型

22222222 年年年年 度度度度 交交交交 付付付付 種種種種 地地地地

県県県県 支支支支 出出出出 金金金金

繰繰繰繰 越越越越 金金金金

手手手手 数数数数 料料料料

扶扶扶扶 助助助助 費費費費

公公公公 債債債債 費費費費

内内内内 訳訳訳訳

地地地地 方方方方 特特特特 例例例例 交交交交 付付付付 金金金金

一一一一時時時時借借借借入入入入金金金金利利利利子子子子

繰繰繰繰 出出出出 金金金金

積積積積 立立立立 金金金金

歳歳歳歳 入入入入

区区区区 分分分分

地地地地 方方方方 税税税税
区区区区 分分分分

配配配配 当当当当 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金

株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金

うううう ちちちち 職職職職 員員員員 給給給給

ココココ ーーーー ドドドド 番番番番 号号号号

人人人人 件件件件 費費費費

一一一一
般般般般
職職職職
員員員員
数数数数

人人人人 口口口口 世世世世 帯帯帯帯 数数数数 産  業  構  造産  業  構  造産  業  構  造産  業  構  造

8,675世帯8,675世帯8,675世帯8,675世帯

国国国国
調調調調

国国国国
調調調調

就就就就
業業業業
人人人人
口口口口

18,880 千円18,880 千円18,880 千円18,880 千円

300,260 千円300,260 千円300,260 千円300,260 千円

0.90.90.90.9 6,544,1086,544,1086,544,1086,544,108

5,967,980千円5,967,980千円5,967,980千円5,967,980千円

税等総額税等総額税等総額税等総額

7,192,252千円7,192,252千円7,192,252千円7,192,252千円

8,566世帯8,566世帯8,566世帯8,566世帯

地地地地 方方方方 譲譲譲譲 与与与与 税税税税

利利利利 子子子子 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金

△ 1.3％△ 1.3％△ 1.3％△ 1.3％

△ 2.1％△ 2.1％△ 2.1％△ 2.1％

基基基基 準準準準 財財財財 政政政政 需需需需 要要要要 額額額額

人口集中地区人口(H17国調)人口集中地区人口(H17国調)人口集中地区人口(H17国調)人口集中地区人口(H17国調)

10,163人10,163人10,163人10,163人

区区区区 分分分分 指指指指 数数数数 等等等等

240,770 千円240,770 千円240,770 千円240,770 千円

2,417,513 千円2,417,513 千円2,417,513 千円2,417,513 千円

4,749,188 千円4,749,188 千円4,749,188 千円4,749,188 千円

内内内内 訳訳訳訳

前前前前 年年年年 度度度度 繰繰繰繰 上上上上 充充充充 用用用用 金金金金

8,387世帯8,387世帯8,387世帯8,387世帯

投投投投 資資資資 的的的的 経経経経 費費費費

元元元元 利利利利 償償償償 還還還還 金金金金

11,983 千円11,983 千円11,983 千円11,983 千円

補補補補 助助助助 費費費費 等等等等

市市市市 たたたた ばばばば ここここ 税税税税

409,435409,435409,435409,435

経常一般財源経常一般財源経常一般財源経常一般財源

(臨財債･減税補てん債含む)(臨財債･減税補てん債含む)(臨財債･減税補てん債含む)(臨財債･減税補てん債含む)

5,331,119千円5,331,119千円5,331,119千円5,331,119千円

1,279,6791,279,6791,279,6791,279,679 13.413.413.413.4

経常経費充当経常経費充当経常経費充当経常経費充当
一般財源計一般財源計一般財源計一般財源計

24.824.824.824.8

土土土土 木木木木 費費費費

消消消消 防防防防 費費費費

うううう ちちちち 人人人人 件件件件 費費費費

249,525 千円249,525 千円249,525 千円249,525 千円

2,682,921 千円2,682,921 千円2,682,921 千円2,682,921 千円

衛衛衛衛 生生生生 費費費費

労労労労 働働働働 費費費費

議議議議 会会会会 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費

100.0100.0100.0100.0

目目目目 的的的的 別別別別 歳歳歳歳 出出出出

普普普普通通通通建建建建設設設設事事事事業業業業費費費費

災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 費費費費

農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 業業業業 費費費費

内内内内 訳訳訳訳

災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 事事事事 業業業業

失失失失 業業業業 対対対対 策策策策 事事事事 業業業業

教教教教 育育育育 費費費費

商商商商 工工工工 費費費費


