
まちの家計簿 決算と執行状況からみる市の財政

　滝川市の平成22年度の一般会計・各特別会計・各企業会計の決算がまとまりました。皆さんから納めていただい
た税金や国・道からの補助金などが、どのように使われたのかをお知らせします。また、平成23年度の予算の執行
状況もあわせて掲載します。なお、平成22年度決算は、第３回市議会定例会において審査の結果、認定されました。

　平成22年度決算をもとに税金(国保税除く)、借金
(一般会計分)、貯金を一人当たりに置き換えてみま
した。

　市が一時的に資金不足となった場合、
金融機関から借りるお金を「一時借入
金」といいます。
　平成23年９月末現在の一時借入金の
残高は０円です。

●次のページでは、市の財政が健全
かどうか、判断の目安となる指標で
ある「健全化判断比率」についてお
知らせします。

　ただし、市債の49.8％は地方交付税に算入されますの

で、実質的な市民一人の借金（市債）は195,023円とな

ります。

問合先  財政課 TEL.28-8008

●市民一人が納めた税金…………… 100,926円

●市民一人の貯金（基金） ………… 62,212円

●市民一人の借金（市債） ………… 388,266円

平成22年度決算状況

平成22年度は、「新滝川市活力再
生プラン」による改革２年次目

として初年度の反省を生かし、市民
の皆さんの協力を得ながら、プラン
の２本柱である「改革とカイゼン」
「再生戦略」に基づいた行財政改革
の遂行に努めました。
　また、昨年度に引き続き、地域活
性化・公共投資臨時交付金やきめ細
かな交付金、住民生活に光をそそぐ
交付金などを活用し、地元企業への
支援策として即効性のある公共工事
などの発注を行い、地域経済の活性
化に努めてきました。
　今後も行財政改革を進めるととも
に、財政の健全性を高め、活力ある
まちづくりを推進していきます。

平成22年度の主な事業

○じん芥の処理に ９億5,437万円
○道路の除雪や排雪に
 ３億9,116万円
○道路整備に ３億1,204万円
○小・中学校教育の実施に
 ３億5,152万円
○児童手当・子ども手当に
 ５億8,992万円
○市営住宅泉町団地の建設に
 １億5,105万円

▼企業会計

▼一般会計

▼市債の現在高（平成22年度末） ▼市民１人あたりの金額では…

▼各会計の現在高

▼企業会計の現在高 ▼一時借入金の現在高

▼市の財産（平成22年度末）

▼特別会計
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収益的収支
収入 10億8,210万円
支出 10億3,870万円
差引 4,340万円

資本的収支
収入 9億9,285万円
支出 14億7,773万円
差引 △ 4億8,488万円

病 

院 

事 

業

収益的収支
収入 59億   47万円
支出 55億6,252万円
差引 3億3,795万円

資本的収支
収入 65億6,732万円
支出 71億9,314万円
差引 △ 6億2,582万円

特　別　会　計 収　　　入 支　　　出 差　　　引

国民健康保険 53億   67万円 52億9,347万円 720万円

老人保健 362万円 362万円 0円

公営住宅事業 8億9,109万円 8億8,345万円 764万円

介護保険 45億2,618万円 44億　928万円 1億1,690万円

後期高齢者医療 4億6,847万円 4億6,704万円 143万円

合　　　計 111億9,003万円 110億5,686万円 1億3,317万円

会　　　　　計 金　　　　　額

一般会計 168億  456万円

公営住宅事業特別会計 23億3,998万円

介護保険特別会計 13億4,623万円

下水道事業会計 128億7,899万円

病院事業会計 103億4,209万円

合　　　　　計 437億1,185万円

区　　　　分 予　算　額
歳　　　　　入 歳　　　　　出

収入済額 執行率 支出済額 執行率

一般会計 210億9,977万円 100億3,658万円 47.6% 97億3,978万円 46.2%

特 

別 

会 

計

国民健康保険 53億8,950万円 18億9,058万円 35.1% 23億5,447万円 43.7%

公営住宅事業 6億6,664万円 1億5,831万円 23.7% 2億7,648万円 41.5%

介護保険 47億1,144万円 18億2,726万円 38.8% 20億3,774万円 43.3%

後期高齢者医療 4億8,097万円 1億7,341万円 36.1% 1億7,562万円 36.5%

区　　　分 予　算　額 執行済額 執行率
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益

収入 11億0,901万円 6億1,690万円 55.6%

支出 10億7,525万円 2億4,392万円 22.7%

資
本

収入 10億4,157万円 1億8,438万円 17.7%

支出 15億1,573万円 6億6,014万円 43.6%

区　　　分 予　算　額 執行済額 執行率

病
院
事
業

収
益

収入 62億6,625万円 30億9,274万円 49.4%

支出 77億2,142万円 27億2,973万円 35.4%

資
本

収入 7億3,099万円 3万円 0.0%

支出 10億6,627万円 3億1,336万円 29.4%

歳入総額
215億1,006万円(100.0%)
対前年比0.8％増

歳出総額
208億3,072万円(100.0%)
対前年比0.1％増
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地方交付税 73億7,119万円

市税 43億6,817万円

国庫支出金 28億1,819万円

諸収入 24億9,415万円

市債 12億9,212万円

道支出金 10億  249万円

その他 21億6,375万円

財政状況に応じて国が交付するお
金

市民の皆さんが納める税金

市の事業に対して国からくるお金

主に貸したお金の返還収入

国や金融機関からの借入金

市の事業に対して道からくるお金

地方消費税交付金、繰越金、使用
料および手数料、分担金及び負担
金、地方譲与税など

※老人保健特別会計は、法令による設置義務がなくなったことに伴い平成23年３月
31日をもって会計を廃止しました。

６億7,934万円

民生費 44億3,944万円

児童や高齢者の福祉などに使うお
金

総務費 12億5,600万円

選挙執行などのお金

土木費 12億2,002万円

道路や公園の建設、修理などのお
金

教育費 8億3,816万円

小・中学校の運営や文化活動の助
成などのお金

その他 15億8,031万円

消防費、商工費、農林業費、議会
費、労働費など

衛生費 37億8,663万円

ゴミやし尿の処理などに使うお金

職員費 33億3,929万円

市職員の給料などに使われるお金

公債費 24億2,139万円

借りたお金の返済

諸支出金 19億4,948万円

主に第３セクターへの貸付金など

一般会計歳入歳出差引

土　　地 有価証券建　　物 出 資 金基　　金基　　金

平成23年度予算の執行状況 平成23年度９月末現在

790.7万㎡ 35.1万㎡

現金など…現金など…
　26億9,261万円　26億9,261万円

土地…653.7万㎡土地…653.7万㎡

立木… 18.6万立木… 18.6万 3,535万円 33億2,208万円

広報たきかわ　2021　広報たきかわ


