
まちの家計簿 決算と執行状況からみる滝川市の財政
　滝川市の平成24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25年度の予算執行
状況もあわせて掲載します。なお、平成24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24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25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54.1％は地方交付税に算入されます
ので、実質的な市民１人の借金（市債）は174,052円と
なります。

問合先  財政課 Tel.28-8008

●市民１人が納めた税金●市民１人が納めた税金…………………… 101,859円101,859円
●市民１人の貯金（基金）●市民１人の貯金（基金） ………… ………… 66,312円66,312円
●市民１人の借金（市債）●市民１人の借金（市債） ……… ……… 379,114円379,114円

平成24年度決算状況

平成24年度は、総合計画スター
トの年として政策提言を踏ま

え、さらなる発展を遂げるため、緊
急度・重要度から事業の取捨選択を
行い、市民の皆さんの協力を得なが
ら着実に遂行してきました。
　厳しい財政状況の中でも、就学前
の医療費無料化（乳幼児等医療など）
や保育サービスの拡充など子育て支
援の強化をはじめ、地場企業の活性
化を考慮し建設事業も一定額を確保
しながら、地域経済の活性化に努め
てきました。
　今後とも、将来世代に負担を先送
りしないよう、施設の存廃を含め一
層の事務事業の見直しを進め、財政
の健全化を図り、活力あるまちづく
りを推進していきます。

平成24年度の主な事業
○じん芥の処理に○じん芥の処理に 12億1,640万円
○道路の除雪や排雪に○道路の除雪や排雪に
 ４億5,180万円
○道路の整備に○道路の整備に ２億2,495万円
○小・中学校教育の実施に○小・中学校教育の実施に
 ９億 524万円
○児童手当・子ども手当に○児童手当・子ども手当に
 ５億4,552万円
○教育支援センター（ソフトボール場含む）の改修整備に教育支援センター（ソフトボール場含む）の改修整備に
 １億6,941万円

▼企業会計

▼一般会計
▼市債の現在高（平成24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24年度末）

▼特別会計
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収益的収支収益的収支 （税抜）

収入収入 10億3,399万円
支出支出 9億9,566万円
差引差引 3,833万円

資本的収支資本的収支 （税込）

収入収入 8億4,013万円
支出支出 14億2,374万円
差引差引 △ 5億8,361万円
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収益的収支収益的収支 （税抜）

収入収入 63億 912万円
支出支出 65億8,691万円
差引差引 △ 2億7,779万円

資本的収支資本的収支 （税込）

収入収入 5,440万円
支出支出 7億 231万円
差引差引 △ 6億4,791万円

特　別　会　計特　別　会　計 収　　　入収　　　入 支　　　出支　　　出 差　　　引差　　　引

国民健康保険国民健康保険 53億6,341万円 53億5,761万円 580万円

公営住宅事業公営住宅事業 7億5,067万円 7億3,251万円 1,816万円

介護保険介護保険 47億1,427万円 46億1,137万円 1億 290万円

後期高齢者医療後期高齢者医療 5億2,774万円 5億2,672万円 102万円

合　　　計合　　　計 113億5,609万円 112億2,821万円 1億2,788万円

会　　　　　計会　　　　　計 金　　　　　額金　　　　　額

一般会計一般会計 160億3,350万円

公営住宅事業特別会計公営住宅事業特別会計 23億7,585万円

介護保険特別会計介護保険特別会計 12億3,035万円

下水道事業会計下水道事業会計 113億7,675万円

病院事業会計病院事業会計 99億3,716万円

合　　　　　計合　　　　　計 409億5,361万円

区　　　　分区　　　　分 予　算　額予　算　額
歳　　　　　入歳　　　　　入 歳　　　　　出歳　　　　　出
収入済額収入済額 執行率執行率 支出済額支出済額 執行率執行率

一般会計一般会計 224億2,881万円 97億7,302万円 43.6% 104億 157万円 46.4%

特 
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会 

計

国民健康保険国民健康保険 54億7,200万円 22億1,578万円 40.5% 22億5,447万円 41.2%
公営住宅事業公営住宅事業 10億4,515万円 1億6,557万円 15.8% 5億9,993万円 57.4%
介護保険介護保険 47億7,050万円 21億7,813万円 45.7% 21億1,841万円 44.4%
後期高齢者医療後期高齢者医療 5億3,547万円 2億5,883万円 48.3% 1億3,688万円 25.6%

区　　　分区　　　分 予　算　額予　算　額 執行済額執行済額 執行率執行率
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収入収入 10億7,421万円 6億 172万円 56.0%
支出支出 10億6,073万円 2億1,806万円 20.6%

資
本
資
本

収入収入 7億2,721万円 2億5,379万円 34.9%
支出支出 12億4,269万円 5億6,180万円 45.2%

区　　　分区　　　分 予　算　額予　算　額 執行済額執行済額 執行率執行率
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収入収入 64億3,407万円 31億5,950万円 49.1%
支出支出 69億3,643万円 28億4,422万円 41.0%

資
本
資
本

収入収入 5,798万円 0 0%
支出支出 6億6,209万円 3億 671万円 46.3%

歳入総額
210億 566万円
対前年比4.6％減

歳出総額
205億8,660万円
対前年比4.7％減
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地方交付税 76億 801万円

市税 43億 783万円

国庫支出金 25億9,841万円

諸収入 22億1,390万円

市債 14億6,591万円

道支出金 9億6,422万円

その他 18億4,738万円

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

４億1,906万円

民生費 45億1,236万円

児童や高齢者の福祉などに使うお
金

土木費 12億5,639万円

道路や公園の建設、修理などのお
金

消防費 6億2,805万円

消防活動や防災対策などに使うお
金

教育費 15億6,541万円

小・中学校の運営や文化活動の助
成などのお金

その他 12億9,628万円

総務費、商工費、農林業費、議会
費、労働費など

衛生費 40億1,458万円

ごみやし尿の処理などに使うお金

職員費 33億6,467万円

市職員の給料などに使われるお金

公債費 22億 694万円

借りたお金の返済

諸支出金 17億4,192万円

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25年度予算の執行状況 平成25年９月末現在

793.0万㎡ 35.8万㎡ 3,515万円 35億1,501万円

現金など…現金など…
　　28億448万円　　28億448万円
土地… 621.0万㎡土地… 621.0万㎡
立木…  18.7万㎡立木…  18.7万㎡３３

広報たきかわ　2425　広報たきかわ


