
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27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28年度の予算執行
状況もあわせて掲載します。なお、平成27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27年度決算をもとに税金（国民健康保険税除
く）、借金（一般会計分）、貯金を１人当たりに置き
換えてみました。

　ただし、市債の58.6％は地方交付税に算入されるの
で、実質的な市民１人の借金（市債）は181,717円とな
ります。

平成27年度決算状況

平成27年度は、「滝川市総合計
画」の着実な推進を基本に据

えつつ、将来を展望しまちの成長力
を確保するために、「滝川市人口ビ
ジョン」と「滝川市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」を策定すると共
に、厳しい財政状況を鑑み、持続可
能な財政基盤を築くため「滝川市財
政健全化計画」を策定し、事務・事
業の見直しや組織・人件費の見直し、
歳入確保対策等を柱に、市民の皆さ
んにご理解をいただきながら取り組
んできたところです。

平成27年度の主な事業

○小・中学校教育の実施に○小・中学校教育の実施に
 15億0,958万円
○児童手当に○児童手当に ４億9,879万円
○道路の除雪や排雪に○道路の除雪や排雪に
 ４億6,796万円
○じん芥の処理に○じん芥の処理に ２億2,814万円
〇栄町３－３地区再開発事業に〇栄町３－３地区再開発事業に
 6,064万円

▼企業会計

▼一般会計
▼市債の現在高（平成27年度末） ▼市民１人当たりの金額では…

▼各会計の現在高

▼企業会計の現在高

▼特別会計
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収益的収支収益的収支 （税抜）

収入収入 13億2,995万円
支出支出 12億6,690万円
差引差引 6,305万円

資本的収支資本的収支 （税込）

収入収入 6億2,850万円
支出支出 11億9,705万円
差引差引 △ 5億6,855万円
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収益的収支収益的収支 （税抜）

収入収入 60億3,609万円
支出支出 68億5,004万円
差引差引 △8億1,395万円

資本的収支資本的収支 （税込）

収入収入 5億9,370万円
支出支出 10億8,033万円
差引差引 △4億8,663万円

会　計　名会　計　名 収　　　入収　　　入 支　　　出支　　　出 差　　　引差　　　引

国民健康保険国民健康保険 57億9,638万円 57億9,279万円 359万円

公営住宅事業公営住宅事業 8億8,603万円 8億2,354万円 6,249万円

介護保険介護保険 37億3,499万円 35億6,772万円 1億6,727万円

後期高齢者医療後期高齢者医療 5億5,343万円 5億5,151万円 192万円

土地区画整理事業土地区画整理事業 2,342万円 2,342万円 0円

合　　　計合　　　計 109億9,425万円 107億5,898万円 2億3,527万円

会　　計　　名会　　計　　名 金　　　　　額金　　　　　額

一般会計一般会計 181億6,613万円

公営住宅事業特別会計公営住宅事業特別会計 25億4,577万円

土地区画整理事業特別会計土地区画整理事業特別会計 1,390万円

下水道事業会計下水道事業会計 87億4,109万円

病院事業会計病院事業会計 91億6,673万円

合　　　　　計合　　　　　計 385億6,762万円

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 213億2,977万円 98億8,586万円 46.3% 97億7,185万円 45.8%

特 
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会 

計

国民健康保険国民健康保険 57億7,998万円 22億1,782万円 38.8% 23億4,166万円 41.0%
公営住宅事業公営住宅事業 7億6,215万円 2億7,696万円 27.2% 2億5,735万円 33.8%
介護保険介護保険 37億7,339万円 19億2,372万円 51.0% 15億3,781万円 40.8%
後期高齢者医療後期高齢者医療 5億5,181万円 2億6,369万円 47.8% 1億6,723万円 30.3%
土地区画整理事業土地区画整理事業 8,708万円 0円 0% 346万円 4.0%

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 13億9,836万円 6億0,045万円 42.9%
支出支出 13億6,395万円 1億7,996万円 13.2%

資
本
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収入収入 8億0,182万円 2億2,122万円 27.6%
支出支出 13億6,241万円 5億3,216万円 39.1%

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 67億7,892万円 31億2,361万円 46.1%
支出支出 71億4,430万円 26億7,751万円 37.5%

資
本
資
本

収入収入 9,980万円 0円 0%
支出支出 4億2,215万円 1億8,921万円 44.8%

歳入総額　
216億4,464万円
対前年比4.5％減

歳出総額
210億1,200万円
対前年比5.5％減
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地方交付税 73億7,703万円

市税 42億6,251万円

国庫支出金 32億2,350万円

市債 18億7,904万円

諸収入 12億6,021万円

道支出金 11億7,461万円

その他 24億6,774万円

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

国や金融機関からの借入金

主に貸したお金の返還収入

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、分担金および負
担金、地方譲与税など

６億3,264万円

民生費 48億9,589万円

児童や高齢者の福祉などに使うお
金

教育費 23億4,383万円

小・中学校の運営や文化活動の助
成などのお金

総務費 9億4,517万円

道路や公園の建設、修理などのお
金

諸支出金 6億7,692万円

還付金および貸付金

その他 15億8,624万円

消防費、商工費、農林業費、議会
費、労働費、災害復旧費

衛生費 37億8,965万円

ごみやし尿の処理などに使うお金

職員費 33億6,439万円

市職員の給料などに使われるお金

借りたお金の返済

土木費 12億2,895万円

選挙執行などのお金

一般会計歳入歳出差引一般会計歳入歳出差引

平成28年度予算の執行状況 平成28年９月末現在

　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28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。

▼一時借入金の現在高

●市民１人が納めた税金●市民１人が納めた税金…………………… 103,303円103,303円
●市民１人の貯金（基金）●市民１人の貯金（基金） ………… ………… 52,819円52,819円
●市民１人の借金（市債）●市民１人の借金（市債） ……… ……… 438,663円438,663円

▼市の財産（平成27年度末）

土　　地 有価証券建　　物 出 資 金基　　金基　　金

1,415万㎡ 33.4万㎡ 3,515万円 38億4万円

土地… 土地… 0㎡0㎡
立木…  立木…  0㎡0㎡
現金など…現金など…
　21億7,941万円　21億7,941万円

３３

※基金積立金（1億2,713万円）※基金繰入金（1,415万円）

公債費 21億8,096万円

3.2%

問合先 財政課　Tel.28-8008

広報たきかわ　1819　広報たきかわ


