
❺ ２015-11-01 広報やいづ

一般会計の決算状況を年収500万円の家計簿の費目に置き換えました

市債（長期借入金）と基金（預貯金）

わが家の家計簿にしてみると

一般会計の市債残高484億 8,158万円 
対前年度比８億5,376万円の減（▲1.7％）

　市債は、市の借金のことで、主に道
路や学校、公園などの施設を造る場合
に財源の一部とします。市債には応急
的な財源の確保と世代間の負担の公平
を図る目的があります。市民１人当た
りの市債残高は一般会計で34万334
円です（特別会計と企業会計を加える
と51万1,530円）。
　基金は、市の預貯金のことで、各年
度の財源を調整するための財政調整基
金や将来の大きな支出に備えて積み立
てる特定目的基金などがあります。市
民１人当たりの基金残高は一般会計で
７万8,811円です（特別会計を加え
ると８万7,253円）。市債と基金の残
高はグラフ１のとおりです。

　グラフ２のとおり、家族
が稼いだお金（自主財源
304万円）よりも生活費
（経常的経費379万円）の
方が多く、実家からの援助
や銀行などからの借入（依
存財源196万円）を受け
ながら生活している状況で
す。
　食費や医療費、教育費、
ローン返済など簡単には減
らせない経費（義務的経費）
が、197万円あります。
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【グラフ１】市債残高と基金残高の推移

【グラフ２】
わが家の家計簿にしてみると
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食費（人件費）
54万円

医療費・教育費
（扶助費）90万円

光熱水費などの諸経費（補助
費・物件費など）127万円

子どもへの仕送り（繰出金）55万円
家の改築やリフォーム（普通建設事業費）60万円

基金残高

前年度からの繰越金24万円

給料（市税）232万円

住宅ローン返済（公債費）53万円

パート収入（使用料など）44万円

家族が稼いだお金304万円

生活費379万円

実家からの援助
（国県支出金など）157万円

貯金の取り崩し（繰入金）4万円

銀行などからの借入（市債）39万円

預貯金（積立金）17万円

知人への援助（出資・
貸付金など）17万円

  特別会計  特別会計  特別会計  特別会計  特別会計  特別会計 　特定の目的のためだけにお金を集めて使うので、一般会計と区分して経理する会計です。
　市には９つの特別会計があります。

【表】特別会計の決算額

会計 歳入 歳出 差し引き 市債残高

し 尿 処 理 事 業 ４億 5,138 万円 ３億 9,200 万円 5,938 万円 ０円

土 地 取 得 事 業 ２億　452万円 ２億　452万円 ０円 ０円

国民健康保険事業 153 億 6,600 万円 149億　568万円 ４億 6,032 万円 3,640 万円

公 共 下 水 道 事 業 24 億 7,955 万円 24億 6,253 万円 1,702 万円 151億 1,882 万円

温 泉 事 業 5,431 万円 5,331 万円 100万円 ０円

駐 車 場 事 業 1,484 万円 1,396 万円 88万円 ０円

介 護 保 険 事 業 100 億 1,130 万円 97億 6,164 万円 2億 4,966 万円 ０円

後期高齢者医療事業 13 億 3,584 万円 12億 9,795 万円 3,789 万円 ０円

港 湾 事 業 ３億 9,195 万円 ３億 3,403 万円 5,792 万円 14億 2,866 万円

　特別会計は、基本的に使用料や保険料
などの収入を主な財源として運営してい
ますが、公益性や事業収支の実情により、
一般会計からの繰入金によって収支の均
衡を図っています。

…市債残高（一般会計）

…基金残高（一般会計）

…市債残高（一般会計 ＋ 特別会計 ＋ 企業会計）

…基金残高（一般会計 ＋ 特別会計）
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相談室
■ 育児相談（要予約）　日時　11月18日㈬　午前10時～午後５時　会場・問合先　なかよし保育園　K629-2525
■療育相談（要予約）　日時　月～金曜日（祝休日を除く）　午前９時～午後５時　会場・問合先　児童発達支援センターぽぷら　K627-0600

  企業会計  企業会計  企業会計  企業会計  企業会計  企業会計 　民間企業と同様に事業を経営する独立採算が原則の会計です。
　市には２つの企業会計があります。

【表】企業会計の決算額
会計 収益 費用 差し引き（当年度純利益） 企業債残高 一般会計からの繰入金

水 道 事 業 23 億 4,747 万円 25億 5,347 万円 ▲２億    600 万円 54億 1,794 万円 445万円

病 院 事 業 115 億 3,066 万円 152億 6,787 万円 ▲ 37億 3,721 万円 23億 8,555 万円 ８億 4,365 万円

※ 平成26年度より地方公営企業会計基準が大幅に改正されました。実際の現金支出を伴わない引当金などの費用計上が義務化となり、不足分の一括計上を行っ
たため、費用、純損失が増加しました。
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翌年度への繰越金27万円

  一般会計  一般会計  一般会計  一般会計  一般会計  一般会計
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437億 1,858万円  
対前年度比39億 942万円の減（▲8.2％）

実質収支　24億 3,154万円

　市の平成26年度の一般会計・特別会計・企業会計の
決算がまとまり、市議会９月定例会で認定されました。
その概要をお知らせします（表示単位未満は四捨五入の
ため、合計数値が合わない場合があります）。
問合先　財政課　K626-2142

焼津市の財政状況
平成平成平成262626年度決算の概要をお知らせします年度決算の概要をお知らせします年度決算の概要をお知らせします

　市税は、市民税が減となった一方で固定資産税が増とな
るなど税目ごとで増減に違いはありますが、全体では増
（0.6％）となりました。国庫支出金は地域経済活性化・雇
用創出臨時交付金の終了などにより、27億3,349万円（▲
31.7％）の減少、市債は都市防災推進事業が一段落した
ことから、13億1,870万円（▲27.0％）減少しました。、
地方交付税は、１億7,979万円（▲5.2％）の減少です。

歳 出 　これまでに津波対策施設整備事業が進んだことから消防
費が28億8,344万円（▲60.1％）の減少、土木費が土
地区画整理事業費や道路改良事業費の減などにより13億
5,659万円（▲16.9％）の減少、民生費が臨時福祉給付
金などの給付事業により９億8,610万円（7.8％）の増
加となりました。

 h形式収支は、歳入から歳出を差し引いた額です（461億7,679万円－437億1,858万円＝24億5,821万円）。
h実質収支は、形式収支から繰越財源（翌年度へ繰り越す事業の財源）を差し引いた金額です（24億5,821万円ー2,667万円＝24億3,154万円）。

461億 7,679万円  
対前年度比36億 7,454万円の減（▲7.4％）

収 支

教育費
  41億3,191万円
  （9.5％）

衛生費
  48億1,415万円
  （11.0％）

消防費
  19億1,297万円
  （4.4％）

労働費
  11億7,682万円（2.7％）

農林水産業費・商工費
  ９億6,350万円（2.2％）

県支出金 ＊８

  26億8,993万円
  （5.8％）

地方交付税 ＊７

  32億5,353万円
  （7.0％）

市債 ＊６

  35億7,110万円
  （7.7％）

＊１…市に納められる税金　＊２…貸付金の元利収入など　
＊３…前年度から繰り越されたお金　＊４…公共施設の使用
料や手数料、財産収入、繰入金など　＊５…市が行う特定の
事業に対して国が支出するお金　＊６…国や銀行からの借り
入れ　＊７…市の財政状況に応じて国から交付されるお金　
＊８…市が行う特定の事業に対して県が支出するお金　＊９
…地方譲与税や地方特例交付金、自動車取得税交付金など

項目 内容 金額

民 生 費 子どもや高齢者の福祉などに 95,479 円

土 木 費 道路や河川、公園の整備な
どに 46,934 円

教 育 費 学校教育の充実や文化・ス
ポーツの振興などに 29,005 円

衛 生 費 保健や環境衛生、ごみ処理
などに 33,795 円

議会費・総
務 費 な ど

議会や市役所の管理運営な
どに 38,885 円

公 債 費 借入金（市債）の返済に 34,347 円

消 防 費 消防活動や防災などに 13,429 円

労 働 費 労働者の福利厚生などに 8,261 円

農林水産業
費・商工費

農業や水産業、商工業の振
興などに 6,764 円

市民１人当たりの市税の負担額

１世帯当たりの市税の負担額
15万  388円

 39万    72円

※ 税収総額には、会社や事業所が納めた税金も
含まれます（国民健康保険税を除く）。

税 収 総 額：214億2,317万円

　市の基本となる会計です。「特別会計」と「企業会計」以外のすべての行政サービスや事業を扱う会計です。
　※３月 31日現在の住民基本台帳の人口（14万 2,453 人）と世帯数（５万 4,921 世帯）で計算しました。

市民１人当たりに支出したお金
30万6,899円

【内訳】

歳 入

市税 ＊１

214億2,317万円Ｉ
（46.4％）　

自主財源
  281億3,498万円
  （60.9％）

依存財源
  180億4,181万円

  （39.1％）

諸収入 ＊２

22億9,920万円Ｉ
（5.0％）　

繰越金 ＊３

  22億2,333万円　
（4.8％）　

そのほかの
　自主財源 ＊４

  21億8,928万円
  （4.7％）

国庫支出金 ＊5

  59億194万円
  （12.8％）

そのほかの依存財源 ＊9

  26億2,531万円（5.7％）

民生費
136億 133万円Ｉ

（31.1％）　

土木費
66億8,584万円Ｉ

（15.3％）　

総務費・議会費など
55億3,922万円　

（12.7％）　

歳出
437億 1,858万円

公債費
  48億9,284万円
  （11.2％）

相談室
■ 県中部健康福祉センターの健康相談　 ▽エイズ相談（即日検査・要予約・匿名）　日時　11月５日㈭　午後６時～７時40分、11月19日㈭　午前９時～11時　 ▽

骨髄バンクドナー登録（要予約）　11月５日㈭　午後５時30分～、11月19日㈭　午前11時20分～　【共通】　問合先　地域医療課　K644-9273

歳入


