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1.市は財政健全化が必要な状態なの?

｢私たちのまちの財政はどんな状況なんだ

ろう?大丈夫なの?｣と思っている方も多い

と思います｡

14ページからの各種の財政指標を見ると､

新城市は同じような自治体(類似団体)の中で

中位に位置している状況です｡

｢財政再建団体｣というような危機的な状況

にはありませんが､毎年必要な糧常経費の割

合はかなり高く､窮屈な財政運営になってい

ます｡

2.じゃあ､なぜ市は財政健全化に取り組むの?

景気の低迷などで収入が伸び悩む一方､市として取り組むべき施策は増え続けてい

ます｡市民の皆様の要望にお応えしもっと臨機応変に対応できるようにするには､弾

力的に使えるお金を生み出すことが必要です｡

収入の増加を囲ったU､経常的な経費の割合を下げるなどいろいろいな取り組みを

展開することで､市の総合計画にそって新し

い事業に取り組んだU､私たちの安全安心な

くらしを守っていくなど市の発展と市民生活

の安定に取り組んでいかなければなりません｡

市では､収入の伸び悩みをカバーしながら､

施策を確実に展開できるように財政健全化に

取り組んでいます.



3.財政健全化に向けてどんな取り組みをして､どのくらい効果がでたの?

市では､合併以来財政の健全化に取り組んできまし

たが､さらに平成20年度から財政健全化推進本部を

立ち上げ､事務事業等の見直しに取り組んでいますo

取り組んだ主な内容と縮減額は以下のとおりです｡

歳　入

葛■}■啓 ���� 

バナー広告等の導入 ���2�43 塔#��2.763 

市税収納嘱託員による収納増加 �� �#�ﾃ3C2�32.084 

計 ��ﾃ2�43 �#���c2�34,847 

歳　出

縮減額は､前年度決算額に対して減となった金額です｡実施年度以降においても同等の効

果が継続しているものとみなしています｡
(単位千円)

取リ組み内容 �������6c�ﾒﾓ｢�坪耳耳耳耳爾�白ﾉ�ﾃ#�D�7��

職員退職に伴う､減員分の不補充l▲247,146l▲485,395 劍�3cSBﾃ�3r�

非常勤特別職報酬の見直し▲2506 �- 辻�

非常勤特別職人数の見直し ��▲3.188 辻�

地域手当支給率引下げ ��3sr繝#��- 辻�

地域手当支給廃止 ��▲69.892 辻�

年末年始業拓に係る手当の廃止 ��3�#���- 辻�

管理職手当の削減 ��3�づ�sr�- 辻�

期末勤勉手当の削減 �� ��3rﾃンr�

補助金の廃止.統合等 ��3C偵#CR�▲154,023 ��3�SB�#C2�

市長.議長等の交際費削減 ��▲258 ��3C���

オフトーク通信事業廃止 ��▲26,022 辻�

市税納期前納付報奨金制度の廃止 ��▲13.840 辻�

保育園の統合 ��▲4.016 辻�

総合サービスセンター委託料見直し �� ��3�r縱�2�

敬老会支給見直し.各種負超金見直し �� ��32紊�b�

市債の低利借換 ��▲2.186 ��3r緜s"�

市債の繰上償還の実施# �� 們�邊�

職員互助会負担金見直し(H22廃止)一 �� ��3������

用品調達基金廃止嫌 �� 們�邊�

特別会計繰出金の見直し �� ��3��b��コ�

計 ��33澱緜ッ�▲859.115 ��3�ﾃ�s��3�s��

※市債の繰上償還の実施は､平成22年度以降の市債利子の削減に反映されてきます｡

※用品調達基金の廃止により､平成22年度以降の用品調達基金電算システムの費用が削減されます｡

(平成22年度は4.398千円の削減額となっています)
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部門別職種別職員数の推移

区分 劔平成17年 (掛年) 兌ﾙ�ﾃ�吋��平成 坪����ｩ<r� ������ﾇB騫Iwx�ﾈ�ﾂ�

肘F)=陳叫 �H�h�(�｢�l集AL �� �� �� 

那 門 別 坦�暈�ﾇb�般 行 政 亳8橙�8 澱�6 澱�6 澱�5 ��#"�△3 

JS書 ��#b�123 ���2�108 �����105 ���2�△21 ��ｨ�C#2�

税巧 �3��23 �#"�20 �#"�23 �#2�△7 ��#r�

労働 ���2 �"�2 �"�2 �"�1 ���

農林水産 鼎��34 �3b�35 �3��31 �#��△9 ��#���

商工 ��R�ll ����ll 免ﾂ�ll ��"�△4 ��#2�

土木 鼎r�49 鼎��45 鼎2�45 鼎2�△2 ��#B�

民生 ��sr�169 ��cB�158 ��SR�160 ��SB�△17 ��##2�

衛生 鉄"�53 鉄"�53 鉄B�44 鉄"�△8 ���

小計 鼎澱�470 鼎S2�438 鼎3��427 鼎#2�△69 ��#s2�

特 別 行 政 仆8屍�90 涛��85 都��76 塔��75 ��#���△15 

消防 �����120 ��#��120 ��#��120 ��#"�1 �2�

小計 �#���211 �#�R�198 ��途�200 ��途�△9 ��#�"�

ftW_.. � �� �� �� �� 

公 塁 I 妻 A 儼�����3#2�282 �#SR�236 �##B�295 �#�r�△28 ��#��B�

水道 �21 �#2�22 �#"�21 �#2�19 �"�△2 

下水道 �12 ��2�13 ��2�12 ��2�ll ���△1 

その他 �36 �#��29 �#��30 �#��29 ��#r�△7 

392 �3Cr�319 �3���287 �3c��278 ��#3"�△114 

合計 劔 ����J㌦∴∴,Jき �� ��△11 � 

■ 種 刺 壷Lｨ馼凾�自Lｨｵｨ����442 鼎���406 �3澱�388 �3���383 ��#S��△59 

保育士.幼稚園教論 剴�C��135 ��#��122 ��#B�132 ��#��△8 ��##��

澗防士 剴��r�116 ���b�114 ���R�113 ���b�∠ゝ4 ��#��

介護士 剴��9 湯�9 唐�9 唐�0 ��#��

技能労務職 剴ッ�78 都B�68 鉄��55 鉄2�△31 ��#32�

医師-歯科医師 剴3B�25 �#2�23 �#��32 �#��△2 ��#�2�

医療手玉術職 剴S2�52 鉄��49 鼎��51 鼎r�△2 ��#b�

看護職 剴#�b�194 ��s��155 ��S"�204 ��S��△12 ��#cb�

享が合計 剪� �� �� �� ��

普通会計における職員給与費(決算額)の推移

区分 兌ﾔ･r� �� ��

4.015.299 釘���R紊ッ�3.592.431 �2經�"纉#��3,372,138 

そ100) 茶湯繧��く89.5) �*ﾓビ絣��く84.0) 

人件書の見直し状況 ��く調整手当) (通勤手当) (通勤手当) 支脈し矧Tの �*ﾙ&闔h詹9b��ﾅﾉn磯c｣bRﾓ2R�く地域手当) 忠,ｨｼ韶�9b��

*職員数は各年4月1日現在の人数

職員数の削減目標を定めた｢定員適正化計画｣ (平成1 7-21年度)に基づき､事務事業の再

編･整理等を徹底し､市が行う総事務量の減量に努めたり､本庁･総合支所において重複す

る事務分野の集約化や指定管理者制度の活用をはじめとする民間委託の推進を因ることで､

計画を上回る職員数の削減を行っていますo

また､人件費の見直しも同時に行っていますので､普通会計における職員給与費は､年々

減少しています｡

【普通会計】
一般会計と特別会計のうち公営企業会計(上水道･下水道等の公営企業会計及び国民健康保険事業

特別会計等)以外の会計(地域下水道事業特別会計)を統合して一つの会計としてまとめたものです｡
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会計別市債残高推移表

国民健康保障診療所特別会計

3弧).∝K)

38∞∝D

3700m3

3 600.脚)

3500000

5抑〔爪)

5 60) 〔伽

5400(伽

5 2α)弧)

5∝和∝和

5000仙〕

4 50)OXl

40乃∝0

3弧)抑)

3∝巾(伽

8.0(刀

6000

4∝氾

2 CKX)

平成17年度　18　　19　　　20　　　21

簡易水道事業特別会計

平成17年丘　18　　　19　　　20　　　2

公共下水道事業特別会計

平成17年度　18　　19　　　20　　　21

新城市民病院事業会計

平成17年斤　18　　19　　　20　　　21

工業用水道事業会計

45∝氾

40.∝氾

35.(糊)

30 (伽

2 6(泊m)

2 400.∝巾

22CO ∝D

2.(瓜】脚】

45 KX) 【伽

4Q CO).孤)

35 ∝0 (瓜)

皿(瓜〕 (孤)

平成17年斤　18　　19　　　20　　　21

農業集落排水事業特別会計

平成17年女　18　　19　　　20　　　21

宅地造成事業特別会計

平成17年正　18　　　19　　　20　　　21

水道事業会計

平成17年Jl　18　　　19　　　20　　　21

合　　計
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4.財政健全化法って塔に?

今までの自治体の財政再建の法制は普通会計のみが対象で､その赤字幅が標準財政規模の

20%を超えると財政再建団体へ転落し､それまでは健全因体とされ､特別会計に累積赤字

があっても､法的には問題とされていませんでした｡いわば､イエローカード段階がなく､
一気にレッドカードが出るような法制でした｡

財政健全化法は､イエローカードにあたる｢早期健全化段階｣を新設するとともに特別会計

や企業会計も併せた連結決算による｢連結実質赤字比率｣や将来の負担比率を示す｢将来負担

比率｣という新たな指標も設けています｡また､企業会計では､資金の不足具合を示す｢資金

不足比率｣を公表することが求められています｡

園が示す財政健全の指標

財政健全を示す指標として実質赤字比率､連結実質赤字比率､実質公債費比率､将来負娼

比率の四つがあります｡このうちのいずれかの指標が政令で定める早期健全化基準を上回る

と早期健全化母体となり､それより悪い財政再生基準を超えると従来の赤字再生因体となり

ますo新城市の場合､どの指標も健全な範囲となっています｡今後も早期健全化団体や財政

再生団体とならないよう注視した財政運営に努めます｡

健全化判断比率等の対象について

l一部-合広域連合仁_…‥

桓社･策三セクター等l

実質赤字比率　普通会計を対象とした実質赤字の標準規模に対する比率

連結実質赤字比率　全会計を対象にした実質赤字(又は資金の不足額)の標準規模に対する比率

実質公債費比率　普通会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準規模に対する比率

将来負担比率　普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準規模に対する比率

標準財政規模:その地方公共因体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模をしめす

指標o地方公共団体が通常水準の行政サ-ビスを提供する上で必要な一般財源のEj

安となる数値｡各比率を算出する際に用いる分母となる数値｡



平成2 1年度の健全化判断比率と資金不足比率

平成2 1年度健全化判断比率

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字となっていないため｢-｣の記号で表示しています｡

参　　考　　下記の基準数値を上回ると｢早期健全化Eg体｣又は｢赤字再生団体｣となります. (全頁拳照)

区分 剋ﾀ質赤字 刋�ﾈｸ�����H鬩NIzb�実質公債費 比率 傅ｹx��

】平成21年度 1 �12.82 ��r繝"�25.00 �3S�����

早期健全化基準 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��12.86 ��r繝b�25.00 �3S�����

平成19年度 ��"繝��17.89 �#R����350.00 

財政再生基準 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��20.00 鼎�ﾃ���35.00 梯�平成20年度 �#�ﾃ���40.00 �3R����/ 

平成19年度 �#�����40.00 �3R����/ 

平成2 1年度資金不足比率
/沌■ー謬三㌔__ 凉ｹ*辻�一室盛欝: �*ｸ,C�繁8y�｢�

平成21年度 辻�- 辻�- 

平成20年度 ���- 辻�- 

平成19年度 辻�- 辻�- 

会計名 白� ��

平成21年度 �� ��

平成20年度 �� ��

平成19年度 �� 鳴�

※各会計とも資金不足となっていないため｢-｣の記号で表示しています｡

標準財政規模 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��14.451.139千円 平成20年度 ��B���ゅ田��x冷�

平成19年度 ��2緜s2ﾃ3的�x冷�



5.新城市の予算は､どのくらいの規模なの?
一般会計　210億7,000万円

新城市の基本的で中心的な経費を集計した会計で､市税などを財源にしています｡

特別会計129億3,326万2千円

特定事業を行う目的で一般会計から分け､運営をする会計で､主に受益者(利用者)の負担
などを財源にしています｡

企業会計　64億3,234万円

病院.水道など　企業会計方式で運営する会計で､使用料等の収入で経費をまかなう目的
で住民サービスを提供する会計です｡

総額で　404億3,560万2千円です｡

(単位千円　%)

LZ1分 兌ﾙ�ﾃ#)D�7����内容もー∴ 

予算額 俔ﾉ�ﾉNB�予井額 啜ｩ?��+�ﾒﾓｸ�h-9k"罐｣｣�｣｢�

一般会計 �21,070.000 鉄"���20,690,000 唳�ｹyR�

回民健康保険事業 釘ﾃイ"ﾃS��ﾂ�12.0 釘ﾃS�"縱���国民健康保険法に基づき医療費の支払い を行う 

老人保健 釘經���- 鼎2經���改正前の老人保健法に基づき未請求分医 療費の支払いを行う 

後期高齢者医療 ��ﾃ�S�ﾃ����2.6 涛S2紊���保険料の徴収や申請.届出などの窓口業 務を行う 

介護保険事業 �2ﾃss�ﾃ����9.3 �2緜sRﾃc���介護保障法に基づき,介護認定や介護 サービス章の支払いを行う 

国民健康保険診療所 ��モ繝���0.5 �#�"�����作手地区にある診療所の運営を行う 

簡易水道事業 ���##津����3.0 ��紊c偵����鳳来､作手地区の簡易水道施設の新設､ 維持及び運営を行う 

農業集落排水事業 鉄��經���1.5 �3CRﾃ����農業地域の地域型下水道施設の新設､維 持及び運営を行う 

公共下水道事業 塔3R�����2.1 ��ﾃ#SRﾃS���新城地区の下水道施設の新設､維持及び 運営を行う 

地域下水道事業 ��2緜���- 途�#���新城緑が丘地区の地域型下水道施設の維 持及び運営を行う 

宅地造成事業. ��#bﾃ3���0.3 ��s�ﾃs���作手地区の定住促進のため､宅地開発販 売を行う 

財産区 �#��ﾃ�c"�0.7 �#s�ﾃ3C"�市には､20の財産区(共有財産管理組織) があリます 

特別会計合計 ��"纉33#c"�32.0 ��"纉モﾃsC"� 

新城市民病院事業 釘ﾃS唐緜32�ll.4 釘繝cB紊�r�新城市民病院の運営を行う 

水道事業 ��繝�"��32�4.4 ��ﾃc#津�#��新城地区の水道施設の新設､維持及び運 営を行う 

工業用水道事業 �3�緜sB�0.1 �#ゅ3s"�新城青海地区の工業用水道施設の維持及 び運営を行う 

企業会計合計 澱紊3"�3C��15.9 澱經#"縱��� 

/#%計 �40.435,602 ��40,201,451 ��



6.特別会計や企業会計へは税金をどのくらい出しているの?

特別会計や企業会計には､法律で支出が決まっているものや料金などの軽減措置のために

支出しているものがあります｡会計ごとの負担額は次の表のとおりです｡

なお､一般会計からの繰出金･負担額の総額は29億5,703万5千円で､一般会計予算額の

210億7.000万円の14.0%を占めています｡

(単位千円　%〕

区､分; �::串原と2年度-L一肌′.〆れ_.L:㌘ヤ 劔5ﾙ,9nﾃ�?��r��
享算藤窮まを 坪ｮ�+)[ﾂﾘ���㌔依存率 ��

国民健康保険事業 釘ﾃイ"經���345.8957.1 �229,688 

老人保健 釘經���1 �����0 

後期高齢者医療 ����S�繝���608,751 鉄r纈�533.283 

介護保険事業 �2縱s������600,012 ��R纈�552.573 

国民健康保険診療所 ��モﾃ����35.529 ��ゅ��18,775 

簡易水道事業 ��ﾃ##津����272.275 �#"�"�218.320 

農業集落排水事業 鉄��ﾃS���113,241 ��偵��98.000 

公共下水道事業 塔3R�����271A69 �3"絣�241.000 

地域下水道事業 ��2ﾃc���6.347 鼎b縒�0 

宅地造成事業 ��#c3���0 辻�0 

財産区 �#��ﾃ�c"�44 �����46 

特別会計合計 ��"纉32�#c"�2.253,564 ��r紕�1,891,685 

新城市民病院事業 釘經唐緜32�700,000 ��R�"�1,036,523 

水道事業 ��繝�"��32�3,471 ���"�30,088 

工業用水道事業 �3�緜sB�0 辻�0 

企業会計合計 電�3"ﾃ3C��703,471 ���纈�1,066.611 

級-合計■p �1::A-ih. �� �$Y8y4��

国民健康保険事業､後期高齢者医療､介護保険事業の各会計は､法律などで一般会計(税金)

が負担する経費が決まっているため､今後､医療費等の支出の増力副こよって､ -般会計の負

担額も増減します｡
一方､簡易水道､農業集落排水事業､公共下水道事業の各会計においては､広大な面積の

中に家屋が散在していることから事業効率面で､料金収入や基準による負担だけでは財源の

確保ができないため､一般会計が基準を超える額を負担しています｡

また､企業会計は､現在､国の示す基準で繰出.負担をしていますoなお､新城市民病院

事業会計に対し､公設公営を維持するための基準外繰出を行っています｡



7. -般会計の収入や支出にはどんなものがあるの?

一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円%)

歳入 兌ﾙ�ﾃ#)D�7���>�vR�平成21年度決算額 (参考) 

麹鵬馳増藤棚 葺ｶ2�

市税 途ﾃ�#Bﾃ����33.8 倡9j�,ﾈ､h+8/�*�.yEｸ-�,H*(+ﾘ+�*(,H*"�.唏�9j��ZHﾙ�.磯�蝎�ZHﾇ俾�:竟I�Y9��,X+r�7.344.596 

地方交付税 迭�#�������24.7 ��8ﾙ�,ﾈ�9*ﾉ�ｨ,ﾈﾞ��ﾘ,ﾈｼ�H/�,h.之ｩ4�,R�ﾙ�*�.xﾏ�WH+8.ｨ.�*粟�,ZI^(�ｾ�,h,ﾒ���,�,JH,x,ﾈ.h*H,磯hｼh,�.�諄*H+�,h,ﾂ�,X*ｸ.假ｹ?ﾈ,X+r�5,570,214 

国庫支出金 ��縱�ゅ��R�8.1 �;刋�.(ｧxﾕｩ�ﾈ支ｭ�,�,xﾉｩ�ﾘ+x.俤ｺHｮ顏��,俘x*H.�,ﾈ,ﾚHﾙ�*�.rﾙ.葵Hﾘx,ﾉ^(�ｾ��9�/��8*�,H��邵+X-ﾈ+r�2.808,335 

県支出金 ��3唐�#C"�6.6 �+8-ﾈ+H-ﾈ,磯hｼh/�ﾗ8*H,�*�,ZH自.旭顏��,俘x*H.�,ﾈ,ﾚHﾊx*�.y^(�ｾ�9�/��8*�,B���邵+X-ﾈ+r�1.221.219 

繰入金 �#cRﾃS���1.3 倡8,X,ﾘ*(.ｸ*(.ｸ,旭霎��)仞��/�.�,�,H*"�-ﾈ+x*ｪITｹwh,�菘ｲ韶h8ｩ_h+X,Iy駅�+R�,H*(-ﾈ+r�217,089 

繰越金 �#��ﾃ����0.9 ����7�,ﾂ����ﾂﾘﾜ頽�,X�8.�*粟�,X+r�1.123.061 

諸収入 涛C"ﾃ#ヲ�4.5 ��ﾈ,ﾉZｩ}�,�?ﾈ.x,�*(�8,ﾈ�?ﾈ,X+r韶X,��.�,ﾈ,��ﾙWHｾ�,ﾈﾋ9y茨ｹ?ﾈ.(ﾏhｺI^(�異��,ﾈ覃馼,儻I��+X+ﾘﾔ磯h/��8*ｩ�8ﾗ8+X+ﾘ,b�*ｸ,ﾈﾙ�*�.x,ﾉX�%8ｾ��9�*ｨ*�8ｨ-ﾈ+r�1.403.442 

市債 �"��3b緜���9.7 俥�k��Hｸﾉu��ﾘﾏh��H�9(hﾉ8ﾗ99�*�.xﾉ｢��ﾘ馼ｼi9�,ﾈ��ｾ�/�妤8ｩ?ﾈ.ｨ,H*(-ﾈ+r�1.877,100 

その他の収入 �"ﾃ�釘ﾃ3cB�10,4使用料､手数料､EE)県からの交付金等です 冤2.358.191 

合計~ 略.^&そそ,LJ �#���s�ﾃ����100.0 逃$ﾂﾒﾂﾖ板ﾉ?�ｧB粲H�R簫钁�粤�堀6x7咤�"苒��Tｦ｢�23.923,247 

※収入の詳細は､ P 23(平成22年度一般会計予算の主な歳入)に掲載しています｡



(単位千円　%)

歳出 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��侭>�~ｲ� 

_.予算額 定ﾕﾉ�ﾉNB���姻H8位ﾈ4�蝸F��2�

謙会費 ����ﾃS#"�) 0,9:議員の報酬や議会を運営するための経費等 �237,183 

斌碍書 �3cビ��S2�12.8 �*��,ﾈｬyyﾙNⅹ�仍9N�.(ﾌｹ��9�,ﾈｬyyﾙN�9��4.642.263 

民生費 迭紊3ゅ3���25.8 兢ｸ支��,ﾈ戊�8.(��ｹ�,ﾈ�9|9N�/���+x.��ﾆ�ⅸ��･��(齷zx辷�+x.�+ﾘ-�,ﾈﾆ�ⅲ�ﾘ)~竟(,ﾉY�8,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾆ��9��4,838,678 

衛生費 �"ﾃ3c"ﾃs�"�ll.2 倡9j�,ﾈﾉ(ﾔ�,(*ﾘ8ｨ/�5H7ﾈ�ｸ6x+X,H*(*ﾘﾆ��Nⅹ]ｸﾉ(5ｨ985籀,ﾈ戊�9Nⅸｬ(ｺｹn)��,��竧8ｩ�x-霹�ⅸ4�8ｨ�ｸ985ｨ985��ｸｬyyﾙN��.(+(-ﾘ���餒�9��2.764.495 

労働費 ��CRﾃscB�0.7 仂驗ｩ�(晳D�7ｨ�ｸ8�,ﾈ戊�9Nⅸｼ驗ｨ�)�鞜B�,亊h+x.佗儂�9��133.115 

農林水産業費 ����cb經S"�5.1 僞�jI'ｸ蝎�9��/�+x.�+ﾘ-�,ﾉ^(�IE�b�ｬ(ｺｸ/�.h*ﾘ+x.�+ﾘ-��;帝}�;兢ﾉ�X.)w��G)�Yц,ﾈ淤|xﾔ磯h/�+x.佝���1.019,558 

商工費 田#bﾃcsr�3.0 傅Hﾔ鮎i�Xｻｸ,ﾈ+ﾘ-�,ﾉ^(�Iuｨ��ﾆ�ⅹ�b��倡8/��(+x.�+ﾘ-�,ﾈｬ�Y��6�N��I9"�$ｨ孳�(ﾋ�ｸ鰄,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾇ儂��717.023 

土木華 ��ﾃツb�#�r�8.9 倡9>�,ﾉ;刋�.(ｶｸ/��i�ﾘ+X+ﾘ8ｨ淤|x+x.佝��Nⅸ憖�ﾈ/�淙�8+x.佝���(i�8�8･�&險��ｸ嶌,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ-ﾈ+�,8*ﾘ8ｩ�B�Nⅹ78�8ﾏh��/��餔X+x.佝��9��1.776.743 

消防費 ���##偵ssb�5.8 l 傲�f飲�戊�8,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾆ�ⅸ��f�&8ｨ�:�/��5H7ﾈ�ｸ6x+x.佝��8ﾈ､8垰&��ｸ/�,ﾘ+h-��,h+X+ﾘﾝ�･��鞜H,�,h8ｨ*ﾘ-霹��9��1.573.922 

教育費 �"紊3bﾃ##r�ll.6 况9'H股顫ﾂ�(hｧy8�,ﾈｬyyﾘ戊�9Nⅹ&闔b�+(,h,俑ｩWH*(+ﾙ[h嶌ﾞ�,ﾉ]ｸﾎﾈ��ﾉNⅹ&��司[h嶌ﾔﾈ�ｨ/�(i�8,h+X+ﾙ[h嶌馼ｼh,ﾈ､ｨﾜ2��な5�7ﾂﾘ68郢�ﾘ,ﾈｬyyﾙN��-�5�7ﾈ�ｸ62�487�986x,ﾈｨ�:餒�9��2.033,901 

災害復旧費 �3��7d��0.1 ��IYy9�/�,ﾘ+h-�,h+X+ﾙYy�X･�,�.h8ｪI62�J�.$ﾄﾄｩ}�9�,儂ﾘ･�,ﾈ*�.僞��ｼhﾝ�･�H-ﾂ�+ﾚI;刋り憖�ﾈ*ｩ_h.ｨ,H+X-ﾈ*H.h*H,�7��m育ｹ�ﾘﾝ�･�,�,x,��陌�+x.��IN�ｴｹlﾘ,��.h,�,H,ﾚI^)�9uﾈ螽,Y,x��+X-ﾈ+r��15.278 

公債費 �"纉3津3C��13.9 俑�-ﾈ,X壓8ｩ?ﾈ.ｨ+ﾘ�8ﾜ(,ﾈﾋ8ｾ�Iy育�/�轤�ZX,�,H*(-ﾈ+r�3.084.280 

予備費 鉄������0.2 冰ﾈ螽*ｨ,h,�,H*(,�*(,�.�*�*�.ﾘ.x+�<ｹJﾒ�4�,磯i[�*ｨｴ�*ｸ+ﾘ�ｨﾘx,��陌�+x.�+ﾘ-�,����OX+X,H*�*ﾘﾆ���0 

※主な事業は､ P.26(平成22年度予算の主な事業(新城市総合計画施策体系別))に掲載していますo
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8.なぜ市債を借りるの?

学校や道路などの公共施設は､将来にわたって長期間

使われます｡そこで､現在の市民と将来の市民が負担し

あうために､市債を借りて､平等の負担となるようにし､

他の行政サービスに影響が及ばないようにしています｡

しかし､市債は借入金ですから､将来の市民の負担が

大きくならないように､計画的に借入を行っています｡

9.市債のうちでEI(地方交付税)が負担してくれる分はいくらあるの?

平成22年度の公債費のうち､地方交付税の算定で公債費分として措置される見込みの額

は､次のとおりですD

防災行政無線施設整備事業に係る元利償還金 ����ッ�

道路など土木施設整備事業に係る元利償還金 塔B繝s��

下水道､農業集落排水事業整備に係る元利償還金 ��#r�3c��

病院事業.上水道.簡易水道事業整備に係る元利償還金 ��s2���"�

清掃事業整備に係る元利償還金 ��#b縱�b�

農林業施設整備事業に係る元利償還金 ��"��途�

児童福祉施設整備事業に係る元利償還金 �2ﾃc3r�

小学校施設整備事業に係る元利償還金 鉄r緜c��

中学校施設整備事業に係る元利償還金 �#B�3���

まちづくリ事業に係る元利償還金 田偵�s2�

公共災害復旧に係る元利償還金 ��津�#r�

辺地対策事業に係る元利償還金 涛R纉迭�

過疎対策事業に係る元利償還金 �3SR�����

合併特例億に係る元利償還金 �#���3CB�

財源補てん億に係る元利償還金 都32ﾃs#r�

lL'/+. ��

忘全量
ll



10.市債はどのくらい残っているの?
〔単位千円)

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永hﾋｸﾝﾘﾘ"�対象となる事業 

一般公共事業イI ��縱CB�3C��Ei]全体から見て必要とされる事業 

公営住宅建設事業債 �#CづSコ�市が建設する公営住宅建設事業 

炎害復旧事業イ† 都ゅS3R�炎害にかかった施設を原形に復旧する事業 

教育.福祉施設等整備事業債 �"ﾃs�2ﾃ��2�小.中学校施設､市が行う一般廃棄物処理施設､ 社会福祉施設等の整備事業 

一般単独事業債 迭ﾃ田bﾃツr�臨時的かつ多額の負担となる建設事業で､緊急 に整備を要するもの 

辺地対策事業債 鼎唐�����闇遠雷歪蓋芸賢慧誓冨慧墓害悪霊宝芸芸霊芝 基づいて実施する事業 

過疎対策事業価 �2緜�ゅC#"�過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域自立市 町村計画に基づいて実施する事業 

公共用地先行取得等事業債 ��B�#���事業の執行に先立って用地を取得する事業 

厚生福祉施設整備事業債 ��s�繝S��厚生文化.厚生福祉施設を整備する事業 

財源対策債 鼎S��#S2�一定事業の起債の充当率を引き上げて財源対策 として許可されたもの 

臨時財政特例債 ��b��3��園の補助金の減に伴うもの 

減税補てん債 ��ﾃ�S�纉Sr�平成11年度からの恒久的な減税と平成15年度 からの先行減税に伴う減収補てん 

碩時税収補てん債 ��sRﾃ#�R�平成9年度の税の減収に対する補てん分 

蟻時財政対策債 澱��cr�#�b�平成13-15年度の一般財源不足に対するもの 

減収補てん債(平成14年度分) �#rﾃ��B�平成14年度の税の減収に対する補てん分 

県貸付金 ��#Rﾃ鼎��愛知県からの貸付金 

その他 鼎Sづ�3��公営企業(水道､病院など)への出資債 

一般会計計 �#2ﾃs�rﾃsCr� 

国民健康保険診療所特別会計 鼎"緜S�� 

簡易水道事業特別会計 �2纉����コ� 

農業集落排水事業特別会計 ��ﾃ��ゅ�32� 

公共下水道事業特別会計 迭經3�紊�"� 

宅地造成事業特別会計 ���"縱3�� 

新城市民病院事業会計 釘��3R經#"� 

水道事業会計 �"緜ビ纉c2� 

工業用水道事業会計 澱����� 

碧/心 ��
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ll.基金って容に?どのくらいあるの?塔にf=使うの?

基金は､市が持っている貯金のことです｡それぞれ使用目的が定められ積み立てられています｡

(単位千円)

財政調整基金 ��繝#Rﾃs#��一般会計に財源が不足した場合に備え､積み 立てています 

減債基金 �##�緜SB�必要に応じて公債費の返済に充てます 

庁舎等建設基金 鉄#��#3b�L新庁舎建設のために積み立てています 

国際交流基金 ��3b緜�(�ｨﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈ馼ｼh,偖ｸ,H-ﾈ+r�

地域福祉基金 �3�"纉sr�地域福祉に必要な経費に充てます 

一般廃棄物処理施設整備基金 �#�ﾃ����9リーンセンター等の施設整備等に充てます 

ふるさと農村活性化対策基金 ���ﾃ����鳳来地区の土地区画整理の利活用に係る集落 共同活動を支援します 

ふるさと水と土保全基金 澱�����作手地区の土地区画整理の利活用に係る集落 共同活動を支援します 

つくで手作リ村管理基金 ���縱3R�つくで手作リ村の管理費に充てます 

長篠城祉史跡保存館施設整備基金 �"�#S��長篠城祉史跡保存舘の施設整備に充てます 

地域医療再生基金 湯�����地域医療の再生を図る経費に充てます 

園書購入基金 �2�����市の図書購入事業に充てます 

作手山村交流施設建設基金 ��3�ﾃC���山村交流施設建設のために積み立てています 

ノS＼るさと創生基金 塔Rﾃ�S��地域振興事業に充てます 

jルフ場開発地域振興基金 �#��ﾃ����作手地区コルフ場周辺の土地の保全及びコ ミュニティ活動の推進等､地域の発展のため に充てます 

鳳来ゆ～ゆ～あリいな維持管理 迭ﾃ�c2�鳳来ゆ～ゆ～あリいなの維持管理のために充 

基金 凾ﾄます 

新城市みんなのまちつくリ基金 �����"ﾃ�s��めざせ明日のまちづくリ事業に充てます 

国民健康保検事業基金 �#Cbﾃs���国民健康保険事業に充てます 

介護給付費準備基金 �##r��迭�介護保険事業に充てます 

介護従事者処遇改善臨時特例基金 �#�ﾃ�#r�介護従事者の処遇改善に充てます 

簡易水道事業基金 田r經C2�簡易水道事業に充てます 

土地開発基金 田�������土地を一時的に購入するための定額運用基金 です 

基金全体の残高　56億5,456万8千円です｡ (平成21年度末現在)
※平成21年度分の積立と取崩を全て完了した時点の残高です｡
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1 2.平成20年度の財政状況を示す指標ってどんなものがあるの?

Z .I 6.=161Si

H17　　H18　　H19　　H20

●　当　鼓　EZ]休　息

◆　類似Eil体内平均価
-　無似団体内の

⊥　　書大dl及びt小僧

類似団体内順位　19/47

全国市町村平均　056

愛知県市町村平均　1 ll

14

財政力指数は､地方公共団体の財政基盤の強弱

を示す指数で､標準的な行政活動に必要な財源を

どれくらい自力で調達できるかを表しており､普

通交付税の算定基礎となる基準財政収入額を基準

財政需要額で除して得た数値の3ヶ年平均値をいい

ます｡

分析結果への対応

合併により､財政基盤の強化が図られ､前年度

比0.03上昇したが､類似団体平均を0.05下回っ

ているo公共施設の使用料見直しや再編･廃止･

譲渡の検討などに加え､今後建設が予定される新

東名高速道路インターチェンジ周辺の開発など､

自主財源の確保と雇用機会の拡大に努める.

〔経常収支比率〕

90. 8%

H17　　H18　　H19　　H20

類似e]体内帝位　28/47

全国市町村平均　91.8

愛知県市町村平均　86.0

経常収支比率とは､税などの一般財源を､人件

費や扶助費､公債費など経常的に支出する経費に

どれくらい充当しているかをみることで､財政の

弾力性を判断します｡この比率が高くなる程､公

共施設の整備など建設事業の経費に充当する財源

の余裕が少なくなります｡

都市にあっては70-80%にあるのが望ましく､

80%を超えると財政構造の弾力性が失われつつあ

るといわれています.平成21年度の決算統計で､

普通会計ベースで88 8%となっています｡

分析結果への対応

退職者不補充により､前年度比09ポイント改

善した｡今後も人件十の抑制や公営企業の使用料

などの適正化に努め､経常経費の節減を図る｡



〔将来負担比率〕

702. 7%

H17　　H18　　H19　　H20

類似EZl体内JF位　15/47

全国市町村平均　100.9

安和9t市町村平均　88.2

公社や第三セクターなども加えた連結べ-スで､

自治体が将来的に負担する可能性のある借金の総

額が､自治体本体の1年間の収入と比べてどれくら

い多いかを示しますo黄信号は350%です0

分折箱黒への対応

高利率地方dtの借換や地方債の新規発行を抑え

たことにより､対前年度14.2ポイント改善した｡

今後の地方dtの新規発行については､常に必要性･

規模等を見直すなど､将来負担の抑制とプライマ

リーバランス(黒字)の維持を図る｡

〔実質公債費比率〕

72.7%

H17　　H18　　H19　　H20

粁似EZI体内烏位　10/47

全日市町村平均　11.8

愛知gt市町村平均　8 6

平成18年4月に地方債制度が｢許可制度｣から｢協

議制度｣に移行したことに伴い導入された財政指標

で､公債費による財政負担の程度を示すものです｡

従来の｢起債制限比率｣に反映されていなかった公

営企業(特別会計を含む)の公債費への一般会計繰

出金､ PFlや一部事務組合の公債費への負担金､

債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずる

もの等の公債費類似経費を算入した3力年平均の値

となります｡本市は､平成21年度の決算統計(19 ･

20 ･21年度の平均)では､ ll.2%となりました｡

18%以上の団体-･-引き続き地方債の発行に

国の許可が必要

25%以上の団体･ ･一般事業等の起債が制限

分析結果への対応

昨年度に引き続き類似団体平均を下回ることと

なったが､今後とも地方債の発行を抑えるととも

に､使用料の見直しによる財源確保等､公営企業

の経営の健全化に努める｡
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〔人口千人当たりの職異数〕

72.22人

H17　　H18　　H19　　H20

XI似同体内JFi位　43/47

全EI市町村平均　746

垂知舛市町村平均　7.10

人口千人に占める職員の人数です｡

分析結果への対応

退職者不補充などに加え､小中学校26校､保

育所1 7園､幼稚園2園など､広大な地域に点在す

る公共施設の再編･廃止.譲渡の検討などと合わ

せ､適正な定員管理に-fi努める｡

〔人口1人当たり人件費･物件費等決算額〕

146, 957R

H17　　H18　　H19　　H20

g似Bl体内■位　37/47

全El市町村平均114,142

空知gR市町村平均111,758

汝人件k物件*及UJB持補修■の合計である｡

ただし､人件■には事業t支弁人件Jtを含み､退城金rS含まない｡

16

人件費とは､給与など現金支給されるもの以外

の費用も含む人事関連費用総額で､直接支払われ

る給与以外に､共済組合の掛金等も含まれますo

物件費とは､旅費､消耗品費や委託料など　他

の性質に属さない消費的な経費です｡

この二つの糧費の人口ー人当たりの決算額を比

較していますo

分析結果への対応

前年度に比べ2.45 1円減少したが､類似団体に

比べ大きく上回っている｡今後は､広大な市域に

点在する公共施設について､ ｢公共施設のあり方

検討会｣の結果を基に､存続･再編･廃止等や使

用料の見直しを図るなど､更なる経費の抑制に努

める｡



〔ラスパイレス指数〕

96.7

H17　　H18　　H19　　H20

地方公務員の給与額を､同等の職種､経歴に相

当する国家公務員の給与額を1 00として比較した場

合に算出されるものです｡

分析結果への対応

類似団体平均を下回っているが､引き続き適正

化に努める｡

類似団体内順位　22/47

全四市平均　98.4

全国町村平均　94.6

新城市の状況(平成20年度)

人　　口　　　　　　　51,402人(H21 331現在)

面　　gE　　　　　　　499.00 kd

歳入総額　　　　2l.564,1 37千円

歳出総額　　　　20,440,86 1千円

実質収支　　　　1 ,01 3.869千円

市町村財政比較分析表

財政力
140以上
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13.地方公会計改革に基づく連結財務4表とは?

『地方公会計改割とは､その名のとおり｢地方｣公共団体という｢公｣的な機関であるまちの

｢会計｣制度を｢改革｣しようとするもので､現行の会計制度を維持した上で､さらに追加的に

開示される情報を増やそうとするものです｡

単純化して言えば､地方公共団体も居間企業と同様の財務諸表を作るべきということであ

り､発生主義の考え方を取り入れた財務4表(｢貸借対照表｣ ｢行政コスト計算書｣ ｢純資産変

動計算書｣ ｢資金収支計算書｣)を整備するよう国から要請されていますo

本市でも､平成20年度決算から連結した財務4表を公表しています0

14.連結財務4表からわかることは?

①現金主義の予算･決算書類ではみえにくかった資産･債務の把握(ストックの把握)

②地方公社･第三セクター等と連結した連結財務4表の作成による決算全体の把握

③資産･債務改革への対応(資産の実態を漣まえた売却､転用)

④財務情矧こ関する情報開示と説明責任

⑤地方財政に係る効率化･適正化の判断資料

15.連結とは?連結の対象は?

今まで決算は､それぞれの会計で行われていましたが､一般会計､特別会計さらには一部

事務組合､広域連合､地方公社､第三セクター等と連結した財務諸表を作成することにより､

新城市全体の財政状況を把握することができます｡

連結の対象は､次のとおりです｡

早 価. 逮 慮■. 黙ふ & �ｩLｨ檍ﾇb���耳�ｪHvH,W罎�u粐顏���k(蝋ﾅ(�ｳﾇ板饋u�ﾓｩ)��ynｹ*H�ｹ?�耳ﾄB���+�+ﾄﾃｳ��ｨ��ﾓ｢�三二般会計 

特別会計 勍地域下水道事業 

-滞､:/j<4;'/=ぎ;r;'誉警雷;;.㌔.~謂閉脚琴.-3㌢∧":∴r…､如L､-.ささ狩だ~て~ 

･国民健康保険事業 

･老人保健 

･後期高齢者医療(平成20年度決算よリ) 

一介護保険事業 

･園民健康保険診療所 

･簡易水道事業 
･農業集落排水事業 

･公共下水道事業 

･宅地造成事業 

うち 公営企業会計 �ｩ�Y;倬hｼb�･工業用水道事業 

･新城市民病院事業 

::華.I:'相集閣議p渡努紬等㌔ 凾ﾕ毒i-,-∴:筆胡蕩為組合.⊥~連合.:,-p孝::涛癖が.､～=野三.:モーiC/ 

･愛知県後期高齢者医療広域連合 

･新城北設楽交通災害共済組合 

㌔..蔓ノ1■:A_li/脚夢二pp.､i-J三′.学L地方公饗iヾ集三セクター等.㌔ 

･新城市土地開発公社 

･脚農林業公社しんしろ 

･㈱山湊 
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16.連結財務4表はどんを指標で､なにがわかるの?

①貸借対照表(バランスシート) 【平成21年3月31日現在】

会計年度末(3月31日)時点において市民サービスを提供するために保有している資産(土

地､建物､現金等)と､その資産をどのような財源(負債､純資産)で賄っているかを総括的

に表したものです｡

I.讃霧資BT%. �*��HｧxﾕｪHﾏh��,�,x彧x�,ﾉ�)�8,�杏�*竟�檍��gｲ碓�ｾ�uｨ��蜥�.*Hｮ霎����xｾ�,�,r�

将来現金化することが可能な財産(金融資産) 

2.負債 �&饑ｸﾜ*I���XｸｹWH初9hｾ�,�,x彧x�,ﾉ�)�8,ﾉX�%8,h,�.�.�,ﾂ�

3.純資産 �ｩLｨｮ仂h,X,ﾘ��gｸ,�*�+ﾘ.�.�,ﾈ,ZH��蝌*�.yX俐(/�処*(+ﾘ.�,ﾂ�
過去の世代や国.県が負担し将来返済しなくてもよいもの 

1.金融資産

(1)資金

(2)債権

(3)有価証券

(4)投資等

出資金､基金･積立金

2　非金融資産

(1)事業用資産

庁舎､学校､文化施設

体育施設,福祉施設等

(2)インフラ資産

道路､河川､公園､

消防､上水道､下水道等

(3)繰延資産

1.流動負債

(1 )翌年度償還予定地方債

(2)その他

2非流動負債

(1)地方債

(2)退職給付引当金

(3)その他

､ノ負　債　合　計

純資産合計

(純資産比率　71.3%)

資　産　合した軒 負債･純資産合言†

【貸借対照表から分かること】

資産は､ 1.808億円で､そのうち､純資産である1,290億円については､過去の世代や国･

県の負担で既に支払が済んでおり､負債である518億円については､将来の世代が負担して

いくことになります｡

資産のうち9割強を占めるのが､非金融資産(1.699億円)で､道路､河川などのインフラ

資産が1.161億円､庁舎､学校などの事業用資産が535億円となっています｡

②行政コスト計算暮【平成20年4月1日から平成21年3月31日まで】

1年間の行政活動のうち人的サービスや給付サービスなどといった資産形成に結びつかな

い行政サービスに係る経費と､その行政サービスの直接の対価として得られた財源(使用料･

手数料､分担金･負担金､寄付金)を対比させたものです｡なお､経常費用合計から経常収

益合計を差引いたものが当該年度の純経常費用(純行政コスト)となります｡
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1.人件草 ��X醜ｸｹ{ⅸｶ8什_��I���XｸｹWIN��H�ﾉu闖�9hｾ�ﾄｩ?ﾊH+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ�ﾈﾈ��,�,r�

2.物件費 傲�mYV儂ⅸ郢�ﾘ,ﾈ査鰮^(�9Nⅸﾋ��霍�N���檍��gｸ,ﾈﾆ��(嶌,僵ｨ*Hﾋ��
少額)など 

3.撞雷 仂ik�Nⅸ勾�YNⅹ�ﾙ7ﾈ初9hｾ�ﾄｩ?ﾈ,�,r�

4.業務関連費用 佰hﾜ)N�y瓜YZ｢�,�,r�

5.移転支出 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ�hｼh.(櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�hｼi9�,ﾈ��檠]ｸ��ｸｹWJHｦX顗淑�ﾈ-h,ﾉ^(��
金など 

【行政コスト計算書から分かること】

行政コスト(経常費用)は280億円で､市民1人あたりでは､ 55万円(平成21年3月31日現

在人口:51,402人)となりますo

また､行政サービスを利用する対価として市民が負担する使用料･手数料などの軽常収益

は54億円となっており､市民1人あたりでは10万円となります｡

行政コストから経常収益を差引いた純行政コストは227億円で､市税や地方交付税などの
一般財源や園･県支出金などで補っています｡

⑨純資産変動計算暮【平成20年4月1日から平成21年3月31日まで】

1年間の純資産の増減及びその構成を示すものですo純資産がどのような財源や要因で増

減したのか把握できます｡
(単位百万円)

..L競落準〒_.艶…L_.i:く~謝享57等,I ��Bu��

1.財源変動の都 ��緜cB�

(1)財源の使途 ��#3bﾃcc��

純纏常費用への財源措置(行政コストの財源不足分) ��##"ﾃcsr�

固定資産形成への財源措置(B]定資産(有償取得分))等 ��#�2ﾃ涛"�

(2)財源の調達(地方税､地方交付税､園.県支出金等) �3づ332�

2.資産形成充当財源変動の部 �2ﾃ塔��

(1)国定資産の変動(固定資産形成-減価償却費等) �2纉���

(2)長期金融資産の変動(長期金融資産の形成と償還収入の差)等 都��

.3.その他の純資産変動の部 ��#Bﾃ��b�

当期変動額矧鑑姦'mp_-､'f" 塔#��

期末純資産残高 ��#ゅ都2�
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【純資産変動計算暮から分かること】

純資産は､平成20年度期間中に8億円増加し､期末純資産残高は1･290億円となっていま

す｡これは､当該年度の匿I定資産の取得額が､経年劣化等の価値の減少額より大きかったこ

とが主な原因です｡

④資金収支計算雷【平成20年4月1日から平成21年3月31日まで】

1年間の資金の支出と収入を示すものです｡その収支を性質に応じて､経常的収支､資本

的収支､財務的収支の3つの区分に分けて表示することにより､どのような活動に資金が必

要であったかを把握できます｡

1.経常的収支 俎9�ﾘ5H�ｸ7(5�/�ﾗ8*H,�*�,ZIh吋�7杏���4�,假ｹ?ﾊH辷�+8.ｨ.�.�,ﾂ�

2.資本的収支 乂xﾕｪI;刋�,�,x,ﾈ��蝌ﾆ��ﾈ.)8ｨ��I�ﾙWHｾ�,�,x,ﾈ�?ﾊH辷��

3.財務的収支 �&饑ｸﾜ*H妺?ﾈｾ�,�,x,ﾈ�?ﾊH辷�,�,r�

守-泰細首繊薮.摘藤野線素寮簸p鰍;1 �%ﾉ�闃8ｫIzci-粐�

1.経常的収支 迭�3�"�

(1)経常的支出(人件費､扶助費､補助金､他会計繰出金等) �#Rﾃ3SB�

(2)経常的収入(税収入､国.県支出金､使用料.手数料等) �3�縱3b�

2.資本的収支 ��#2ﾄ(8�8��

(1)資本的支出(工事請負費､公有財産購入費､貸付金等) 釘縱�2�

(2)資本的収支(資産売却収入､貸付金元利収入等) 涛�b�

三.纂鰐響.....鷹締2):基軽的財政収支【プライマリ-バランス】､i 售�ｵ驢h蕀9�.)lR篦經�R�

3,財務的収支 ��#�經cR�

(1)財務的支出(公債元金.利子償還金等) ��"ﾃ#�B�

(2)財務的収入(公債発行収入等) ���ﾃc3��
■三愉軒.■当期資金収支額-:tJ｢舶ぬ-:A. ��9�ｩ-偸�ﾎ｢��ﾈ���#c��

期末資金残高 �"ﾃSCB�

【資金収支計算書から分かること】

経常的収支は､ 54億円の黒字になっており､この黒字額が小さい場合は､財政構造が硬

直化していると考えられるため､行政活動の支出の削減に努めることが必要となります｡

資本的収支については､ 39億円の赤字となっていますo経常的収支と資本的収支の合計

が基礎的財政収支(プライマリーバランス)と定義され､一般的にこの値を黒字の範囲内に抑

えることが望ましいとされています｡平成20年度の基礎的財政収支は1 5億円の黒字ですo

財務的収支については､ 16億円の赤字となっており､地方債の発行額より償還額が多く､

地方債残高が減少しました｡

なお､当期の資金収支額は､ 6千万円の赤字となっています｡
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17.連結財務4表からわかる市の特徴は塔に?

①純資産比率【純資産/総資産】　71.3%

･総資産(約1.808億円)のうち､正味の財産つまり純資産(約

1.290億円)の割合を示すものです｡

･一般企業における｢自己資本比率｣に相当するものです｡

･この比率が高いほど､健全であるといえます｡

(彰市民1人当たりの資産と負債､行政コスト

資産:352万円　負債:101万円　行政コスト:55万円

〔平成21年3月31日現在総人口51.402人〕

･貸借対照表､行政コスト計算書を用いて､市民1人当たりの資産と負債､行政コストを

求めたものです｡

⑨社会資本形成の世代間負担比率【純資産/(事業用資産+インフラ資産)】 76.1%

･社会資本の整備結果を表す事業用資産(約535億円)及びインフラ資産(約1 ,1 61億円)の

合計額(約1,696億円)のうち､純資産(約1,290億円)による整備の割合を示し､現役世

代により既に負担された割合を示しています｡
･この比率が高いほど､社会資本を現役世代が負担したことになり､将来世代への不安を

抑え､健全な財政状況であるといえます｡

④地方債返済への対応余力【金融資産/地方債残高】 25.1%
･仮に地方債を一括で返済すると､その返済に対してどのぐらいの資金が準備されている

かを判断する指標です｡
･地方債の未償還残高(約438億円:非流動負債の地方債(約387億円)+流動負債の翌年度

返済予定地方債(約51億円))より､資金､基金､積立金などの金融資産(約110億円)が

大きく下回っています｡

⑤負債比率【負債/純資産】 40.2%

･純資産(自己資本)に対する負債(借入金)の割合を表すもので､この指標が低いほど財政

状況が健全であるといえます｡
･純資産が約1 ,290億円で負債が51 9億円です｡

⑥歳入額対資産度比率【資産合計/歳入総額】 4.0年
･過年度に形成された資産が､当年度の歳入で何年分蓄積されているのかを表し､市の資

産形成の度合いを測るものです｡

･この比率(年数)が高いほど社会資本の整備が進んでいると考えられますが､一方これか

らの維持管理に要する経費が増加することになります｡

⑦資産老朽化比率

【減価償却累計額/非金融資産- (土地+公共用財産用地)+減価価却累計額】 45.8%
･保有する資産が､耐用年数に対してどの程度経過しているかを全体として把握するため

の手旨標です｡

･この比率が高いほど､近い将来に資産の更新や維持補修のためのコストが必要になると

見込まれます｡
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平成22年度一般会計予算の主塔歳入

俄の 劔劔鑑｣露仙轟奴 辻���$�咾�ﾙ�倅�?��

やあ洩′､._野､坪 塵崇姻 劔剴ｨｾ5�(vB�7,124.000 ��

･.-.A:, +l � 

2地方譲与税 劔劔317.000 ��

24.000 ��

4配当割交付金 劔劔ll.000 ��

5.000 ��

6地方消費税交付金や.こ/fj■∵†か.i払ふて■ 劔劔483.000 ��

111.000 ��

143.000 ��

144.000 ��

5.200.000 ��

ll.000 ��

514.285 兒ｩ%8ｾ�2縱C��

負担金510536 

/rF賢さこ三 � 

･V草野ぎ:,～ 僮_∵㍗腎TT.t; 劔��380.713 俶yw�{�#Sr紊ッ�

f草餅翠 剿ﾁ.ギ 戊x�な/�,R竰�劔��

`斉藤浄 劔劔��

漣録ナ? 劔劔��

きり.､♪∵ 感染顔 �"V'←J/.:L/.濠 劔剪�

潤.率､.三三二一鰯群車議奄;幣車 劔剪�

I-Y=-荻 � 剪� 剪�

舟 kq 転 ���� 剴#"�

発~--. 噂鞍琴 ㌔.-:毛筆;-,[_S" 剪鶫7���XｧﾚHﾇﾈ菱ﾊｺB�����

穏驚∴:I i>芋蕊と挽準孝等pp ･て 劔� 

-pl.二うー廻dl 剋x甥 猿撃 白�Bvtｨ,b�仞ﾂ�十十 こち′人. ��1.708.915 ��

Jこき挽き/浅モ法三㌧./F;/ごふ盛 劔� ��ﾒ���

琵渋.～"5=/:三 剪ﾔﾃs2飩ﾘ*ｹ?�+(*ﾘ�Ζ｣ﾓｨ-ﾈ*IX(6x��ｳ｢��/�B�冪ミjg7 ����

<J{.準i/J攣..轟.琴療擁輔 劔剪���

莱 剌I芸叛-::/,難解等 劔����

-5L 刧n叶:∴㌻ RヾJ --jpL､一-/i/. 'q//L■､ -鮮^,fd^毒 劍耳蘒｢��#��I-Y--I ･､､勾 ����

i.覗.雛‥.-てこ-i: 劔��� 

冊,/-やJぺi=:藁&.:′､. 劔劔��

ゴギ準誓野 剋O等柁9:-: V.:1 �6yX2�ｳｳ��-軍二｢::ら,L篭■態完:,ji､滋二.∫:/:- 珊狩野三三L 劔��
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平成22年度一般会計予算の主な歳入
(単位　千円)

蔵人の区分 15県支出金 劔1.398.242 ��

･i｣も/碗願---毛:二 劔��

~'♪､;'畠-11<A機繍{r:号一一J-.-弓 劔��

7-!*+ �� � 

潔.串､ 

.一㌧､ �10.147 

･逮怠r き3､ �� 剪�

∴十溝∴十:+ 劔��

.よ痕餌学祭彰一や.7-や′ 劔��

経 ､ギ 仗��剪�

ヤl � 卿 劔��

48.364 ��
蘇.さ .廃 寮 :チ. I.+- � 

株式配当金288 

凍{音 感康 � 

2.002 弍�Xﾘｾ�#��"�

ぶつ巾 壷NR停�*2粤｢ﾓﾄR�6��7�� 剪�

265.590 ��

裏■押聯賢 ト,Lr号一一一 啌ｲ���

盛衰意義嚢;≡ ��� 
一駅t批:~､.I � �200.000 ��
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平成22年度-般会計予算の主塔歳入

･Ir1-I 剪�"'l'摂rpL"触■-∴:'1■∧〟■'､rヾ､∴て,Y-糊 

20諸収入 剴滴�3#ヲ� 

市税延滞金5.860 -㌔:r:V､ チ,{L魂熱離1-すう-,".磁♪ 劔而預金利子739 

市預金利子739 

湊;.嘗雪嶺琴?i. 劔 ､l遜 仞ｹ9���''h��� � 

～.～.;I- -I":/<:.∴∴# � � 

~を_ち, 停ﾈ�hﾅ)Uｳｲﾒ��ﾃ���ゅ貳坪�WDｪGB�� 

雑人560.018 

､∴-.み､八､.ず鳶禁了.yLVをかこてもてて 劔 

高速道路通過市町村助成金25.845 

与芸ノ;. や､r L′ 岬ﾄｩ|Δ�ｦ豆ﾇ"�.(���ⅸ+��zBﾘ/�?�つ�cｸ4ﾇﾒ��潔淡.-tJ.;.三1--I:'凄､黛1-.繁一､-%i:;/ ･-i■f: 〟-ー㍗ a■17一..琴.1Jr-_ 撃.ITV.琴芝二磯野密澱簿 i_｡. 二∴よこ 剏ｧ市町村振興協会基金交付金24.000 

児童クラフ保護者負担金14.020 

老人ホーム入所者及び扶養義持壱負担金9,889 

､､A＼ 

2.036.600 ���hﾜ#2ﾃC���

･一寸 <きこ こ.ふ一 ･さ.-◆ 箔｣ﾘ8�ﾒﾘﾊｸ袵�L～絡挙琶J斧三三㌢;,.ryM._..こ,,肇轡三二穣一､ ど_,.讃 悪法澄一㌔､.二㌔/:沖1., � 

商I債21.100 

土木債288.800 

･鵬V"縫宗法一､ ､^呼 �-:/撃郡､ニーき救三p畏=t::;.餐-.; -:ポ糾_よ{-.i.)､～ � 

'就き/i怠= �-8刪*'"����

-:iiL/､蕊遜謙二_ 登鷲. ftI I;毒鎚.婆鴬軽./h.逮 十∴ 刮涛｡教務藻簸教へ藩でて Liよ~-～:A � 

教育債615400 

法!::∴.:_TA二ilt;とや草案...p>∴′ '11こふ一八一ウP蔽準登架終 � 

若芽志工表遜簸ち"=-Y � 
hぎ∴L;}幣,繁≡珊二､-､浮脈_登こ-㌔-+湖でて 劒R罕�)n｢����~書記pぞvl:吾,Jj'*./響.与L'/ごね≡∴;三脚瞥妄滋泌諸_?㌔ 
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平成22年度予算の主な事業
(新城市稔合計画施策体系別)

1市民自治社会創造
ト1市民と行政が協働する｢山の湊｣を創る
1-1-1市民巷力口や協働がしやすい環境が整っている

A

≡ I-8

:÷8
㊥8

E)

A

Zl漁合計i5A羊怪事JKJ先事JE)

㊥マニフェスト対応事兼

E) +J■■

(単位千円)

主　な　事　井　内　等

協働で妬く新しい自治･

自治基本条例研究事業

稔全計画推進事業①

広報広聴活動事業

t子情報提供事業

而救番組編成事業

地域書議会遷宮事業　'

(仮称)自治基本条例を考える市民会議設置軽費等

地域内分権調査推進事業

市民討議会開催事業

地域計画策定支援事業

市民満足度調査事業
13 221　　広報紙｢ほのか｣の発行

市政モニタ-事業

ホームページ制作　管理

自主放送番組｢いいじゃん新城｣の制作　放送

1-ト2　広域連携･交流が進んでいる

1-2　市民が主役の｢山の湊｣を創る
1-2-1市民が主体的に地域の課題を解決しようとしている

主　な　事　業　内　幸

臼㊥ 【再掲】総合計画推進事業
市長活動サポート事業

行政区対策事業

地域振興事業

自治総合センターコミュニティ助成金

サマカン事業補助金

めざせ明日のまちづくり事業補助金

集落行政書等交付金

地域内分権調査推進事業

市民活動推進委託費等

行政♯交付金

1-2-2　市民同士の交流や融和が進んでいる

1-2-3　男女共同参画の意識が浸透している

f　*　内　*

男女共同参画施策推進事業 男女共同参画プラン推進事業
悩み事相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　766

女性の人材育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 14

1-2-4　回際化への対応が進んでいる

主　な　事　兼　内　書

国際交流事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ,565

フレンドシ､リブ継承事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.510

2　自立創造

2-1地域の魅力を発信する｢山の湊｣を創る
2-1-1市内に多くの人が訪れている

事業名ノ1 板yu�､｣､艇+R粢��一."'.凄r健脚-:榔摂重野~,しぎ..メ.{Jミ 

のまちづくり事業- ��ﾃsS��しんしろ節句まつリ開催事業500 

観光宣伝事業1250 

市境光協会援助事業 ��r��C��観光PR経費等 市頼光協会補助金 

男谷温泉街振興事業 �#R�3S�� 
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2-1-2　光ファイバーネットワークを活用した情報の受発信が盛んである

El

El

≡_Q

舎監昏広報事業

庁内LAN管理事業

城まちなみf一報センタ-管理

地域情報化推進事業

議会中継放送事業
一般草間.予算大網説明を放送

情報系ネットワーク運用等経費

指定菅埋委託章等

地域情報通信基盤管理事業

携帯電話不通話地域解消事業

2-2　活気や賑わいを生み出す｢山の湊｣を創る
2-2-1森林が適正に管理され　林業が営まれている

主　督　事　井　内　専

水源林対策事業

森林整備地域活動支援事業

森林騰合産業の創出事業

集欄備事業済感藤

木トピア開催事業

ふるさと林道事業

水源林対策事業補助金

水源林保全流域協働事業補助金

計画的　一体的な森林施業の支援

市民参加の森づくり推進事業

森林資源調査　研究事業

人材育成事業

森づくり事業

森づくり基本計画策定等
あいち森と緑づくり事業

森林の現地確認や事業界の調整､事業地図作成

木トピア開催経費

改良事業

舟蕃山線

舗装事業

舟考山線

開設事業

善夫愛郷線

改良事業
松峯頼､塩瀬本線.善夫愛細線

舎§装事業

柿平線､向LLJ線､松峯線.赤羽損鴇ヶ谷擦

危険地対策事業

東山線

計画調査事業

平沢緑

改良事業

雁峰擦

2-2-2　地産地消や消費者交流など､生命をつな<魅力ある農業が営まれている

主　な　●　1　内　書

食育推進事業

農業委員会運営事業

新規就農者支援事業

農業近代化資金利子補給事業

農業経営基盤強化費金利子補給事業

中山間地域農業振興事業

水田農業構造改革対策推進事業

有害鳥獣対策事業

農林業公社助成事業

畜産振興事業

農業振興対策事業

食育普及活動事業

食育フェスタ(仮称)の開催経費等

農業委員会運営権*

新頬就農者　農業縫営者の育成確保

3年間の利子補給

認定を受けた農業者に対する25年間の利子補給

集薄協定に基づく活動に対する交付金等

生産調整の推進

有害鳥獣の捕獲報償金等

農林業公社に対する事務章等補助

家畜診療業務委託種牛等

LU同地営農等振興事業

山間地営農等振興事業補助金

程宮構造対策事業

米色彩選別機中人事業補助金
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(単位千円)

がんがい排水事業

用排水路改良　揚水機改修

作手下山地区県営農地環境整備事業補助金

県営緊急農地防炎事業負担金

Eg体営ほ場整備事業負担金

県営ほ場整備事業負担金

而土地改良区補助金

豊川用水施設緊急改築事業負担金

室川総合用水事業負担金

道のBR整備事業

五反EB公園(道の都)の整備

2-2-3　まちの賑わいと働く場が確保されている

主　な　事　業　内

1 ::､　　_

ふるさとJE用再生基金事推｡

企業立地推進事業

企業用地等開発推進事業

新城市企業立地奨励事業

商工業者融資対策事業

7,844

2 696

2.700

1 8.388

294.680

程営改善普及事業

商工会補助金

東海労働金庫預託事業

勤労者への住宅　生活費金融資の原資を預託

勤労者住宅費金融資預託事業

勤労者への住宅費金融資の原資を預託

新規雇用創出事業

企業説明会の開催

勤労者生活相談事業

勤労者の生活等に対する相談を月1回開催

男女共同春画に関する市民意識調査事業

市民活動サポート事業

生活環境業務推進事業

観光地美化整備事業

道路　河川等環境整備事業

市有地等緊急景観整備事業

都市公園　緑地環境実戦整備車業

住宅火炎等防火推進事業

防火水槽　消火栓維持管理事業

防炎施設等緊急点横及び台帳作成事業

学収図書館整備事業

作手歴史民俗資料館管理事業
DOS地域再生プランイベント会場整備事業

観光案内事業

企業誘致活動に係る裾善

企業用地開発に向けた計画の策定

立地企業への奨励金交付

商=業振興資金預託事業

中小企業の運転資金等に対する資金融資の原資を預託等

小規模事業者景気対策事業

中小企業に対する短期的な賞金融資の原資を預託等

商=組合中央金庫預託事業

中小企業組織金融の円滑化を促進するための預託

起業者支援費金預託事業

市内新潟起業者に対する資金融資の原資を預託

2-3　人が集い暮らす｢山の湊｣を創る
2-3-1快適に移動できる交通体系が整備されている

主　な　事　井　内

バスSE行事半

新東名関連事業

通称橘りょう管理一般事頼経費

道路維持事業

道整備交付金事業
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Sバス運行事業

地域公共交通活性化支援事業

その他市道

新東名建設によるJR魔切廃止に伴う市道整備

道路台帳の加除に係る軽費等

市道の維持に関する糧♯

市道相木線

道路改良工事､用地購入費等

市道八束穂県社線

道路改良=事､補償千等

市道八束穂県社撮( Il =区)

道路改良=事,用地購入費等

匂
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(単位　千円)

圭　有　事　羊

道路舗装事業

道路側5*改良事業

交通安全施設整備

公共補dt事業

E)田

8

橋梁長寿命化対策事業

社会淋考僻合別照準軍勢

市道須長繰

道路改良=事.用地購入費等

市道細ツプラ花ガラ擦

道路改良負担金等
市道八束穂1号線

調査測t設計委託.用地購入費等

市道柿平宮前潅

調査測王設計委託､用地購入書等
新城インタ-関連道路整備事業

用地購入費､補膚書等

市道黒瀬善夫禄

楕りょう改築負担金等

市道大島頼

調査測王設計委託等

市単独事業

市運名号中道線他1路線

市単独事業

市道黒沢緑化2路線

防護柵等市道の吏通安全施設設春

国県道関連

国県道事業に伴う市道整備

新東名関連

新東名事業に伴う市道整備

長寿命化修繕計画の策定

市道吉村線

道路改良工事.補償費等

2-3-2　快適に暮らせるまちになっている

E)

E)田

El

A

A

GI

中心市街地活性化対策事業′ "i,

準都市計画区域設定事業　範で

景戟まちづくり推進事業

水を汚さないムタにしない事業①

震後対策事業
耐寒診断事業

布地毛管摩梯

L簡易給水施設原水水草調査事業

【甘易水道事業特別鍬J
一般管理十

施設管理*

拡張整備事業費

中心市街地活性化対策推進事業

長篠地区における準都市計画区域の指定業務

景損を活かしたまちづくりに関する調査研究

合併処理浄化槽設置推進事業

合併処理浄化槽設置費補助金

62　　被災建築物応急危険度判定体制の整備

9 304　木造個人住宅耐震診断事業

無料耐震診断,耐震改修費補助

非木造住宅耐震診断事業

耐震診断書の補助

市営住宅管理事業

市営住宅(市内1 1箇所)の維持菅理経手

特定公共賃貸住宅管理事業

｢城山ハイツ｣の雑持管理経費

若者定住促進住宅管理事業

｢章谷ハイツ｣ ｢ヰ三平住宅｣の維持管理権幸

444

1.229.000

52.571 水道事業統合化推進事業

菅路台帳作成業務委託
■簡易水道基金耕立事業

機械電気設備改良工事等

作手簡易水道統合事業

作手EB原浄水場配水池等築造=事等

農業集落排水雑持管理事業

農業集湾排水建設事業

南都地区農業集落排水事業

巴地区農村総合整備事業

公共下水道管理事業

公共下水道建設事業

豊川流域下水道建設事業
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(単位千円)

主　な　事　兼　内　書

【地域下水道事業特別会計】

[宅地造成事業特別会計】

【水道事業会計】

配水設備拡張+

配水設備改良★

第6期拡張事業手　簡衛-

地域下水道の維持管理

長者平園地29区画の亮LJ出し

配水管布設=事

配水管布設挙工事等

川田受水場改修工事等

2-4　地域の文化と人を育む｢山の湊｣を創る
2-4-1歴史文化財が継承･活用されている

2-4-2　子どもが健やかに育っている

教育委員会運営事業

副読本購入事業

学校指導事業

教科書等購入事業

英語講師派遣事業

教科書採択研究会事業

児童生徒野外学習推進事業

学校生活適応指導教室推進事業

｢新城ハートフルスタッフ｣活用事業

学校教育研究委嘱事業
へき地教育振興事業

学事関係事業
いじめ対策事業

中学生海外派遣事業

韓国への生徒派遣

学寸交図書整備事業

研究研修事業

t'. E:

E3(喜)Ea

Ek:?＼8

8㊥田

E3㊥E3
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私立高等学校等讃美料補助事業

小学枚管理事業

通学章援助事業

教材整備事菓

就学援助事業

就学奨励事業

児童派遣事業

f一報教育推進事業

校舎耐震補強事業

体育施設整備事業旺･

山吉田地区新設小学佼建設事業

中学校管理事業

生徒派遣事業

体育施設整備事業②

幼稚E5)管理事業

衛生管理事業

健康診断事業

4.287　　市現職教育事業委託

教職員研修会事業委託

｢確かな学力｣向上事業委託

｢新城の三宝｣教材発掘　校内現職教育研修委託

学校が元気になる活動推進事業委託

複式教育研究委員会委託

小学校英語活動研究委員会委託

保護者負担の軽減と私学振興

小学校20校の管理権費

舟壱小学校校舎屋上防水工事

木の香る学校づくり推進事業

小中学生対象

小中学校の理科教育備品の整備

小中学棟の要　準要保護児童生徒就学援助

小中学校の特別支援教育就学援助

体育大会　芸術鑑賞教室への派遣費助成

小中学校教育用コンビュ-ターリース

東郷東小学校校舎耐震補強事業

舟壱小学校屋内運動場耐蔑補強事業

新設小学校建設に係る実施設計

中学校6校の管理権♯

体育大会　音楽会等への派遣*助成

八名中学校屋内運動場改築事業

幼稚園2園の管理経費

小中学校の衛生管理

園児　児童　生徒の健康診断程費

235.661

3.465



(単位千円)

主　な　事　業　内　等

青少年健全育成事業

成人式の開催等

2-4-3　いつでも学べる場が用意され　文化　スポーツ活動が盛んに行われている

主　な　事　業　内　曹

城市文化事業

民文化講座開設事業

受化団体支援事業

市民スポーツ積興事強

寺山歴史文化考証虎管理

地域文化広場の管理費

地域文化広場改修事業

文化事業の開催

文化講座の開催

文化協会への支横

全国大会等出場者激励事業

新城マラソン大会開催事業

市民ウオーキング支援事業

体育協会､スポーツ少年Eglへの補助

鬼久保ノSlれあい広場管理事業

B&G海洋センタープール改修工事

市民体育館管理事業

青海緑地公園管理事業
ふれあいパークはうらい管理事業

桜淵いこいの広場管理事業

夜間照明施設管理事業

学校体育施設管理事業

社会教育活動支援事業

各種社会教育活動Egj体補助

家庭教育推進事業

土曜親子ふれあい教室(料理　工作教室等)開催

生SEE学習推進事業

生涯学習市民大学講座　趣味,生きがい教室の開催

頼子せせらぎエリアの開設

生涯学習支援事業

生涯学習活動費補助金

eZ)書館管理運営

128.337

402.1 93

3　安全･安心のくらし創造
3-1健康に暮らせる｢山の湊｣を創る
3-1-1地域の医療体制が整っている

事業名 仞�ｧ｢�主な事業内曹 

鮒対策事業 S �3偵�sr��ゅ�ヲ�在宅当番医制運営事業7.237 

第1次救急医療対策事業966 

第2次救急医療対策事業30,974 

∵子'∵叶や �3r��ィ�3B紊#��7d������救急医療確保経費272.603 100146 

ヘき地底*支援事業 -i</I. �3ビ丿ﾙ]ｹ�鞜Hﾆ���B縱�h鳧ｭH､��i|8ｷ�-�ﾝﾙ�闔9|8���霄ﾘ峇�

間者書事業 ･飽民健康保検診療所特別≦崩 途紊C"��モﾃ���� 

3-ト2　みんなが健康づくりに努めている
圭　fJ.h　事　兼　内　容

健康診査事業

機能訓練事業

訪問指導事業

健康手帳交付事業

健康教育事業

健康相談事業

@ 予防招種事業

地域自殺対策緊急頚化基金事業

体育薄導事業

生涯スポ-ツ振興事業

市町村対抗駅伝大会参加経書

細康保険事業特別会計l

73.…32I硝対策への講演会､機会等の開催

3 1 49　　体育指導員の各種研修会への参加

1 321少年スポーツ活動育成事業

各種スポーツ教室の開催

市町村対抗駅伝大会への支援
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(単位千円)

3-2　みんなで支え合う｢山の漢｣を創る
3-2-1地域で子育てを応援する意識が広がっている

主　な　事　業　内　容

Elせ､

El

h新

すこやか子育て事業

礼砲児等他称蛮事兼

書産児王相談事実

字ども手当支給事業

市38児手当支給事業

児童扶養手当支給事業

母子生活支援事業　怒浄水

母子自立支援事業

手とも医療*助成事弊ゝ　繁

母亭棚虐轟潮力舶
児童館運営事業

地域子育て支鎌起シター事兼

社会教育事業③

放課後児童対策事業

ファミリーサポート事♯

子育て短期支援事業

保育所管理事業

葡児保育事業
産休　育休代替深紺
へき地保育所管理事業

へき地保育所園児保育事業

おおぞら薗管理運営事# ".,/

勧保一元化推進事業

乳幼児健康診査事業

母と子のすくすく健診事業

妊婦健康診査(1 4回)､不妊治療への助成

児童に関する相談受付､助言､指導業務

中学校修了前全児童への子ども手当支給

市単独での遺児手当支給

児童扶養手当支給.父子加算の追加
DV被害母子の生活支援

母子自立に関する助言,指導等

子ども医療費助成事業

対象者(通院)就学前まで(入院)中学校卒業まで

(県補助事業)

市医療費助成事業

対象者(通院)小学校1-6年生

(市単独事業)

保険診療に係る医療費の自己負担分を助成

児童鹿に係る施設管理経費
3箇所の支援センター(千林東保育園､長篠保育園､

作手保育園)に係る施設管理経費､ 22年度より長篠地区開設

子育て支援ガィドフック作成経費

乳幼児期家庭教育ふれあい推進事業
1 0箇所の児童クラブ運営軽費

会員相互の育児活動支援

短期入所生活支援

保育所1 6園分の施設管理運営経費

産休　育休取得者に代わる臨時保育士賃金
へき地保育所1園分の施設管理運営態章

簡易心身障害児母子通薗施設の管理権辛

市民模討委員会設置､講演会開催程章

5.163

33.745
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3-2-2　だれもが生きがいを持って社会に参加している

主　な　事　業　内　容

#害者福祉事発

E)

なー　ノ-, -

生活保等安定榊
鉄助事業

希祉給付金支冶事井

草期高齢者福祉医療柵側
高齢者福祉事業

デイサービスセンター運営事♯

介護支援センタ-運営事業｣

♯害者助成事業

ft害者自立支離,

･　　　TLL外　Ll

障害者就労支援奨励金支給事業

共同生活介護　共同生活援助補助事業

成年後見制度利用支援事業

重症心身酵害児壱短期入所利用支援事業

5.724

50.423

36.452

31,218

14.745

5.256

1.157

36,960

74 Bワワ

1,311

433,41 8

社会福祉協議会への運営棄補助等

障害者福祉運営対策事業

在Ej外国人福祉手当給付事業

生活保護法の適正運用等に関する経費

生活保護薫

住宅手当支給事業

独り暮らし高齢者に対する医療葉助成

寝たきり高齢者等に対する医療費助成

介護予防　地域支え合い事業

要援護老人の簡易なEj常生活援助

虚弱高齢者支援事業

適所サービスの提供

社会福祉法人介護サービス利用者負担減額措置助成事業

高齢者福祉タクシー料金助成等外出支援サービス事業

史の細居住提供事業

高齢者能力活用推進事業

シルバー人材センターに対する助成

敬老金支給事業

地区敬老会援助事業

老人ホーム入所措置事業

施設管理章

入所福祉事業

寿楽荘でのデイサ-ビス事業綬章

寿楽荘運営事業

介護支援センター運営事業

介護保険法によるケアプラン作成等軽費

地域介護　福祉空間整備事業

特別障害者手当等給付事業

身体又は精神に重度障害のある方への手当支給(Eg制度)

障害者手当兼合付事業

各障害者に対する手当支給(市単独事業)

障害者福祉タウシ-助成事業

支給決定事業

介護給付事業

高額障害者福祉サービス､介護冶付､利用計画作成費

補装臭給付事業

自立支援医療給付費

相談支援事業

障害福祉に関する相談窓D開設裾章
コミュニケ-シヨン支援事業

手話奉仕員派遣縫章

日常生活用支給付事業

移動支援事業

外出支援や余暇活動のためのヘルパー派遣軽費

地域活動支援センター事業

地域活動支援センター開設のための委託縫千等

身体障害者訪闇入浴サービス事業

更生訓練薫給付事業

実習及び訓頴に要する経費を支給

職頼委託事業

日中一時支援事業

身体障害者自動車改造援助事業

身体障害者自動車運転免許取得援助事業

事業円滑化事業

事業運営円滑のための助成

適所サービス利用促進事業

施設利用時の送迎草用負担軽減

移行時運営安定化事業

自立支援法上の事業へ移行した場合の報酬差額分の助成

新事業移行促進事業

自立支援法上のサービスへ移行した事業所への-定助成

就労系サービスの利用Ej数に応じた奨励金の支給

ケアホーム､グループホーム実施事業所への補助

631

4625

1 7.622

57.255

33

1

7

　

　

8

2

6

　

　

5

　

　

9

2

　

　

3

　

　

9

0

U

 

O

5

0

0

0

　

　

0

　

　

0

　

　

1

6

∩

′

　

　

5

2

3

　

　

5

　

　

6

6

　

　

9

　

　

2

3

　

　

2

2

0

0

8

　

　

7

　

　

4

　

　

2

1

6

　

0

5

-

･

　

1

　

2

4

　

8

　

-

1

　

　

　

7

3

3

1

4

　

.

 

1

　

0

5

3

　

　

8

6

1

　

　

　

　

　

　

0

3

　

　

9

　

　

3

　

　

　

　

　

　

3

　

　

　

　

1

　

　

2

　

　

4

4



主　な　事　業　内　容

難病患者等居宅生活支&事業

律害者医療費助成事業

精神障害者医療費助成事業

【老人保健特別会計】

【後期高齢者医療特別会計】

[介等保険事業特別会計】

保倹給付*

難病患者への日常生活用具の給付など生活支ま劉こ

係る扶助的経費

保険診療に係る医療費の自己負担分を助成

保険診療に係る医療費の自己負担分を助成

医療諸費

後期高齢者医療広域連合納付金

保険事業費

介護サ-ビス等諸費

介護予防サ-ビス等諸費

高額介護サービス等費

特定入所者介護サ-ビス等費

介護予防事業費

包括的支援事業費　任意事業費

3-3　安全に暮らせる｢山の湊｣を創る
3-3-1災害に強いまちづくりができている

主　な　事　業　内　容

急傾斜地崩壊対策事業

防炎対策整備事業

庁舎改修事※

防炎施設　設dB管理事業

災害対策一般事務経費

家具転倒肪止用具普及事業

自主防炎組耗活動推進事業

消防活動事業

予防活動事業

消防施設･設備管理事業

消防施殻･設備整備事業

2 250　　長篠本郷地区､玖老勢地区

4 493　防炎用資機材等備蓄事業

備蓄用非常食.トイレ用テント　投光機等整備

20 454 !　非常電源増設工事等

18971 ;通信機器管理事業

1 29 ■防火思想普及事業

各種団体援助事業

而女性防火クラブ補助

35 051消防庁舎管理事業

消防更両管理事業

消防水利管理事業
155 473　消防水利整備事業

耐震性貯水槽の設置

消防車両整備事業

化学消防ポンプ自動車､水槽付消防ポンプ幸､

高規格救急車

消防通信指令システムを豊橋　豊Jll　蒲郡市との

共同運用

消防団員分

消防Eg]活動助成事業

消防団行事開催事業
コミュニティ消防センター　消防詰所管理事業

消防団]車両管理事業

コミュニティ消防センター　消防詰所整備事業

作手地区への消防詰所建設

防火衣用手袋購入

1 4.050

4.921

2.357

8.754

2855

79

50

17,169

1 2,081

5.801

33,457

122,016

■■●　-
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3-3-2　地域く"るみの安全対策が進んでいる

主　な　事　#　内　管

安全安心事業

交通安全対策事業

【再掲7緊急雇用創出基金事業

地域防犯対策

交通安全啓発事業

住宅火炎等防火推進事業

住宅用火炎警報器の普及促進

消費生活相談を月1回開催

消費者行政活性化事業

消費者被害防止のための講演会の開催等

4　環境首都創造

4-1環境首都｢山の湊｣を創る
4-ト1環境への理解が浸透している

主　な　事　兼　内　容

企画調整事業③

JL来寺山自然科学博物館管理事業

JL来寺山自然科学博物薦遷宮事業

COPIO関連事業

鳳来寺山自然科学博物鋸の管理費

特別展　自然観粟　野外学習会の開催

4-1-2　良好な自然環境が保全されている

主　な　事　兼　内　容

緊急農地等防炎事業

水辺環境整備事業

&地　水　環境保全向上活動支腰

t再掲】水源林対策事業

(再掲】森林整備地域活動支漂事業

(再掲】森林冶合産業の創出事業

水を汚さない･ムタにしない事業②

老朽ため池等整備事業

県営緊急農地防炎事業による改修(川上池.凡池)

重J l l池の改修に併せた池周辺の一体整備(県営事業)

環境保全向上活動支援事業負担金

水源林対策事業補助金

水源林保全流域協働事業補助金

計画的　一体的な森林施業の支援

市民参加の森づくり推進事業

水質浄化　管理事業

水質保全　水源滴養事業

準用河J l L五反EB川

河川改良工事等

普通河川連日基川

市道吉村頼整備と併せた河川改良

24.780

18.302

924

136

4-1-3　地球温暖化防止に向けた循環型のライフスタイルが浸透している

主　な　事　*　内　容

田㊥

監

A h薪

E1 8

特撮可能な市民自治社会推進事

ゼロ　エミッション事業

廃棄物減量化･升漕再利用推進事業

廃棄物処理事業

エコオフィス推進事業

家庭や事業所への取り組み
エコアクション推進事業

環境保全　改善活動への取り組み

エコガバナンス推進事業

市民みんなで取り組む仕組みづくり

生ごみ処理器等設置補助　環境美化活動

収集処理事業

収集運搬事業

有害廃棄物対策事業

粕大ごみ収集処理事業
クリーンセンター西側整備事業
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11財政ビジョン

11-1財政基盤の充実強化
11-1-1財源の確保に努めます

㊦8

(単位千円)

主　な　事　兼　内　容

市民税賦課事業

資産税賦課事X

軒課管理事業

轍収管理事業

収納事務嘱託員程*　ー

匝定資産評価替事業①

自治人事制度検討委員会経■

滞納整理実施に伴う経費

標準地等地価調査事業

｢新城版　人事院｣の創設

1ト1-2　負担の適正化資産の活用を進めます
主　な　事　業　内　寧

普通財産の管理経費

普通財産の台帳情報の整備

ふるさと納税推進事業

団定資産全章調査事業

普通財産管理事業

財産情報管理事業

準画調整事業④　W
包定it毒評価巷事業②

1 1-2　歳出構造の改善と財政運営の健全化･効率化

1ト2-2　歳出の抑制に努めます

王　fJ.>　事　暮　内　容

㊤ta 弓再掲】自治人事制度模討委員金程* ｢新城版　人事院｣の創設

12　行政改革ビジョン
12-1市民参力口と協働の推進
12-1-1市民参加の機会を示します

主　な　事　業　内　容

准合計画推進事業僅)

埼合計f稚3&事兼

総合計画市民委員会運営事業

民討議会開催事業

12-1-2　行政手続きを明確にします

主　な　事　#　内　容

回定資産評価審査委員会開催に伴う諸経費

12-1-3　地域内分権を進めます

主　な　事　兼　内　容

呂三ロ
地域内分権調査推進事業

地域計画策定支援事業

12-2　事務事業の見直しと行政評価制度の導入
12-2-1事務事業を見直します

12-3　組織機構の見直しと定員管理の適正化
12-3-1組織機構の見直しを進めます

主　な　事　業　内　容

庁舎等建設基金和文

庁舎建設事業 庁舎建設研究事業



13　人材育成ピジョン

13-1人材の確保と育成
13-1-1優秀な人材を確保します

主　な　事　業　内　容

事管理一般事務擢

13-1-2　人材を育成します

主　な　事　業　内　容

派遣研修　自主研修の充実

14　情報ピジョン

14-1市民との情報共有･情報交換の推進
14-1-1行政情報の公開ルールを定めます

主　fJ.h　事　業　内　零

報公開制度推進事業

保護制度推進事業

情報公開審査会開催　制度運営に伴う諸経費

個人情報保護審査会開催　制度運営に伴う諸種膏

14-2　情報技術を活用した行政サービスの推進
14-2-1情報技術によるサービス向上を進めます

主　塔　事　#　内　容

El

四

半の他

日

田

口

田

子入札半人事業 電子申請　電子入札の実施程辛

三喜章二
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平成(21 )年度

決算状況

市句村名 ��h�倡8ｹ�ﾘ6茜�#3##���市町和声型 �X耳�｢�

所在地 �I&ﾘﾊy�h�倡8鬩�i�ﾉISiMI&�,ﾃ��(2ー)年度交付税 種地区分 漠&��uBﾓ"�

区分人口 劔劔lｨ���劔�ﾈﾏｹjy7��XﾏｴｧI(hﾇ��剋Y業横道 

l五 ■ �17年(17年10月lEl)52.178人 劔鼎湯���ｵ��剴��Y�ﾆC���#C9�ﾂ��17年2.875人10.731人13.966人 

499.00bJ 劔 劍��Vﾒ���紕S3ゅ担S�縒R����

I+加宰△2.7% 劔��ｨ耳�｢R�劍�#�纈S2絣R�

台12年3.135人11.766人13.745人 

佳台 氏 暮 本帳 �50.948人 16.602世帯 劔�,ﾈﾘy[��8ｻR�剪� EDr10.9%41.1%48.0% 

[2T].3.31---｣江迎2-------A-. 16.531世帯 劔倡7��ｩ�x邵ﾗ2�D霾膩｢�劔[ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ��?｢�� 

区分 劔平成【20】年度 劔兌ﾙ�ﾂ�#�僖�7��劍ｾiZ｢�劔xｩ�ﾙ9��凾ｳ旨定母体書の状況 

lJL人■●A 劔千円 21.564.137 劔��x冷�#2縱32�#�b�劔^倬gFﾄ･7､菱���劔�x冷���緜モ纉#r�剪�ﾗ (都市開発) 旧二唱 T町村qI 山も 過疎 指数表芸定 

2Jk出漁glB 劔千円 20.440.861 劔跳�ﾒ�#"緜Cb��C��劔^弗俥�ﾝｨ�?ﾆwB�劔�x冷�b縱S"ﾃ3���

3A^禦ぎ引■C 劔千円 1.123.276 劔��x冷����ビ��sR�劍�����X�?ﾄ傚��劔�x冷�ゅccb纉s��

4芸等宍妄言呈D 劔千円 109.407 劔��x冷��S�縱sB�劍�ﾈ��(h.(�ﾈ���劔�x冷��B紊S���3��

5*1収支E C-D 劔ア千円 1.013.869 劔�49�x冷��3R�3���劍ﾞ��ﾙ|ﾘ轌�B�ｙ>�,ﾙ%�D�7��剴��b���緜2��土地熊発公社 

6事年女収支F 劔千円 113.035 劔�42ﾘ4��x冷��ｨ�CsゅSc��劍�eD�(迚NIzb�劍v��b絣�剞ﾝ立の㊨J無 投立年月E] fl楕保証額千円 4.000.000 

71正金(財書)G 劔千円 331.008 劔��x冷�3��縱���劍ﾏfGBｹNIzb�剪R�ﾆﾂ�2�

8■上dE還全H 劔千円 9.339 劔��x冷�32縱c��劔Oﾈ��ﾏh���NHﾜ��ｙ>�,ﾓ9|ﾙD饉ﾘｼ��剴���2R��ﾂ�"��

9l立(貧富)榊L 劔千円 ○ 劔��x冷��#b�����劍��zy��*(ﾝﾘ7｢溢ｹ**HﾏR�GI^仞�I<�.�?､&wHｾ���劔�x冷�B紊�2���"�事務の共同 

ー0甥誓腎支J 劔千円 453.382 劔��x冷��#偵塔2�劔&饑ｸ��ﾋｸﾝﾘ7｢�劔�x冷�#2縱�r縱Cr�剪n理の状況 

交通光害 横網高ポ壱医頼 
区分 劔,闖Y�D��刹距ｿ月額B 劔 剿eH�����ﾈ�8��鳴�劔�x冷���

()は一般行枚葡 -■■■ 剪�#����ﾂ�c����189.075 劔(344.625)円 310.979 劍�揺饕ｨ�?ﾂ｢�劔�x冷���

うち技能労務載 剴S���13.731 劔269.235 劔7�&隍ｩJﾘｮ霎��劔�x冷�c���8ﾖ��

うち満広ち職員 剴�#���31.988 劔264.364 劔<�¥ｩi�9��

鞍書公7*JL 剴#���6.351 劔317.550 劍ｾiZ｢�弌ﾉ.�H�D霾膩ﾂ�� 

tP-1■ 剴���0 劔○ 劍�9+r�買#�ﾃ����刮~ 925.000 

合計 剴c#���195.426 劔311.188 劔Yｸ�9+r�買#�������775.000 

公 I 事 調ｹm��豫陷ｲ�假ｸ辷ｧ｢�剌全a会計からの 浪人好 劔■■ 仆8孜+r�買#�貳ﾆﾂ��680.000 

上水) 刪� 剞迚~ 9.475 劔�x冷�3���モ�剴���iAe■I 僣17.10.1 剴Cヲ�����

工業用水) 刪� �2288 剴��剴��■*a■4 僣17.10.1 剴C�偵����

1易水St 凵｡ �3.707 剴#�ゅ3#��剴���■去SJA 僣17,10,1 剴3s"����������

JI暁 �-希書 凵｢328.963 剴���3b經#2�剴#�B� � 剪�

EZ尽せ康保険 凵･ �6,454 剴##偵cモ�剴�� � 剪�

EEL ■ 亶X��ﾌ兢ｸ���ｲ�■ �5.152 剴�ゅssR�剴���区分 劍ﾙ�]ｹuﾘ馼��劍V人医dt会f十 

i 冦��ﾈ孤B�����迭�#s���0 劔0 假ｸ辷ｧ｢�剞迚~ 6.454 劔�x冷�R�#s��

0 弔ﾓ�ｲ｣����ﾂ�唐繝C���552.573 劔ll ��剞迚~ 229.688 劔�x冷���

tt 兌�Hｿ2雹ﾅ��r���｢�����0 劔5 ��?ﾉ�)���B�冲I+ 7.382 劔�x冷�

千 佰hｺH岔�Y;������釘縱3���241.000 劔9 儂ﾙ]ｸﾊ�(神�剞l 13.518 劔�)���

一■射† ～ 凵` �1.812 剴唐�����剴2�-世帯当リ 保険税れ定■ 劍冷��C���SR�剞l 

宅伽を■ 凵� �71 剴��剴��禎保障者-人当リ サ弾やJlせ■ 劍冷�sr���2�� 

後鼎高書B着 き■ 凵� �10.990 剴S3���C2�剴R� 劍冷�#�33���刮~ 

(注) (21)は調査年度[20]は調査前年度((22))は調査次年度を記入｡
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市町村名 劔�h�倡2�劔■丑 刧U一〇 劍��.粟�uｨ�kﾂ�劔 

歳入 劔劔剞ｫPZBgNt出 

区分 劔6ﾈ�����構成比 剴F常1掛畑K 勍Kの一成比 刹謨ｪ 劍.(�����匁ﾉ�ﾉNB�刪齒{一寸書 � 佝ｨ�ﾒﾙLｨﾞ�ﾋ��剩･r�

地方税 劔�x冷�s3CB經澱�㌔ 30.9 剞迚~ 7.080.496 刧` 51_0 剞l件* 劔�x冷�R經3偵S�������#B絣�剋錻q 4.956.582 劔�x冷�BﾃC湯腑�2�剩��3�絣�

地力■与我 剴3C偵ツ"�1.5 �349.862 �2.5 凾､ち職員槍 剴2�3s"��3����B纈��2.875.120 剴"繝��#c��剴�宝��

利子書ー交付金 剴#ゅ#�R�0.1 �28.205 �0.2 剄a助■ 剴�縱3"�##��途綯��83 偵鼎r�塔3�ﾃ3�B�剴Rﾃb�

配当★交付金 剿ﾆﾂ繝#b�0.1 冤l.826 �0.1 剏��｡ 剴"纉Sr�3�����2ﾃ���2.90 鼎�R��"ﾃピ�緜SB�剴�偵R�

5.777 �����迭縱sr�������>��炅�元利JT遺金 �2.957.380 �13.1 剴"纉��415 �2.871.654 劔19,5 

511.202 �"�"�鉄���#�"��2縒��-EB古人金利子 �0 �0.0 剴���0 劔0.0 

117.114 ��絣��?｣r���B���繧�傅ﾈﾇb��10.229.111 �45,2 剴ゅc�2纉CB��8.200.971 劔55.6 

0 ����������ﾃ��兒以���2.792.663 �12.3 剴"��ｳ3偵��"��1.894,178 劔12,8 

軽油.自動車 取得税交付金 剴�途繝3��0.8 �197.831 �1.4 僮+++lI 剴�sR縱s����繧��150,186 剴�3ゅ�#B�剴�纈�

地方特例交付金等 剴�3R�3���0.6 �135.301 �1.0 凵｡tZ)*I 剴"縱3b紊3����"����1.734,811 剴����ゅc���剴b繧�

強力交付税 剴R經s��#�B�23.5 �4.913.414 �35.4 剪t立食 剴c#Rﾃピ���"繧��60 偵C3�����剴����

書3h交付税 �4,913,414 �#�縒�釘纉�2紊�B��3R紕����587.198 �2.6 剴Sb�.398 �435.000 劔2.9 

特別交付税 �656,800 �"繧���������估ｨ�ｾ���1,889.445 �83 剿偵sR�.331 �1.431.714 劔9.7 

小計 剴�B�#s�纉#��60.2 �13.351.028 �96.1 � 劍�ｲ�������0 剴��剴����

10,662 ��������緜c"�������8ｩ^�4�ﾈ�R��3.609.636 �15.9 剴�紊��纉S��刮n常収支比率 88.8% 94.4% -般財源冶額 ラスパイレス指数 

338.539 ��紕�����������うち人件■ �155.699 �0.7 剴�R�430 

使用料 剴Cs"纉cR�2.0 �29.743 �0.2 剴� 釈 超､鍛ｲｲｲ��2經釘�3S����R繧��1.47 鼎#"�

手放科 剴�3R纉�B�0_6 �0 �0.0 剿�ﾈ���##偵#C2��2縒��6 �#���

国庫支出金 剴"繝�b纉Cb�ll.8 �0 �0.0 劍����"縱32經Sb���"����1.39 涛C��

○ �������������凵｡ 幽��^���b｢�31.559 �0.1 剴��273 

■l支出it 剴��3�r�#32�5.5 �0 �0.0 劔[���YﾆﾄUﾘ馼ｼb｢���R�#s��������1 鉄#��

船主収入 剴sゅ3s��0.3 �14.768 �0.1 劍�ｼi�鞜H馼ｼh�｢�韮�������0 

書柑仝 剴ゅ��r�0.0 �0 �0.0 � 剪���� 

*入金 剴##b緜S��1.0 �0 �0.0 � 剪���� 

*4* 剴���#2ﾃ#sb�4.7 �0 �0,0 � 剪���� 

托収入 剴��#�"紊���5.1 �479.103 �3.5 � 剪���� 

地方債 剴�縱S�ﾃ#���7.4 �0 �0,0 � 剪���� 

言十 剴#2縱32�#�b�100.0 �13.885.304 �100.0 剄㈹v 剴#"緜Cb��C����������17.131.161 

市町村民税 劔劔劔冦ｩ4兔｢�劔��(��

区分 劍ﾈ云乂｢�萌I�ﾉNB���ﾘﾋ越b�竸�$譜8iz"��XﾊﾃsR�剄I通辞税分 収入済頼 仞iZ｢�劔6ﾈ�����剽p成比 剪ﾙLｨﾞ����

書3&税 劔�x冷�r��SR縱s����"��澱�����｢��#B�2���x冷�r紊�"���R�剞迚~ 0 ��橙｢�劔�x冷�#3r��#b�凵� 1.0 劔�x冷�#3r��#b�

内 釈 倡9*ﾉ�ｦﾈﾌ)�ﾉZ｢�ｷY�Vﾉd��ﾉZ｢��"緜3"緜S2��3U����#�縒��"纉�b��SR��0 白ｲ｢�剴B緜#ゅS#b��20.4 剴2紊ィ���B�

347.108 �4.7 凵｢40.6 �444.ー05 剴��民生* 劔4,769.156 剴#�����3.119.380 

田定十連戦 �3.721.531 �50.7 凵｢0.6 �3.681.247 剴��+卓I 劔2.771,446 剴�"�"��2.445.171 

堆白b+税 �113.931 �1.6 �2.3 �113.075 剴��931+ 劔133.095 剴�綯��110.141 

7T町村たばこ税 �240.548 �3.3 凵｢4.8 �247.433 剴��+ヰ*tt■ 劔1.019.195 剴B絣��554,221 

鉱産税 凵� �0.0 �0.0 凵� 劍���商工十 劔716.867 剴2�"��678.635 

特別土地保有税 �0 �0.0 �0.0 �0 劍���i*+ 劔1.894.160 剴ゅB��1.007.286 

法定外書5&税 �0 �0.0 刄�.0 �0 剴��jA恥■ 劔1.572.727 剴b纈��793.029 

教育+ 劔1.931.185 剴ゅR��1.783.114 

目的税 剴#モ繝#R��2纈���#�������0 �ｨ��ｸﾈ�｢�剴�R�#s���0.1 剴�2經#��

内 脈 ��ﾃT��R��#B縱#R����2���#��"�劔0 �8h�����剴"纉Sr�3����13.1 剴"纉�R紊�R�
事#所瑞 �0 �0.0 �0.0 劔���沌支出金 劔0 剴�ﾃ���0 

-.8市計書税 �264.100 �3.6 �0,0 劔���有年粛■上充用金 劔0 剴�ﾃ���0 

氷､'刊■地益葛8 �0 �0.0 凵Z一0 劔��� 劔 剪�� 

旧法による現 剴������������劔0 ��剪�� 剪�

合書十 剴r�3CB經澱����������#B���途紊�"���R��0 佗b�剴#"緜Cb��C���100_0 剴�rﾃ�3���c��

適用税輩の状況 劔劔劔冲 lR ■ 刹謨ｪ 劍ﾋｹD��攣�YZ｢�刄�苔 剄�!十 

市町村民税 剴套��R��15.6% �93.9% 

市 侘"�■ 所得割対 傀��Yzh,處r� 劔劔 劔相t■JLq 剴唐絣��13ー3 �94.4 

村 ��ﾂ�� 劔劔 劔 剪�� � 

税分 剿���ﾉ�R�劍ｨH�ｳ"ﾃ2�����劔 劔 剪�� � 

合計(税全休) 剴唐紕�冤LlL: �94.4 
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市の第三セクター等
市が出資をしている第三セクタ-等は､晴)つくで手作り村､新城市土地開発公社､ (漸農林

業公社､ ㈱山湊の4団体です｡このうち､新城市土地開発公社に対しては､ 40億円の損失補償

を行っています｡また､農林業公社には､助成金(22年度予算は､ 5.294千円)を支出しています｡

これらの団体の貸借対照表･損益計算書は､次のとおりです｡

栴)つくで手作り村貸借対照表
(平成22年3月31日現在)

(単位●円)

資産の都 剳燕ﾂの部 

科目 仞�ｧ｢�科Ej 仞�ｧ｢�

【流動資産】 �#�ﾃC#BﾃSc"�【流動負債】 免ﾂ經sゅsC��

現金及び預金 ��B紊C2ﾃC32�買掛金 �"ﾃc���塔C"�

売掛金 田b繝cB�未払費用 釘縱ビ��#Cb�

商品 �3涛rﾃS#��未払法人税等 涛2��#���

未収入金 �2纉��ﾃc#B�未払消費税等 塔S��田���

預託金 澱ﾃ�#��預リ金 �2�#�"�鉄#"�

【EE]定資産】 ��繝SBﾃ3S��預リ金(源泉税) ��r��33��

E有形固定資産】 ��繝3づCs��EE5]定負債】 釘纉c�������

車両運搬具 釘�����長期借入金 釘�960 �����

工具器具備品 ��繝3BﾃCsr�負債の部合計 ��b�538 都C��

【投資その他の資産】 ��Rﾃャ��純資産の部 

出資金 ��Rﾃャ��【株主資本】 澱�8�������

資本金 釘�"�"�"�200 �����

利益剰余金 �540 �����

その他利益剰余金 �540 �����

繰越利益剰余金 �540 �����

(うち当期純利益金額) ���333 都c��

純資産の部合計 澱�740 �����

資産の部合計 �#2�#sづ�#��負債及び純資産合計 �#2�278 涛#��

栴)つくで手作り村損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(単位●円)
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平成21年度新城市土地開発公社貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(卓　卑　し(　部)

1流　動　資　産

(1)現金及び預金

(2)未　　収　　金

(3)公　　有　　地

(4)完成土地等

(5)開発中土地

流動資産合計

2　匡)定　資　産

(1 )投資その他の資産

ア　長期定期預金

投資その他の資産　計

E5定資産合計

資　産　合　計

1流　動　負　債

(1)未　　払　　金

(2)短期借入金

流動負債合計

2　匡】定　負　債

(1)長期借入金

EEl定負債合計

負　債　合　計

1資　本　金

(1)基　本　財　産

資本金合計

2　準　備　金

(1)前期繰越準備金

(2)当年度利益

準　備　金　　　計

資　本　合　計

負債及び資本合計

135.1 50.558

16,81 2.600

1.648.81 1.128

351,71 0.542

291.908.922

7,700,000

7,プOO.000

〈　負　債　の　部　》

0

1 ,589,934,537

99,528,471

〈　資　本　の　部　》

7.700.000

735.1 1 5.477

1 9.81 5.265
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(単位　円)

2,444,393.750

7.プOO,000

2.452.093▲750

1.589.934,537

99.528.471

1 ,689,463.008

7.700.000

754,930,742

762,630,742

2A52.093.750



平成21年度新城市土地開発公社損益計算暮

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

1事　業　収　益

(1)公有地取得事業収益　　　　　　　0

(2)土地造成事業収益　　87,003.475

(3)附帯等事業収益　　10,765.900　97.769.375

2　事　業　原　価

(1)公有地取得事業原価　　　　　　　0

(2)土地造成事業原価　　70,338.475

(3)附帯等事業原価　　　　　　　0　70,338,475

事　業　総　利　益

3　販売費及び一般管理費

(1)人　　件　　費　　　　60.000

(2)軽　　　　　　費　　　4,188,460　　4,248.460

事　業　利　益

4　事業外収益

(1)受　取　利　恵

5　事業外費用

(1)支　払　利　恵　　　3.760,142　　3,760,142

経　常　利　益

当　期　純　利　益
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(単位　円)

27,430,900

23,1 82,440

19.815,265

19,815,265



財団法人農林業公社しんしろ　貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

Jゝ

LL)

(単位:円) 

資産の部W 刹`盛:-ン.--.≒:'儀表遜 儿俐(,ﾉ72� 

科白 仞�ｧ｢�備考 �盈｢�金額 儖Xﾖﾂ�

Ⅰ.流動資産 �3BﾃツBﾃ�S�� �B騷ﾉ:餽俐"�7.172,831 未�

1.現金 �����騅�8ｨｾ��0 

2.普通預金 3.滴価償却引当預金 ��ﾃ�sづ#c����ﾃS��縱Cr��"駛)ZXｾ��5,469.087 

3.未収金 湯ﾃン2縱s���2陋ﾈ�8��N��R�1,703.744 

4.仮払消費税 5.受託立替金 6.棚卸し資産 ��經Sづピ2���ﾆﾂﾃ�3"ﾃS���釘�%ｨｯｨ妺?ﾈｾ��0 

流動資産合計 �3BﾃツBﾃ�S�� 凛ﾉ:餽俐(ﾘxﾇb�7.172.831 ��

Ⅱ.固定資産 ���2��cbﾃ�モ� �YOｹ.厩俐"�2.762.577 ��

1.基本財産 rj �������������������Xｸｹu闖�9hｾ��0 

(定期預金) 2.その他65)定資産 ①農業機械 (台車輔運搬具 (卦什器備品 ��2��cbﾃ�モ�r縱SbﾃCCb�Rﾃ#�偵S�R����ﾃ##r��"�+xｯｨ妺?ﾈｾ��2靈��霍�初9hｾ�}ﾘﾇhｧ｢�0 2.76乙577 

国定負債合計 �"縱c"ﾃSsr� 

負債合計 湯ﾃ�3RﾃC��� 

正味財産の艶■- 

正味財産 前期繰越正味財産額 (うち基本財産額) 当期正味財産増加額 ��3rﾃ涛B纉3���3bﾃS�r�#�"��紊ビﾃs#r� 

匿)定資産合計 ���2��cbﾃ�モ� 

正味財産計 ��3rﾃ涛B纉3�� 

資産合計 ��Crﾃ�3�ﾃ3Cr� 儿俐(ｷ�-��9j�ﾞ�蝌ﾘxﾇc�H8��3�ﾃ3Cr���



財団法人農林業公社しんしろ　損益計算暮
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)　(単位　円)

≡▲､--■■を ��

Ⅰ事業総利益 途�3#づC���

(1)農地貸付収益 澱經3rﾃ�s��

(2)農地貨イ寸直接費用 澱經3rﾃ�s��

農地貸付総利益 ���

(3)農作業受託収益 ��2縱C�紊S��

(4)農作業受託直接費用 ��"縱�ゅcs��

よ作業受託総利益 ��ﾃ�3"縱ビ�

(5)農林業機械賃借収益 ���

(6)農林業機械賃借直積費用 ���

A林業機械賃借総利益 ���

(ワ)農林産物生産収益 �#B�#cゅ��B�

(8)農林産物生産直接費用 ��ゅ#ィ經�b�

農林産物生産総利益 迭纉�2紊唐�

(9)交流促進事業収益 鼎偵C���

(10)交流促進事業直接費用 迭ﾃC���

交流促進事業総利益 鼎2纉�"�

(ll)環境保全型農業推進事業収益 (12)環境保全型農業推進事業直接費用 環境保全型農業推進事業総利益 ���

(13)農地売買事業収益 途繝#津3�"�

(14)農地売買事業直接費用 途經c���s��

農地売買事業紙利益 �#cゅ�C"�

Ⅱ事業管理費 �#���cb紊ビ�

(1)給料手当 ��B�3CR繝S��

(2)福利厚生費 ��經釘縱途�

(3)旅費交通費 �#r�#���

(4)通信運搬費 ��迭繝釘�

(5)消耗品費 �3"紊c��

(6)印刷製本費 ��#b緜3��

(ワ)使用料及び賃借料 ���"��#2�

(7)光熱水草 �#3Bﾃ3�B�

(8)損害保検料 鉄づツ��

(9)研修費 ��Rﾃ鉄��

(10)備品費 ��2纉#��

(ll)公租公課費 �#�ゅ����

(12)保守修繕費 �#��經sR�

(13)## 鼎�縱迭�

(14)会社* 塔�ﾃs#R�

(15)負担金及び協賛章 ��B繝#��

(18)減価償却費 �"縱c"經sr�

事業利益 Ⅰ事*外収益 蔦�"縱3ゅ�c��

14.225.795 

(1)基本財産運用利息 �3�������

(2)市等助成金 ��2紊�"繝Cb�

(3)預金利息 唐ﾃ田R�

(4)雑収入 鉄�2ﾃ塔B�

(5)機械更新積立金取崩収入 ���

(6)退職給与引当預金取崩収入 ���

縫常利益 ��紊ビﾃs#r�
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㈱山漢貸借対照表

(平成22年5月31日現在)

資産の蔀 劔■兼の都 

科目 仞�ｧ｢�刮ﾈ目 仞�ｻﾃｨ�Ｙ�ｲ�

【流動資産】 現金及び預金 �"ﾃcッ緜#b��2ﾃsc2ﾃ�����S�2ﾃ�#R�【流動負債】 買掛金 �"ﾃン��205.148 

売掛金 鉄3b�����剿｢払費用 �#�"�#S��

商品 仮払金 流動資産合計 (固定資産】 【有形固定資産】 建物 鉄3B��Rﾂ�501 881 剽ｬ動負債合計 ��

負債の郡合計 ��205,148 

1,072.862 劔mX��蝌,ﾉ78���

【株主資本】 資本金 利益剰余金 �3�ﾃ���ﾃ����i 5.070,885 

建物附属設備 ��CR�865 凾ｻの他利益剰余金 ��##B纉#偵��R�

車両運搬具 �#�b�プOO 剏J越利益剰余金 

工具器具備品 有形固定資産合計 回定資産合計 �����598 �(うち当期純利益金額) その他利益剰余金合計 利益剰余金合計 株主資本合計 鼎#���#��

1,513 ��#R��;△24.929.115 

i△24,929.115 

l 

純資産の部合計 ��5.070,885 

資産の部合計 ��迭�#sb��32�負債及び純資産合計 ��R�#sb��32�

㈱山漢損益計算書

(平成21年6月1日から平成22年5月31日まで)
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