
自主財源
79億1,206万円
34.1％ 

依存財源
152億9,849万円

65.9% 

自主財源
79億1,206万円
34.1％ 

依存財源
152億9,849万円

65.9% 

市税
57 億 762 万円　24.6％

※内訳別表

繰入金
2億 7,480 万円

1.2％ 
繰越金

5億 262 万円
2.2％

使用料及び手数料
2億 8,603 万円 1.2％ 

諸収入
7億 8,406 万円

3.4％

その他
3億 5,692 万円　1.5％

地方交付税 
64 億 3,340 万円

27.7％ 

国庫支出金 
35 億 7,621 万円

15.4％ 

県支出金
9億 4,481 万円

4.1％ 

市債
30 億 3,850 万円

13.1％

地方消費税交付金
4億 8,942 万円　2.1％

地方譲与税 
4 億 1,308 万円　1.8％

その他
4億 306 万円　1.8％

総務費
46 億 1,861 万円

20.9％ 

民生費
44 億 3,428 万円

20.1％ 

衛生費
31 億 7,923 万円

14.4％ 

土木費
10 億 5,137 万円

4.8% 

教育費
36 億 7,988 万円

16.7% 

消防費
11 億 8,408 万円 

5.4％

公債費
26 億 2,703 万円

11.9% 

商工費
2億 446 万円
0.9%

農林水産業費
8億 6,788 万円 3.9％ 

諸支出金
360 万円  0.0%

議会費
2億 1,456 万円 　1.0％

歳　入

232億1,054万円

歳　入

232億1,054万円

歳　出

220億6,498万円

歳　出

220億6,498万円
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一般会計歳出の状況
　歳出の費目別で第１位は総務費で全体
の 20.9％を占めています。続いて民生費
（20.1％）、教育費（16.9％）、衛生費（14.4％）
となっています。
　それぞれの費用で主な内容は下記のとお
りです。
総務費
�・定額給付金給付事業（繰越含）
　　　　　　　　　　　�����９億 649 万円
�・地域振興基金積立事業�����７億 6,597 万円
民生費
�・障がい者自立支援事業　�４億 4,494 万円
�・�生活保護者扶助事業　�����４億 3,326 万円
教育費
�・中学校施設整備事業（繰越含）
　　　　　　　　　　　　10億 118 万円
�・情報通信技術環境整備事業
　（小学校・中学校合算）��　２億 5,250 万円
衛生費
�・国保成東病院解散に伴う清算事業

　６億 720 万円
�・山武郡市環境衛生組合負担金

　４億 9,729 万円

山武市の比率 早期健全化比率 財政再生比率
実質赤字比率 - 12.85 20.00 
連結実質赤字比率 - 17.85 40.00 
実質公債費比率 14.9 25.0 35.0 
将来負担比率 59.3 350.0 

山武市の比率 経営健全化基準
水道事業 -

20.00 自動車教習所事業 -
農業集落排水事業
特別会計 -

歳出の解説
議会費…議会の運営に係る経費�
総務費…�市の行政運営、財産管理、市民サービス、情報化の推進に

係る経費�
民生費…�高齢者、障害者、児童の福祉などに係る経費
衛生費…�病気予防のための各種健診、病院等医療に係る経費および

ごみ処理等環境に係る経費
農林水産業費…�農林水産業の振興と農道等の整備に係る費用

商工費…商工業および観光振興などの経費
土木費…道路、河川および公園整備などに係る経費
消防費…消防活動や防災のために係る経費
教育費…学校や社会教育およびその施設に係る経費
公債費…借入金の返済に係る経費
諸支出金…�公営企業会計（松尾自動車教習所）へ送迎乗合バスに係

る経費を支出

��特別会計・公営企業会計の決算� �平成21年度決算に係る財政健全化判断比率及び資金不足比率
特別会計�
国民健康保険特別会計（事業勘定）

国民健康保険特別会計（施設勘定）

老人保健特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

農業集落排水事業特別会計

公営企業会計�
水道事業

自動車教習所事業

＊「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づ
き、平成21年度健全化判断比率及び資金不足比率を公
表します。

歳入　68億 8,142 万円�
歳出　66億 7,071万円�
歳入　 1億 7,878 万円�
歳出　 1億 7,228 万円�
歳入　 4,232万円�
歳出　 4,116 万円�
歳入　 3億 6,813 万円�
歳出　 3億 6,561万円�
歳入　33億 5,862 万円�
歳出　32億 6,944万円�
歳入　 4億 4,441万円�
歳出　 4億 3,312万円�

収益的収入　3億 9,239万円�
収益的支出　3億 4,749万円�
資本的収入　 1,000 万円�
資本的支出　1億 2,948 万円�
収益的収入　1億 1,613 万円�
収益的支出　1億 3,981万円�
資本的収入　 0万円
資本的支出　 252万円�

財政健全化比率

資金不足比率

※表内の金額は表示単位未満を四捨五入しているた
め、総額と一致していない場合があります。	 　
　　財政課　財政係　☎（80）1121� � �
�

当市においてはいずれの比率も早期健全化に該当しませ
んでしたが、引続き健全な財政運営に努めてまいります。

当市においてはいずれの会計も資金不足にはならず、経
営健全化基準に該当しませんでした。

（単位：％）

問




