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平成23年度平成23年度

決算のあらまし決算のあらまし

問　財政課財政係
　　（市役所2階☎23‒3331 内線222・223）
問　財政課財政係
　　（市役所2階☎23‒3331 内線222・223）

平成23年度の決算状況についてお知らせします。平成23年度の決算状況についてお知らせします。

歳 入　195億6,949万円 歳 出　190億6,276万円
その他　　　20億9,579万円(10.7％)
　地方譲与税、分担金及び負担金、
　使用料、手数料など

その他　　　21億7,566万円(11.5％)
　西胆振消防組合負担金など
教育費　　　10億   61万円(5.2％)
　小学校費、中学校費、社会教育費など

衛生費　　　12億2,897万円(6.5％)
　伊達赤十字病院運営費貸付金など
諸支出金　　12億3,346万円(6.5％)
　特別会計への繰出金
公債費　　　23億  976万円(12.1％)
　地方債の償還など

土木費　　　28億8,615万円(15.1％) 
　道路・街路整備維持事業、
　防災公園だて歴史の杜整備事業など 

民生費　　　38億1,947万円(20.0％)
　障がい者福祉事業、生活保護事業、
　子ども手当支給事業など

総務費　　　44億  868万円(23.1％)
　西いぶり広域連合負担金、
　職員給与費など

諸収入　　　 6億9,627万円(3.6％)
　延滞金、預金利子、受託事業収入など

道支出金　　11億  241万円(5.6％)
　道支出の負担金、補助金、委託金

市　債　　　21億2,051万円(10.8％)
　市が財政上必要とする資金の借入金

国庫支出金　30億4,563万円(15.6％)
　国の負担金、補助金、委託金

市　税　　　38億1,278万円(19.5％)
　市民税、固定資産税、たばこ税など

地方交付税　66億9,610万円(34.2％)
　国税の一部を一定割合で　
　国が市に交付する税

5億673万円

一般会計は、福祉の推進や安全・安心な暮らしの確保、道路・公園など公共施設の維持整備、教育・文化
の振興など、行政運営の基本になる会計です。平成２３年度は歳入が１９５億６，９４９万円に対し歳出が１９０億６，２７６
万円で、歳入歳出差引額は５億６７３万円になりました。

一般会計
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農業や林業の振興など

農林水産業費　１８，８１４円

福祉の充実など

民生費　１０４，８５３円

道路、公園および
公営住宅の整備など

土木費　７９，２３１円

学校施設の整備など

教育費　２７，４６９円

予防接種、健康診断および
ごみ処理など

衛生費　３３，７３８円

防災活動や消防施設の
整備など

消防費　１８，６９５円

その他　５６，０７９円
議会費、労働費、商工費および諸支出金など

 単位：万円
総務費

３９，０７０西いぶり広域連合負担金
民生費

１０５，８２２障がい者福祉費
７５，５０７生活保護費
５６，５０５子ども手当支給事業

衛生費
５０，０００伊達赤十字病院運営費貸付金
２０，０００伊達赤十字病院医療確保支援事業補助金

労働費
１３，４１９緊急雇用創出事業

農林水産業費
２２，５７１東日本大震災被災者受入事業

商工費
２３，００９観光物産館整備事業

土木費
２７，５２５道路整備事業
１７４，７６５防災公園だて歴史の杜整備事業
１７，３９７まなびの里公園整備事業

消防費
６７，６１７西胆振消防組合負担金

教育費
１１，３５９伊達・壮瞥学校給食組合負担金
２８，８７９小学校費
２０，３３３中学校費
１２，６６５総合体育館備品等整備事業

市民１人あたりの決算額

企画調整、自治会活動および
職員の給与など

総務費　１２１，０２８円

借入金の返済

公債費　６３，４０８円

１年間に使われたお金を
市民１人あたりに換算すると

523，314円
（昨年は495，105円）↑

１年間に市民１人あたりが
負担した市税の合計は

104，669円
（昨年は101，937円）↑

一般会計の決算額を

平成24年3月31日現在の人口

36,427人で算出しました

主要事業
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に
よる平成２３年度決算に基づく健全化判断比率と公営
企業会計の資金不足比率は表のとおりです。
当市ではいずれの数値も基準以内です。

道路や公園などの土地、学校や公営住宅などの建
物を所有しています。このほかにも基金などの形で
財産を所有しています。

財政再生基準早期健全化基準伊達市の比率健全化判断比率

２０．０１３．２４－実 質 赤 字 比 率

３５．０１８．２４－連結実質赤字比率

３５．０２５．０１２．３実質公債費比率

３５０．０５７．４将 来 負 担 比 率

平成２３年度決算に基づく健全化判断比率 （単位：％）

※　各比率の「－」は、赤字または資金不足がないことを表します

経営健全化基準伊達市の比率資金不足比率

２０．０－水 道 事 業 会 計

２０．０－下水道特別会計

２０．０－簡易水道特別会計

公営企業会計の資金不足率 （単位：％）

現在高（万円）区　　分

２，０８０有価証券

７，９７５出 資 金

７，６８４債 権

５５３，６８４基 金 等

その他の財産 （平成２４年３月３１日現在）

土地
 ４０，８４６，７２１㎡

特別会計は、特定の収入を財源として特定の事業
を行うもので、一般会計と区別して経理する必要が
ある会計です。当市では７つの特別会計があります。
決算状況は表のとおりですが、国民健康保険特別

会計では、４億６，６２８万円の歳入不足になったため、
平成２４年度予算の歳入を繰り上げて財源補てん（繰
上充用といいます）を行いました。

差　引歳　出歳　入会計名

△４６，６２８５４８，９８２５０２，３５４国 民 健 康 保 険

０１７４，２４３１７４，２４３下 水 道

０１，９８６１，９８６公共用地先行取得

２３９２７５，３８２２７５，６２１介 護 保 険

０１，１３６１，１３６霊 園

０８，４６０８，４６０簡 易 水 道

１，１６１４６，２９１４７，４５２後期高齢者医療

△４５，２２８１，０５６，４８０１，０１１，２５２合　　　計

特別会計決算収支一覧表 （単位：万円）

企業会計は、独立採算制をとっていて、公共の福
祉を増進しつつ、採算も念頭に置きながら運営する
ものです。当市では水道事業が該当しています。
決算状況は表のとおりですが、収益的収支（事業

の管理・運営に関する収入支出）では利益が生じ、
資本的収支（施設の建設・改良に関する収入支出）
では不足が生じています。
なお、資本的収支の不足分は、これまで生じた利

益である積立金などで補てんしています。

差　引 支　出収　入水道事業

１７，１５４４８，１０６６５，２６０収 益 的 収 支

△２９，５３７３１，５３７２，０００資 本 的 収 支

△１２，３８３７９，６４３６７，２６０合　　　計

企業会計決算収支一覧表 （単位：万円）

企業会計特別会計

財産の状況財政健全化判断比率など

建物
 ２４１，４５３㎡
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地方債（市債）現在高

※詳しい決算書・
　決算資料は、
　市ホームページで
　公開しています

企業会計
5億8,514万円
企業会計
5億8,514万円

特別会計
98億8,236万円
特別会計

98億8,236万円
一般会計

221億8,647万円
一般会計

221億8,647万円

水道事業会計
5億8,514万円
水道事業会計
5億8,514万円

簡易水道債
 4億5,581万円
簡易水道債
 4億5,581万円

その他
    5,399万円
その他
    5,399万円

下水道債
93億7,256万円
下水道債
93億7,256万円

その他
56億4,449万円
その他
56億4,449万円

総務債
16億3,596万円
総務債
16億3,596万円

公営住宅債
31億6,595万円
公営住宅債
31億6,595万円

臨時財政対策債
54億2,739万円
臨時財政対策債
54億2,739万円

土木債
63億1,268万円
土木債
63億1,268万円

西胆振消防組合 平成23年度決算概要
問　西胆振消防組合消防本部総務課（☎21‒5000）

歳　入　１５億１，８５７万円
自主財源の消防負担金が最も大
きく、構成４市町の規模（人口割、
財政割）および均等割で負担率が
きめられています
　

歳　出　１４億８，３１９万円
給与費が最も大きく、その他の
歳出は主に消防本部、消防署（支
署）の活動経費に充てられます。

構成比金　額歳　入
９２．４０％１４０，３０９１．消防負担金

６７，６１７（内訳）　　　　　伊達市
３８，２５３　　　　　　　　　洞爺湖町
１７，０５７　　　　　　　　　豊浦町
１７，３８３　　　　　　　　　壮瞥町

０．０３％４４２．使用料及び手数料
０．９４％１，４３１３．道支出金
０．０９％１４１４．財産収入
２．９３％４，４４６５．繰入金
２．２３％３，３８９６．繰越金
１．３８％２，０９７７．諸収入
１００％１５１，８５７合　　計

構成比歳　出
０．０４％５９１．議会費
０．０１％１６２．監査委員費
２１．１６％３１，３８６３．消防費
７２．７４％１０７，８８２４．給与費
６．０５％８，９７６５．公債費
１００％１４８，３１９合　　計

市の借金である地方債（市債）の現在高はグラフのとおりです。

平成２３年度地方債（市債）の現在高
326億5,397万円


