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平成30年度 決算のあらまし
平成30年度の決算状況についてお知らせします。

問　財政課財政係（市役所 2階　 82－3115､ 　 23－3331内線372・373）

一般会計
一般会計は、市の行政運営の基本になる会計です。
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・文化の振興などに市民の皆さん

からいただいた税金や国からのお金などを充てています。
平成30年度は歳入が181億9,033万円に対し、歳出が178億1,358万円で、歳入歳出差引額は 3 億7,675万円になりました。

民生費
46億1,656万円
25.9%

総務費
45億6,003万円
25.6%

公債費
22億1,892万円

12.5%

教育費
18億2,940万円

10.3%

諸支出金
15億3,726万円

8.6%

土木費
12億7,687万円

7.2%

衛生費
7億864万円

4.0%

その他
10億6,590万円

5.9％地方交付税
63億5,753万円
35.0%

市税
40億822万円
22.0%

国庫支出金
25億8,538万円

14.2%

市債
12億7,614万円

7.0%

道支出金
11億4,666万円

6.3%

地方消費税交付金
6億7,124万円

3.7%

その他
21億4,516万円

11.8%

歳入
181億9,033万円

歳出
178億1,358万円
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主要事業

市民 １人あたりの歳出決算額
一般会計決算額を
平成30年度末

（平成31年3月31日）
現在の人口34,083人で

割りました。

項　目 金　額 用　途
民生費 135,451円 障がい者福祉、子育て支援、高齢者福祉など
総務費 133,792円 企画調整、自治会活動、職員の給与など
教育費 53,675円 学校施設の整備など
土木費 37,463円 道路、公園、公営住宅の整備など
衛生費 20,792円 予防接種、健康診断、ごみ処理など

農林水産業費 14,496円 農業や漁業、林業の振興など
公債費 65,104円 借入金の返済
その他 61,880円 議会費、労働費、商工費、諸支出金など

１年間に市民１人あたりが
負担した市税の合計は…

117,602円
（昨年は110,465円）

１年間に使われたお金の
市民１人あたりの合計は…

522,653円
（昨年は595,403円）

項　目 事業名 金　額

総務費
西胆振行政事務組合負担金 6億5,925万円

西いぶり広域連合負担金 4億1,737万円

民生費

障がい者福祉費 16億2,349万円

生活保護費 7億4,748万円

北海道後期高齢者医療
広域連合負担金 5億4,239万円

衛生費
伊達赤十字病院医療確保
支援事業補助金 1億862万円

予防接種経費 8,884万円

項　目 事業名 金　額

農林水産業費 堆肥センター維持管理費 1億493万円

土木費

道路・街路整備事業 4億5,370万円

都市再生整備事業 1億4,831万円

だて歴史文化ミュージアム
整備事業 1億4,182万円

教育費

学校給食費 3億6,967万円

小学校費 5億7,413万円

中学校費 2億251万円
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特別会計 企業会計
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。
平成30年度は、当市では 4 つの特別会計が該当し、決算

状況は表のとおりです。

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します。平成30年
度は、当市では水道事業・簡易水道事業・公共下水道事業
が該当します。
決算状況は表のとおりで、簡易水道事業会計と公共下水

道事業会計は一般会計からの繰入を行っています。
資本的収支の不足分は、損益勘定留保資金などで補てん

しています。

特別会計決算収支一覧表　　　　　　　　　（単位：万円）

会計名 歳入 歳出 差引
国民健康保険 460,795 447,398 13,397 
介護保険 348,234 339,329 8,905 
霊園 388 388 0 

後期高齢者医療 59,680 58,263 1,417 
合　　計 869,097 845,378 23,719 

企業会計決算収支一覧表　　　　　　　　　（単位：万円）

水道事業 収入 支出 差引
収益的収支 67,415 56,481 10,934
資本的収支 6,737 25,660 △ 18,923
合　　計 74,152 82,141 △  7,989

簡易水道事業 収入 支出 差引
収益的収支 8,402 8,358 44
資本的収支 1,049 4,860 △ 3,811
合　　計 9,451 13,218 △ 3,767

公共下水道事業 収入 支出 差引
収益的収支 138,428 137,168 1,260
資本的収支 58,737 106,395 △ 47,658
合　　計 197,165 243,563 △ 46,398

財産の状況
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。また、このほかにも基金などの形で財産を
所有しています。
⃝土地：43,094,443㎡　　⃝建物：235,388㎡

その他の財産　　　　　　　　　　（平成31年 3 月31日現在）

区　　分 現在高（万円）
有価証券 2,080
出 資 金 7,339
債　　権 3,071
基 金 等 826,233

財政健全化判断比率など

地方債（市債）現在高

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」による平
成30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。
当市ではどの数値も基準以内です。

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。

※ 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

平成30年度決算に基づく健全化判断比率　　　　　　　　　（単位：％）

健全化判断比率 伊達市の
比率

早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 － 13.23 20.0 
連結実質赤字比率 － 18.23 30.0 
実質公債費比率 6.7 25.0 35.0 
将来負担比率 － 350.0 

公営企業会計の資金不足比率　　　　　　　　　（単位：％）

資金不足比率 伊達市の比率 経営健全化基準
水道事業会計 － 20.0 

簡易水道事業会計 － 20.0 
公共下水道事業会計 － 20.0 

※ 各比率の「－」は、赤字や資金不足がないことを表し
ます

平成30年度地方債（市債）の
現在高

277億555万円

公営企業会計
76億5,380万円

一般会計
200億5,175万円

簡易水道事業会計
3億3,503万円
水道事業会計
5億5,433万円

公共下水道事業会計
67億6,444万円

その他
 32億4,590万円
公営住宅債
23億9,247万円
教育債
25億9,268万円

土木債
46億8,686万円

臨時財政対策債
71億3,384万円
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