
市民１人当たり
約５万円

市民１人当たり
約63万円

◆予算の執行状況　　 （９月30日現在）
区分 予算額 執行済額・率

一般会計 収入 253億3,240万円 105億5,778万円 42％支出 96億1,725万円 38％

特
別
会
計

国民健康
保険

収入 65億1,290万円 28億7,438万円 44％
支出 26億1,290万円 40％

下水道 収入 23億9,774万円 7億0,450万円 29％
支出 6億5,476万円 27％

霊園 収入 6,965万円 2,023万円 29％
支出 1,763万円 25％

介護保険 収入 47億0,307万円 22億2,298万円 47％
支出 17億8,550万円 38％

後期高齢
者医療

収入 8億4,506万円 3億6,488万円 43％
支出 2億8,674万円 34％

企
業
会
計

水
道

収益的 収入 13億3,143万円 6億2,021万円 47％
支出 12億6,604万円 3億4,511万円 27％

資本的 収入 1億9,176万円 0円 0％
支出 4億5,906万円 1億2,822万円 28％

◆市税の収納状況 （９月30日現在）
区分 予算額 収入済額・率

一
般
会
計

市民税 個人 24億5,119万円 9億0,728万円 37％
法人 7億2,940万円 3億7,395万円 51％

固定資産税 32億6,956万円 21億3,613万円 65％
その他 10億7,731万円 6億3,565万円 59％
合計 75億2,746万円 40億5,301万円 54％

特別会計・国
民健康保険税 10億7,131万円 3億9,573万円 37％

　家計で例えると、住
宅ローンなどに当たり
ます。公共施設を整備
するためなどに、市が
借り入れる長期の借入
金です。
　平成29年度は、新た
に41億8,640万円を借
り入れました。そのう
ち、建設事業に関連す
る借入額は、前年度よ
り13億4,840万円多い
32億8,880万円でした。

◆平成29年度末残高
普通会計 282億5,909万円
一般会計 281億8,459万円
霊園会計 7,450万円

公営企業 85億8,768万円
下水道 75億8,784万円
水道 9億2,902万円
駐車場 7,082万円

合計 368億4,677万円

　特定の経費を一般のものと区別して処理する会計で、
平成29年度は４つの特別会計で黒字になっています。
下水道は、31年度から企業会計への移行を予定してい
ます。
区分 歳入 歳出 差引
国民健
康保険 74億1,397万円 73億1,159万円 1億0,238万円

下水道 20億8,598万円 20億0,597万円 8,001万円
霊園 6,132万円 6,132万円 0円
介護保険 44億0,370万円 42億5,914万円 1億4,456万円
後期高齢
者医療 8億1,584万円 8億1,290万円 294万円

　家計で例えると、預
貯金に当たります。施
設の整備資金など、将
来予定している大型事
業や、安定した財政運
営のために積み立てて
います。
　平成29年度は、新庁
舎を建設するための庁
舎建設基金や、施設の
老朽化に対応するため
の施設営繕基金などを
取り崩しました。

◆平成29年度決算額
名称 残高

財政調整基金 8億3,811万円
土地開発基金 1億3,126万円
庁舎建設基金 1億1,212万円
減債基金 5億0,225万円
施設営繕基金 1億0,717万円
義務教育施設
整備基金 1億3,568万円

霊園管理基金 1億7,410万円
その他 7億4,722万円
合計 27億4,791万円

　平成30年度は、福祉人材の確保に向けた就労支援
や小学校給食調理場の整備、子ども医療費助成の対
象者拡大などの予算を新たに計上しました。
■一般会計の補正額は、10億549万円
　上半期の補正予算では、ボールパーク構想のほか
台風第21号による倒木の処理、北海道胆振東部地震
の被災者支援などの費用を計上しました。
■特別会計・企業会計の補正額
　国民健康保険は１億1,533万円、下水道は1,840
万円、介護保険は１億5,497万円、後期高齢者医療
は293万円を増額しました。

　使用料収入などにより、
独立採算制で運営するため
の会計です。当市には水道
事業会計があります。
　資本的収支の差し引き分
は、損益勘定留保資金など
で補てんしました。

区分 収入 支出 差引
収益的
収支 13億8,476万円 13億0,866万円 7,610万円

資本的
収支 635万円 3億9,487万円 ‒3億8,852万円

収益的収支…事業を運営す
る収支
資本的収支…施設を整備す
るための収支
損益勘定留保資金…減価償
却費など、現金支出せず内
部に留保している資金

広報　 　－ 2018.12.1 4



　市の財政状況は、財政健全化判断比率で示され
ます。４つの指標のいずれかが早期健全化基準を
超えた場合などは、財政健全化計画を立てなけれ
ばなりません。財政再生基準を超えた場合は、国
の監督下で財政を立て直すことになります。公営
企業の経営状況は、資金不足比率で示されます。

問合せ　財政課（☎372-3311・内線3612）問合せ　財政課（☎372-3311・内線3612）

＊千円単位以下は省略しています。「市民１人当た
り（の金額）」は、それぞれの額を下記の人口で割
っています。
（平成30年３月31日現在の人口　５万8,739人）

◆資金不足比率
対象となる会計 北広島市 経営健全化基準
下水道

（特別会計） 資金不足なし 20.0%

水道
（企業会計） 資金不足なし 20.0%

◆財政健全化判断比率（数値が低いと良好）

４つの指標 北広島市 早期健全化基準
（イエローカード）

財政再生基準
（レッドカード）

実質赤字比率
（一般会計などの
赤字額の割合）

赤字なし 12.94% 20.00%

連結実質赤字比率
（全ての会計の赤
字額の割合）

赤字なし 17.94% 30.00%

実質公債費比率
（借金返済額の割
合）

 4.2%  25.0%  35.0%

将来負担比率
（将来の借金返済
予定額の割合）

80.3% 350.0%

市税
29％

市債
16％

市民
１人当たり
約13万円

前年度24億5,767万円
30億2,797万円

施設を造るときな
どに借りたお金

前年度27億5,990万円
41億8,640万円

人口や税収などに
応じ、国や道から
配分されたお金

前年度55億3,822万円
57億6,121万円

各制度に基づき、
国や道から交付さ
れたお金

前年度57億2,559万円
60億0,107万円

市民の皆さんに納
めてもらった税金

前年度78億1,823万円
77億1,361万円

前年度242億9,961万円前年度242億9,961万円

その他
11％

市税
29％

地方交付
税など
22％

地方交付
税など
22％

国・道
支出金
22％

国・道
支出金
22％

市債
16％

その他
11％

民生費
31％

土木費
12％

職員費
14％

その他
25％

民生費
31％

土木費
12％

公債費 9％公債費 9％

教育費 9％教育費 9％

職員費
14％

その他
25％

教育にかかったお金

前年度18億3,026万円
23億6,795万円

市債の返済金など

前年度22億6,130万円
22億5,140万円

道路整備や除雪な
どにかかったお金

前年度27億9,698万円
33億0,360万円

市職員の給料や社
会保険料

前年度38億9,066万円
37億5,296万円

福祉・医療などに
かかったお金

前年度79億5,991万円
81億8,842万円

前年度52億0,466万円
64億6,689万円

前年度239億4,377万円前年度239億4,377万円
歳入 歳出

大曲ファミリー体育
館の改修

２億0,779万円

共栄団地の建て替え
８億4,532万円

新庁舎建設
32億1,322万円

◆主な使い道◆
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