
問合せ　財政課（☎372-3311・内線3612）

北広島市の住みよさをＰＲするキャラクタ
ー「ヒゲさん一家」。クラーク先生は、バー
チャルユーチューバーとしても活躍中です。
詳しくは、市ホームページ「北広島市に住
みたくなるＷＥＢサイト」をご覧ください。

　市の財政状況と聞くと「何か難しそう…」と感じてしまう方
も多いのではないでしょうか。
　いつも市のシティセールスで活躍している「ヒゲさん一家」
と一緒に市の財政状況について見ていきましょう。

　実は市の予算は一般会計のほか、
特別会計と公営企業会計、合わせて
７つの会計からできているのだよ。
　まずは、市役所の基本的な経費で
ある、一般会計から見ていくかの。
　平成30年度の１年間で使ったお金
（歳出）は、241億6,492万円。対
して、入ってきたお金（歳入）は、
245億5,991万円で約４億円の黒字
だったのだよ。

市税
31％
市税
31％

地方交付税など
24％

地方交付税など
24％

国・道支出金
23％

国・道支出金
23％

市債　11％市債　11％

その他　11％その他　11％

民生費
35％
民生費
35％

土木費　14％土木費　14％

公債費　9％公債費　9％
教育費　10％教育費　10％

職員費　16％職員費　16％

その他　16％その他　16％

用語 解説 金額

歳
入

市税 市民の皆さんに納めてもらった税金 77億3,681万円
地方交付税など 人口や税収などに応じ、国や道から配分されたお金 58億1,378万円
国・道支出金 各制度に基づき、国や道から交付されたお金 55億8,178万円
市債 施設を造るときなどに借りたお金 27億1,040万円
その他 公共施設の使用料や寄付金など 27億1,714万円

歳
出

民生費 福祉・医療などにかかったお金 85億0,404万円
職員費 市職員の給料や社会保険料 38億3,220万円
土木費 道路整備や除雪などにかかったお金 32億9,138万円
教育費 教育にかかったお金 21億9,222万円
公債費 市債の返済金など 23億8,613万円
その他 消防や災害復旧などにかかったお金 39億5,895万円

広報　 　－ 2019.12.1 2



　特別会計というのは、特定の
経費を一般のものと区別して処
理する会計なのだよ。
　平成30年度は、国民健康保険
事業、下水道事業、霊園事業、
介護保険、後期高齢者医療の５
つの特別会計があったのだが、
下水道事業は令和元年度から公
営企業会計になったのだよ。

　平成30年度は、主にこの
ような事業を行っていたの
だよ。もっとたくさんある
のだが、載せきれないのが
残念だのう。

　市営住宅の共栄団
地４号棟（２階建て
12戸）を建設しまし
た。

　東部小学校敷地内
に、東部学童クラブ
の施設を建設しまし
た。

　平成30年度から通
院医療費助成の対象
を中学生まで拡大し
ました。

　外壁や屋上の補修
と暖房機の更新、照
明のＬＥＤ化などを
行いました。

共栄団地の建て替え
４億1,818万円

東部学童クラブの整備
１億1,667万円

子どもの医療費を助成
１億4,994万円

東記念館の大規模改修
１億4,003万円

区分 歳入 歳出 差引
国民健
康保険 65億8,775万円 65億3,777万円 4,998万円

下水道 22億2,179万円 19億7,239万円 2億4,940万円
霊園 5,660万円 5,660万円 0円
介護保険 45億5,381万円 43億9,846万円 1億5,535万円
後期高齢
者医療 8億6,935万円 8億6,551万円 384万円

区分 収入 支出 差引
収益的
収支 13億7,475万円 12億3,485万円 1億3,990万円

資本的
収支 1億9,007万円 4億2,243万円 ‒2億3,236万円

＊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

　公営企業会計というのは、水
道事業など市が経営する公営企
業の会計なのだよ。
　料金収入などを得て事業の費
用を賄う、独立採算制で運営し
ているのだよ。
　令和元年度からは水道事業、
下水道事業の２つの会計がある
のだよ。

＊差し引きがマイナスになっている分は、減価償却費など
現金支出せず内部に留保している資金で賄っています。
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　家庭で例えると預貯金に当
たる基金は、将来予定してい
る施設を建てる資金などのた
めに積み立てているのだよ。
　平成30年度は、地域福祉基
金などの積み立てを行ってい
るが、庁舎建設基金などを取
り崩しているのう。

　家庭で例えると住宅ローン
に当たる市債は、公共施設を
整備するためなどに借り入れ
る長期の借入金なのだよ。
　平成30年度は、新たに27億
1,040万円を借り入れ、その
うち建設事業関連の借入額は
18億4,020万円だったのだよ。

市民
１人当たり
約４万円

市民
１人当たり
約４万円

◆平成30年度末基金残高
名称 残高

財政調整基金 5億8,820万円
土地開発基金 8,942万円
減債基金 4億5,231万円
義務教育施設
整備基金 1億0,655万円

地域福祉基金 8,915万円
その他 8億9,186万円

合計 22億1,749万円

市民
１人当たり
約64万円

市民
１人当たり
約64万円

◆平成30年度末市債残高
普通会計 289億6,409万円
一般会計 288億9,490万円
霊園会計 6,919万円

公営企業会計 85億0,501万円
下水道 74億1,539万円
水道 10億3,377万円
駐車場 5,585万円
合計 374億6,910万円

　市の財政状況を判断する財政健
全化判断比率を見ると、健全であ
ると言えるのだよ。
　４つの指標のいずれかが早期健
全化基準を超えた場合は、財政健
全化計画を立てなければならない
のだよ。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
すことになるのう。
　また、公営企業の経営状況は、
資金不足比率で示されておるのう。

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%

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 12.95% 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 17.95% 30.00%

実質公債費比率
（借金返済額の
割合）

 4.1%  25.0%  35.0%

将来負担比率
（将来の借金返
済予定額の割合）

93.3% 350.0%

◆財政健全化判断比率（数値が低いと良好）

◆資金不足比率
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それでは最後に、今年
度予算の執行状況を見
てみようかの。

◆令和元年度予算の執行状況　　 （９月30日現在）
区分 予算額 執行済額・率

一般会計 収入
278億3,153万円

104億4,789万円 38％
支出 110億3,741万円 40％

特
別
会
計

国民健康
保険

収入
63億8,724万円

27億9,138万円 44％
支出 25億7,860万円 40％

霊園 収入
7,364万円

2,048万円 28％
支出 2,575万円 35％

介護保険 収入 45億4,898万円
22億9,810万円 51％

支出 18億6,358万円 41％
後期高齢
者医療

収入
9億1,401万円

3億9,537万円 43％
支出 3億1,384万円 34％

公
営
企
業
会
計

水
道

収益的 収入 13億3,941万円 6億2,123万円 46％
支出 12億9,117万円 3億5,411万円 27％

資本的 収入 2億0,619万円 52万円 0％
支出 3億7,377万円 1億9,711万円 53％

下
水
道

収益的 収入 23億7,826万円 8億8,876万円 37％
支出 23億7,752万円 3億1,524万円 13％

資本的 収入 8億2,127万円 7,440万円 9％
支出 14億1,883万円 3億6,199万円 26％

◆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 24億1,742万円 9億0,720万円 38％
法人 7億1,086万円 3億7,945万円 53％

固定資産税 35億1,166万円 22億6,382万円 64％
その他 11億0,028万円 6億5,223万円 59％
合計 77億4,022万円 42億0,270万円 54％

特別会計
国民健康保険税 10億3,114万円 3億8,529万円 37％

　令和元年度予算は、ボールパーク構想、子育
て支援・社会福祉の充実、安全で安心なまちづ
くりを重点施策として編成しました。
　主なものとして、ボールパーク構想に係る測
量・環境調査や設計などの経費、高等学校など
へ通う交通費の助成、妊産婦の産後健診・産後
ケアの実施拡大、放課後子ども教室の実施を拡
大する予算を計上しました。
■一般会計の補正額は、６億8,476万円
　上半期の補正予算では、大曲並木地区の宅地
耐震化工事や北海道中央バス北広島団地線再編
の準備、幼児教育無償化、プレミアム付商品券
の発行と販売、きたひろしま総合運動公園造成
工事などの経費を計上しました。

　近年、人口減少や高齢化が進み、
市の財源の根幹である市税の大幅
な増加は見込めない状況です。
　現在、北海道日本ハムファイターズの新
球場を核としたボールパーク構想を推進し
ています。北海道の顔となるボールパーク
を中心としたまちづくりで、雇用の創出、
交流・定住人口の増加などに加え、財政面
での好影響も期待されているところです。
　社会保障費の増加や老朽化した公共施設
への対応など、厳しい状況も想定されます
が、今後も健全な財政運営を目指していき
ます。

■特別会計・公営企業会計の補正額
　９月30日までに４つの特別会計、２つの企業
会計での補正予算の編成はありませんでした。

　本紙では紹介しきれない、詳しい財政状況に
ついての各種資料を市ホームページ「市役所ご
案内→予算・決算・財政→北広島市の財政状況」
に掲載しています。ぜひご覧ください。

「北広島市の財
政状況」で検索
するのだよ。
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