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平成21年度決算が、９月市議会で審議され認定されました。市
民の皆さんが納められた税金がどのように使われ、また、市の
財政がどのような状況にあるのかをお知らせします。

問い合わせ　財政グループ

厳しい経済情勢のもと、
安定的な財政運営に努めました

一般会計の歳入の総額は、187億 3,506万円でした。そ
の主なものは、市民税や固定資産税など市民の皆さんが納
められた市税で、77億 3,208万円、歳入全体の41.3％を占
めています。そのほか、一定の行政サービスの水準を維持
するために国から交付される地方交付税が20億 9,810万
円、緊急経済対策による定額給付金や地域活性化交付金な
どが創設されたため国庫補助金が前年度から大幅に増加
して33億2,526万円、国や銀行などから借り入れた市債（借
金）が23億 3,270万円で、これらの収入で歳入全体の約８
割を占めています。
前年度に比べ、緊急経済対策などによる国庫補助金の大
幅な増加、以前に借り入れた市債の借換などによって収入
全体では増加していますが、主たる財源である市税は３億
9,390万円、4.8％減少するなど厳しい経済状況を反映した
内容となっています。

一般会計の歳出の総額は、182億4,571万円でした。左の
グラフは、歳出の内訳を行政の目的によって表したもので
す。障がい者や高齢者、生活保護や少子高齢化対策などの
経費（民生費）が52億7,160万円ともっとも大きな割合を
占めています。また、市債（借金）の返済である公債費は35
億7,677万円となっています。
このように、平成21年度決算は歳入では主たる収入で
ある市税が前年度より減少し、一方歳出では厳しい雇用環
境などを反映して民生費が増加したものの、平成20年度決
算からの繰越金が6億1,427万円あったことや、緊急経済
対策などによる国庫補助金の増加などによって、収支差引
4億8,935万円の黒字決算となりました。
しかし、今後も景気低迷の影響を受け、市税収入の減少
が予測され、少子高齢化などに伴う社会保障経費の増加や
公債費が平成26年度までは高水準で推移することなどを
考えますと、本市の財政状況は引き続き厳しい状況が続く
と予想されます。

平成21年度決算公表特集
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❷
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❶
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182 億
4,571 万円

歳出

総務費
35億1,341万円

公債費
35億7,677万円

土木費
11億7,449万円

教育費
23億503万円

衛生費
13億4,124万円

消防費
7億6,509万円

❸
2億9,808万円

民生費
52億7,160万円

❶＝分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
❷＝地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交
通安全対策特別交付金

❸＝議会費、農林水産業費、商工費
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　一般会計は、地方公共団体の会計
の中心となるもので、基本的な行政
運営経費を経理する会計です。特別
会計は、特定の事業の歳入・歳出を
一般会計と区別して個別に経理する
会計です。各会計ごとの決算状況は、
左表のとおりです。
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区分 歳入合計（Ａ） 歳出合計（Ｂ） 差し引き (Ａ－Ｂ )
一 般 会 計 18,735,062,827 18,245,709,167 489,353,660

特　

別　

会　

計

国 民 健 康 保 険 5,761,595,674 5,645,817,490 115,778,184
下 水 道 事 業 1,576,538,847 1,564,547,847 11,991,000
西 山 霊 園 管 理 18,160,739 18,008,863 151,876
老 人 保 健 事 業 6,371,358 4,643,433 1,727,925
土 地 取 得 128,715,665 128,715,665 0
介 護 保 険 3,023,613,732 2,953,064,517 70,549,215
後期高齢者医療 591,113,269 570,609,732 20,503,537
東 野 財 産 区 1,288,068 1,288,068 0
池 尻 財 産 区 28,483,344 28,483,344 0

計 11,135,880,696 10,915,178,959 220,701,737
合 計 29,870,943,523 29,160,888,126 710,055,397

［単位：円］ 一般会計
特別会計

　平成21年度の水道事業決算は、少子化による人
口の減少や高齢化などによる人口構成の変動、ま

た、昨今の景気低迷や業績悪化に伴う企業
活動の低下により、年間総配水量が702
万４千立方メートルで、前年度に比べ
て2.3％の減少、年間有収水量では683
万８千立方メートルで、前年度に比
べ2.0％の減少となりました。また、収
入の大部分を占める水道料金が12億
707万１千円で、前年度に比べ3.4％の

減少、受取利息で74万２千円の減少などに
より、収入全体では12億6,909万８千円で前年度比3.3％の減少
となりました。一方、支出は経費の削減、企業債の支払利息で522
万９千円、委託料で1,482万４千円の減少などにより、11億1,576
万５千円で前年度比3.9％の減少となっています。この結果、単年
度利益で１億5,333万３千円の黒字決算となりました。
　今後も基本料金の引き下げにより、料金収入は減収となる厳し
い経営状況のなか、水道施設の更新事業に膨大な事業費を要する
ことから、より効率的な事業運営に取り組み、一層の経営効率化
を推進します。

■問い合わせ　水道局総務グループ

た、昨今の景気低迷や業績悪化に伴う企業た、昨今の景気低迷や業績悪化に伴う企業た、昨今の景気低迷や業績悪化に伴う企業た、昨今の景気低迷や業績悪化に伴う企業た、昨今の景気低迷や業績悪化に伴う企業
活動の低下により、年間総配水量が702活動の低下により、年間総配水量が702活動の低下により、年間総配水量が702活動の低下により、年間総配水量が702活動の低下により、年間総配水量が702

707万１千円で、前年度に比べ3.4％の707万１千円で、前年度に比べ3.4％の707万１千円で、前年度に比べ3.4％の707万１千円で、前年度に比べ3.4％の707万１千円で、前年度に比べ3.4％の707万１千円で、前年度に比べ3.4％の
減減減減減減減少少少少少少少

支出
���������千円

単年度利益
�������千円

支出

収入
���������千円

［単位：千円］平成21年度水道事業収支決算額表

項　　　目 平成 21 年度 平成 20 年度 対前年度
増減率（％）

収　

入

水 道 料 金 1,207,071 1,250,005 △ 3.4
受 取 利 息 2,316 3,058 △ 24.3
他会計補助金 0 0 0.0
その他の収入 59,711 59,792 △ 0.1

計 1,269,098 1,312,855 △ 3.3

支　
　
　
　
　
　

出

人 件 費 161,112 164,989 △ 2.3
支 払 利 息 70,433 75,662 △ 6.9
減 価 償 却費 150,511 147,563 2.0
動 力 費 53,035 58,080 △ 8.7
修 繕 費 55,221 51,180 7.9
材 料 費 17,120 16,774 2.1
薬 品 費 19,050 16,459 15.7
委 託 料 110,491 125,315 △ 11.8
工 事 請 負費 55,758 71,233 △ 21.7
受 水 費 371,229 377,395 △ 1.6
その他の費用 51,805 56,255 △ 7.9

計 1,115,765 1,160,905 △ 3.9
単 年 度 利 益 153,333 151,950
累 積 利 益 360,433 207,100

水道事業

平成21年度にまちづくり寄附金制度により、総額454,915円の寄附をいただきました。各基金へ積み立て、市の発展に役立てます。 ［敬称略］

緑のまちづくり推進
事業寄附金

○井上キミ子（西山台四丁目）
○匿名

50,000円
20,000円

文化振興事業寄附金 ○匿名 61,000円

その他の事業寄附金 ○匿名 30,000円

■問い合わせ　企画グループ

地域福祉推進
事業寄附金

○学校法人ホンダ学園ホンダ
　テクニカルカレッジ関西
○真壁健太（富田林市）
○井上キミ子（西山台四丁目）
○匿名（5人）

124,915円

50,000円
50,000円
69,000円
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■まちづくり円卓会議事業　（31万3千円）
地域の自主的なまちづくりを促進するため、円卓会議の設
立に向けた支援や、設立されたまちづくり円卓会議からの
予算提案についての支援などを行い、また、まちづくり円
卓会議運営費補助金を交付しました。

■コミュニティ活動支援事業　（405万9千円）
地区集会所の整備に対して助成を行い、地域コミュニティ
活動を促進しました。

■ボランティア協会準備事業　（317万9千円）
ボランティア活動の支援体制の強化を図り、市民の主体的
なボランティア活動が活発に展開されるよう、環境整備に
努めました。

市民一人ひとりが元気なまちづくり
市民の皆さんが主体となって、対話と交流を重ねながら、市民力・地域力を高め、元気にいきいきと暮らせるまちづくりを進めました。

豊かな個性をはぐくむ子育てにやさしいまちづくり
子育ての負担軽減を図るための保育環境の充実や小中学校の教育環境の整備など、誰もが安心して子どもを生み、育てることができ
るよう、子育て支援策を推進しました。

■プレイセンター推進事業　（534万7千円）
「子育ての楽しさ」を実感し、親も子どもも成長しあえる場
として、プレイセンター事業を支援しました。

■小中学校デジタルテレビ・情報通信環境整備事業　（1億
7,886万8千円）
小中学校の教室に設置しているテレビのデジタル化を図る
とともに、インターネットや動画を活用した授業や、パソ
コンを活用した情報処理学習など IT時代に即した教育を行
うため、パソコンや校内LANの整備を一体的に行いました。

■小中学校プール改修事業　（1,799万7千円）
老朽化したろ過機の取り替えや、プール底の改修工事を実
施しました。

■問い合わせ　企画グループ

平成21年度の主な事業
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■建築物耐震対策事業（113万3千円）
民間建築物の耐震化を促進するため、耐震診断および改修
費用の一部を補助しました。

■小中学校耐震化事業（5億8,616万1千円）
校舎および屋内運動場の耐震性能の向上を図るため、実施
設計および耐震補強工事を実施しました。

■幼稚園等耐震診断事業（786万6千円）
幼稚園やこども園の耐震補強整備を行うため、耐震診断を
実施しました。

■防災行政無線整備事業（第1期）（1億1,789万9千円）
災害発生時の情報を迅速に市民に伝達するため、同報系デ
ジタル式防災行政無線の親局と、子局17機を整備しました。

■自主防災組織育成事業（100万円）
自主防災組織の立ち上げを促進するため、啓発用冊子など
を配布するとともに、災害時に効果的な応急活動ができる
ように、防災資機材の貸与と整備支援を行いました。
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安全で安心して暮らせるまちづくり
小中学校や水道施設の耐震補強や自主防災体制の強化、消防および救急体制の充実など、誰もが安全で安心して暮らせるまちづく
りを進めました。

■子育て支援保育士配置事業　（800万円）
民間保育園が、地域の子育て家庭を対象に子育ての不安の
解消や負担軽減を図るため、専任の保育士を配置する場合
に支援を行いました。

■防犯灯の照度アップ事業（479万5千円）
歩行者・自転車の安全と犯罪の抑制を図るため、防犯灯の
新設・取換による照度不足の改善（照度アップ）や修繕を
行いました。

■安全安心スクール事業（51万8千円）
市民向けに救命・防災・防犯を統合した「安全安心スクール」
を開校し、安全安心に対する知識や技術の向上を図りました。

■水道施設整備事業（3億6,081万1千円）
水道水の安心・安全・安定供給を図るため、送配水管の布
設替（耐震化）を行うとともに、防災倉庫の建設や緊急時
に近隣市の水道事業体と相互に応援給水するための連絡管
を設置しました。

■消防車両等整備事業（1億4,317万8千円）
消防車両などを、安全かつ効率的に運用するため、計画的
な整備を行いました。

■消防用活動機器整備事業（313万3千円）
消火、救助などの消防活動を行う隊員の身体を保護するた
め、防火衣を更新しました。

■救急高度化推進事業（485万4千円）
救急活動機器の整備や救急救命士の養成並びに研修を行い、
消防および救急体制の充実・強化を図りました。

■学校給食業務民間委託事業　（9,898万4千円）
「安心・安全な学校給食」・「より豊かな学校給食」の実現と、
効果的な業務運営を行うため、学校給食調理業務を民間委
託しました。
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■桜まつり推進事業（178万円）
「大阪ミュージアム構想」の特別展として、「桜まつり」を
開催しました。また、狭山池北堤において、桜のライトアッ
プを実施しました。

■桜の里づくり事業（147万9千円）
狭山池公園やさやか公園などに、桜を植樹しました。

■都市計画マスタープラン策定事業（514万5千円）
本市がめざすまちづくりの将来像について、具体的かつ総
合的に定める「都市計画マスタープラン」の見直しに着手
しました。策定委員会、検討市民会議を開催し、都市計画
マスタープラン全体構想（案）を作成しました。

■公共下水道（汚水・雨水）整備事業（1億2,771万4千円）
快適な生活環境の向上を図るため、公共下水道管渠の改良
を計画的に進めました。また、浸水対策として雨水幹線の
整備を行いました。

■道路舗装補修事業（3,098万円）
車両および歩行者の通行の安全確保を図るため、経年劣化に
より傷んでいる生活道路の舗装補修を計画的に行いました。

■西除川左岸線道路整備事業（3,131万7千円）
道路の供用開始に向けて、河川管理用道路を拡幅しました。

■その他市道整備事業（1,302万7千円）
市民が安全かつ快適に暮らせるよう、生活道路の補修や改
良工事を進めました。

■農業農村基盤（ため池）整備事業（945万9千円）
老朽化したため池を改修整備することにより、機能の回復
を図り、災害の未然防止に努めました。

■環境保全促進事業（22万9千円）
地球温暖化防止に関する啓発活動の一環として、「エコフェ
スタおおさかさやま」を開催しました。

■第２次地域福祉計画策定事業　（210万円）
市民が互いの個性を尊重しあい、交流し、地域のさまざま
な福祉課題の解決に向けて一体となって取り組んでいける
思いやりにあふれたまちづくりをめざすため、第２次地域
福祉計画を策定しました。

■障がい者地域就労支援事業　（379万円）
市内小規模通所授産施設などの授産品の販路を開拓し、
受託作業品を確保するため、各事業所や企業などへの訪
問や電話による促進活動を行い、収集した情報を小規模
通所授産施設などに提供することにより、障がい者の就
労を支援しました。

■ひと休みベンチ設置事業（105万3千円）
すべての人にやさしいまちづくりの一環として、「ひと休みベ
ンチ」をバス停や道路の休憩スポットなどに設置しました。

■老人福祉センター改修事業（420万4千円）
高齢者や障がい者などの利用者の利便性を向上させるため
に、トイレの改修や昇降機の設置など、施設改修を行いました。

■妊婦健診公費負担拡充事業（2,427万5千円）
妊婦の健康管理を適切に行うことにより、安心して出産で
きるよう、妊婦健康診査の一部公費負担を3回から14回に
拡充しました。

都市と自然が共生するうるおいのあるまちづくり
道路や公共下水道、ため池の整備改修など、都市基盤や農業基盤の整備を行いました。また、環境にやさしいうるおいのあるまちづく
りを進めるため、「桜まつり」の開催や桜の里づくりの推進、地球温暖化防止に関する啓発活動に取り組みました。

健やかで思いやりのあるまちづくり
道路や駅舎のバリアフリー化を進めるとともに、障がい者の就労支援や妊婦健康診査の公費負担の拡充、老人福祉センターの施設改
修など誰もが健やかに暮らせる思いやりのあるまちづくりに取り組みました。
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■狭山駅バリアフリー化事業（1億1,750万円）
狭山駅を障がい者や高齢者にやさしい駅にするため、エレ
ベーターや、多機能トイレの新設などのバリアフリー化を進
めました。

■金剛駅周辺バリアフリー道路特定事業（3,247万4千円）
歩行者の安全を確保するため、廿山高蔵寺線の東村交差点
部分の歩道用地を購入しました。

■市道バリアフリー化事業（113万6千円）
道路を安全かつ容易に利用できるよう歩道の段差を解消し、
誰もが安全に安心して暮らせるまちづくりを進めました。

■戸籍電算化事業（2,625万円）
戸籍事務を電算化することにより、証明書交付までの時間
を短縮し、市民サービスの向上を図りました。

■コンビニ収納システム導入事業（1,876万2千円）
市税（市・府民税、固定資産税、軽自動車税）および国民
健康保険料納付の利便性向上を図るため、コンビニエンス
ストアでの収納ができるように、システムを構築しました。

■第四次総合計画策定事業（920万円）
第四次大阪狭山市総合計画策定に向けて、市民意識調査や
中学生アンケート調査、タウンミーティング、関係団体ヒ
アリングなどを経て、策定委員会において基本構想（素案）
を作成しました。

■市史編さん事業（357万円）
市の歴史資料を体系的に調査・収集し、市民の貴重な共有
財産として保存活用を図るとともに、市民の生涯学習に役
立つよう、「大阪狭山市史」の編さんを進めました。

■公民館施設改修事業（484万5千円）
利用者の利便性向上を図るために、市立公民館大集会室の
床を全面改修しました。

■文化会館施設改修事業（1,842万9千円）
施設の経年劣化に伴い、大ホール調光設備やコンベンショ
ンホール床張替えなどの施設改修を行いました。

■郷土資料館展示機能移設事業（914万1千円）
府立狭山池博物館を大阪府と共同運営するため、市立郷土
資料館を府立狭山池博物館内に移設し、平成21年6月30
日に開設しました。

親しみやすいさわやかな市役所づくり
効率的で利便性の高い行政サービスの充実に努めるとともに、職員の接遇マナーの向上など市民に親しまれる、日本一さわやかな市
役所をめざした取組を進めました。

その他

■クレド（職員心得）カード作成事業（5万円）
職員としての使命と誇りを持って職務を遂行することを徹
底するため、職員としての心得を記したクレド（職員心得）
カードを作成し、全職員に配布しました。
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市の預貯金（基金）と借入金（地方債）の状況は、
下表のとおりです。
預貯金は財政の健全化に取り組み、生み出した財

源を将来に備えて積み立てたものです。使い道が決
まっていない財政調整基金と使い道が決まっている
その他の目的基金を合わせると、市民１人あたり６万
3,168円です。
借入金は、小中学校や道路などの整備のために借り

入れたもので、市民１人あたり31万 4,863円となっ
ています。
右のグラフは、平成21年度末における預貯金（基

金）と借入金（地方債）を市民１人当たりで表し、近
隣市などと比較しています。

［単位：円、人口は平成 22 年 3月末現在の住民基本台帳人口］

大阪狭山市
人口 57,478 人

富田林市
人口 119,771 人

河内長野市
人口 114,778 人

大阪府内市町村（除政令市）
人口 5,311,179 人

地方債現在高 314,863 195,150 307,646 288,276
財政調整基金 40,068 32,118 37,804 16,286
その他の目的基金 23,100 27,809 52,620 31,281

大阪狭山市

富田林市

河内長野市

地方債残高
（借入金）

財政調整基金
（預貯金）

その他の目的基金
（使い道が決まっている預貯金）

314,863

40,068
23,100

195,150

32,118
27,809

37,804
52,620

63,168

59,927

90,424

307,646

35
0,0
00

30
0,0
00

25
0,0
00

20
0,0
00

15
0,0
00

10
0,0
00

50
,00
0

大阪府内市町村
（除政令市）

16,286
31,281

47,567

288,276

［単位：円］

■市民１人あたりの市の借入金や預貯金

■自主財源　市税、使用料・手数料、諸収入など、市が自ら調達でき
る財源です。歳入全体に占める自主財源の割合が高くなるほど、
財政が安定し、自主性も高まります
■依存財源　国や都道府県から、定められた額を交付される財源で、
地方譲与税、地方交付税、国庫・府支出金、市債などの財源です
■市税　市に納められる税金で、全体の約９割が市民税と固定資産
税です
■繰入金　基金などから繰り入れて、行政サービスの経費などに充
てる財源です
■地方譲与税　国税として徴収した税金を国から地方公共団体に
譲与されるものです
■地方交付税　一定の行政サービスの水準を維持するために国か
ら交付されるものです
■国庫・府支出金　特定の事業を行う際に、その経費の財源として
国・府から支出されるものです
■市債　主に建設事業の資金として、国や金融機関などから借り入
れるものです
■議会費　議会活動のための経費です
■総務費　全般的な管理事務や本庁舎、出先機関・戸籍・統計・徴
税・選挙など地方公共団体共通の経費です
■民生費　社会福祉・高齢者・障がい者・児童福祉・生活保護な
ど住民の一定水準の生活と安定した社会生活を保障するための
経費です

用語の解説 ■衛生費　保健衛生・ごみ・し尿処理など住民が健康で衛生的な
生活環境を保持するための経費です
■農林水産業費　農業振興などのための経費です
■商工費　商工の振興や就労支援などのための経費です
■土木費　道路橋梁・河川・都市計画・公園整備などのための経
費です
■教育費　幼稚園、小・中学校、社会教育、社会体育などのための経
費です
■消防費　消防や救急活動のための経費です
■公債費　借り入れた地方債（市債）を返済するための経費です
■諸支出金　支出の性質により、他の支出科目に含まれない経費です
■扶助費　生活保護法や児童福祉法などに基づいて支給する生活
保護費や児童手当、医療助成などの経費です
■実質赤字比率　一般会計など（普通会計）を対象とした実質赤字
の標準財政規模に対する比率です
■連結実質赤字比率　全会計を対象とした実質赤字（または資金の
不足額）の標準財政規模に対する比率です
■実質公債費比率　一般会計などが負担する元利償還金および準
元利償還金の標準財政規模に対する比率です
■将来負担比率　一般会計などが将来負担すべき実質的な負債額
の標準財政規模に対する比率です
■標準財政規模　地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの
で、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額です
■普通会計　地方財政統計上、地方公共団体間の財政比較などのた
めに用いられる統一的な会計区分です

　保健衛生・ごみ・し尿処理など住民が健康で衛生的な
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17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度
大阪狭山市 95.5 98.8 96.5 94.8 97.8
富田林市 94.5 95.0 98.9 98.7 98.4
河内長野市 92.7 98.5 102.0 99.6 99.8
府内市町村計 96.1 96.0 98.3 97.2 97.6
全国市町村計 90.2 90.3 92.0 91.8
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■財政の弾力性を判断する指標

会計の名称 事業規模
①［千円］

資金不足額
②

資金不足比率
②／①

経営健全化
基準［％］

水道事業会計 1,265,849 － 該当なし 20.00

下水道事業特別会計 860,742 － 該当なし 20.00

　平成19年６月に定められた「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は、毎年度健全化判断比率
（４つの指標）を公表しています。また、水道事業会計と下水道事業特別会計については、資金不足比率を公表します。

健全化判断比率 大阪狭山市の状況 早期健全化基準 財政再生基準

①実質赤字比率 該当なし(△ 3.85％ ) 13.15％ 20.00％

②連結実質赤字比率 該当なし(△19.13％ ) 18.15％ 40.00％

③実質公債費比率 10.3％ 25.0％ 35.0％

④将来負担比率 49.8％ 350.0％

※①②については赤字がないため、該当なし。参考に黒字の比率を（△）で表示

■財政健全度を判断する指標

資金不足比率
　資金不足比率とは、「資金不足額」を「事業の規模」と比較し、
経営の深刻度を示すもので、資金不足比率が経営健全化基準を
超えると、経営健全化計画を策定しなければなりません。
　市の水道事業会計と下水道事業特別会計は、資金不足を生じ
ていないため、資金不足比率は該当ありません。

健全化判断比率
　この制度では、早期に財政を立て直す必要のある基準（早期
健全化基準）と財政破綻を示す基準（財政再生基準）が定めら
れています。
　４つの指標のいずれかが早期健全化基準を超えると「早期健
全化団体」となり、財政健全化計画を策定し、自主的な改善努
力による財政の健全化に取り組むことになります。さらに比率
が悪化し、財政再生基準を超えると「財政再生団体」となり、財
政再生計画を策定し、国などの関与による確実な財政の再生に
取り組むことになります。市は、４つの指標すべてで、「早期健
全化基準」と「財政再生基準」を下回っています。

　経常収支比率
　経常収支比率とは、人件費・扶助費・公債費といった容易に縮減することの困難な経
費（義務的経費）や公共施設の維持管理経費など、毎年固定的に支出しなければならない
経費（経常的経費）に市税や国から交付される地方交付税など、毎年決まって入ってくる
収入（経常的収入）をどの程度充てているかを見る比率です。
　この比率は、75％程度が望ましいとされています。経常収支比率が低いほど、自由に
使えるお金も多いため、柔軟で弾力的な財政運営ができます。反対に、比率が高くなるほ
ど、新しい事業や公共施設の整備などの投資的な経費へ充てるお金が少なくなり、弾力性
が低くなります。
　平成21年度の経常収支比率は、市税収入の減少や扶助費の増加などにより、前年度よ
り3.0ポイント悪化し97.8％となり、市の財政状況は弾力性が低い状態が続いています。

19年度18年度 20年度 21年度17年度

97.8
97.6

98.4

99.8

91.8

90

92

94

96

98

100

102

［単位：％］

経常収支比率の近隣市比較と推移

全国市町村計
府内市町村計

河内長野市
富田林市
大阪狭山市

決算状況の詳細については、『平成21年度わたしたちのまちの報告書』、『平成21年度歳入歳出決算書』、『平成22年度版水道事業統
計年報』をご覧ください。市役所情報公開コーナーで閲覧できます。また、市ホームページでも公開しています。
なお、『平成21年度わたしたちのまちの報告書』は、市役所企画グループで、670円で販売しています。


