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市の財政事情をお知らせします

平成25年度の一般会計予算額は、182億 6,674万 8千円でスタートし、前年度繰越予算7億 5,567万 5千円と補正予
算3億6,239万１千円を加え、歳入歳出予算総額は、193億 8,481万 4千円となりました。3月31日現在の執行状況は、
収入が92.4％に対して、支出が89.5％となっています。補正予算の主な内容は、老人福祉センター耐震補強等工事費とし
て1億 1,226万 5千円、第七小学校他トイレ改修工事費として1億 695万１千円の増額などがあげられます。その結果、
当初予算に対して、6.1％の増加となりました。

財政事情とは、大阪狭山市の予算の執行状況や地方債（国・金融機関からの借入金）の現在高、基金（家庭でいうと貯金）
などの状況を表したものです。
平成25年度下半期（平成26年３月31日現在）の財政事情を公表します。　※出納整理期間の収支を含んでいないため、

決算額とは異なります

■ 会計別予算の執行状況

問い合わせ
財政グループ

■
歳
出

■
歳
入
市税｜

市債｜

国庫支出金｜

地方交付税｜

府支出金｜

繰越金｜

各種交付金｜

その他｜

（個人･法人）市民税、固定資産税、軽自動車税、市
たばこ税などの税金

公共施設（道路・公園・学校など）建設や改修をす
る際に借り入れるお金(臨時財政対策債を含む)

特定の事業の経費の一部として、国
から支出されるお金

全国で一定水準の行政サービスを確保
できるように、国から交付されるお金

特定の事業の経費の一部として、大阪府
から支出されるお金

前年度から繰り越したお金

地方消費税交付金、地方特例交付金、
自動車取得税交付金など

地方譲与税、繰入金、分担金及び負担金、使用
料及び手数料など

7,247,473 

2,275,300

3,075,627

2,805,279

1,271,336

889,861

678,922

1,141,016

7,113,497[98.2％ ]

1,428,800[62.8％ ]

2,921,005[95.0％ ]

2,850,388[101.6％ ]

854,627[67.2％ ]

889,861[100.0％ ]

794,748[117.1％ ]

1,059,079[92.8％ ]

民生費｜（高齢者・障がい者・児童）福祉、子育て支援などの経費

その他｜

総務費｜

教育費｜

公債費｜

衛生費｜

土木費｜

消防費｜

市税の徴収、災害対策、庁舎管理などの経費

幼稚園、小・中学校、社会教育、スポーツ振
興など教育に関する経費

市が借り入れた市債の返済にかかる経費

環境保全・ごみ処理、健康増進・疾病予防な
どの経費

市道・公園などの整備や管理などの経費

消防や救急救命活動などにかかる経費

議会費、農林水産業費、商工費、諸支出金、
予備費

7,464,436

3,787,809

1,867,951

2,303,834

1,558,381

1,072,198

910,537

419,668

7,033,691[94.2％ ]

3,026,194[79.9％ ]

1,556,798[83.3％ ]

2,299,940[99.8％ ]

1,433,822[92.0％ ]

806,074[75.2％ ]

860,331[94.5％ ]

326,070[77.7％ ]

■特別会計別予算執行状況 （単位：千円、％） 
会計名 予算現額 収入済額 執行率 支出済額 執行率

国民健康保険 6,881,262 6,124,761 89.0 6,417,476 93.3
下水道事業 1,628,453 1,455,459 89.4 1,373,694 84.4
土地取得 43,688 43,687 100.0 43,687 100.0
介護保険 3,987,557 3,763,449 94.4 3,582,359 89.8
後期高齢者医療 810,087 790,358 97.6 721,622 89.1
東野財産区 45,369 5,151 11.4 41,804 92.1
池尻財産区 14,229 13,958 98.1 7,708 54.2

合計 13,410,645 12,196,823 90.9 12,188,350 90.9

■企業会計予算執行状況 

会計名 収入 支出
予算現額 収入済額 執行率 予算現額 支出済額 執行率

水道事業 収益的 1,235,970 1,184,258 95.8 1,219,917 1,144,871 93.8
資本的 253,277 258,283 102.0 576,767 555,298 96.3

 （単位：千円、％）

■一時借入金の現在高 （単位：千円）
名称 現在高

一般会計 0
特別会計 300,000

国民健康保険 300,000
下水道事業 0
介護保険 0

（企業会計）水道事業 0
合計 300,000

■基金の状況 （単位：千円）
名称 現在高

一般会計 3,873,799
財政調整基金 3,134,299
職員退職手当基金 287,612
地域福祉基金 256,021
文化振興基金 104,000
その他基金 91,867

特別会計 779,945
合計 4,653,744

　地方債は、建設事業などで大きな資金が必要な場合に、
国や金融機関からお金を借り入れるというものです。地
方債の総額は、約270億円です。なお、出納整理期間中
の借り入れもありますので、最終的にはこれより多くな
ります。

　基金とは家庭の貯金にあたるものです。全会計の基金
は、約46億5,400万円あります。なお、基金についても、
収支状況を考慮しながら出納整理期間中に調整を行うた
め、最終的な残高ではありません。

※出納整理期間とは
　会計年度末（３月31日）までに確定したお金
の受け入れと支払いについて、整理を行うため
に設けられている期間をいい、翌年度の４月１
日から５月31日までの２か月間をさします。

　一時借入金は、支払期限までに資金が不足した場合、
一時的に金融機関から借り入れるものです。

■地方債の現在高 （単位：千円）
名称 現在高

一般会計債 16,365,360
臨時財政対策債 8,705,740
土木債 2,976,202
教育債 2,087,822
減税補てん等債 905,913
第三セクター等改革推進債 671,500
総務債 657,144
消防債 331,540
民生債 29,499

特別会計債 8,928,280
下水道事業債 8,909,795
公共用地先行取得等事業債 18,485

（企業会計債）水道事業債 1,713,709
合計 27,007,349
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