
みなさんこんにちは！

なんとみらいちゃんです。

１年ぶりに、南砺市の財

政について、NANTOく

んといっしょにお伝えし

ます。よろしくね！

NANTOくんです。

南砺市の財政について紹

介するよ。じゃあ、さっ

そく平成２５年度の予算

額からみてみよう！
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Ｑ市税の内訳は？

　3億1,180万円

　3億9,765万円

23億3,010万円

●市内の会社(法人)の収入などに応じて課税される法人市民税

●その他に軽自動車税や市たばこ税、入湯税があります。

●土地や家を持っている個人や法人に課税される固定資産税

●市民の方に負担していただく個人市民税
37億5,622万円

0%

20%

40%

60%

80%

100%

その他市民税

法人市民税

個人市民税

固定資産税

たしか…税金にもいろいろな

種類があるんだよね。
そうそう。何に対して税金をかけるかに

よって、種類が分かれているんだよ。市税

の内訳は下を見てね。
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○基金の残高

・財政調整基金

・減債基金

・特定目的基金

・定額運用基金

不況による大幅な税収の減少や、災害などによる支出の増加に備え、余裕のある時にお
金を貯めておく基金です。25年度当初予算では、歳出に対する財源の不足により9億
7,578万円を取り崩す予定です。

奨学金の貸付、公共用地や美術品の取得のために一定の資金を運用するためのもので
す。

市の施設整備や国際交流など特定の目的の為に資金を積み立てるためのものです。25年
度当初予算では、それぞれの基金目的にあった事業の財源として合計で6億2,385万円
を取り崩す予定です。

市債（市の借金）の償還を計画的に進めるためのものです。

■南砺市の基金残高の推移

基金って貯金のことだったよね。わたしも貯金ならしてるよ。

でも南砺市の貯金は減ってるみたいだけど大丈夫？

みらいちゃん、１年たって少し成長したね！基金全体では24年度末に約4.6億円減少

する見込みだよ。合併後のまちづくりのための基金や病院を地震に強くするための基

金などをその目的に合わせて使ったからだよ。お金が足りなくて減ったわけじゃない

からそれほど心配しなくていいよ。25年度は今のところ約9.8億円足りないから財政

調整基金を取り崩して補うことになっているよ。基金にばかり頼らないで長期的に歳

入と歳出のバランスをとることが大切だね。
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※借入金の返済に対して国から補てんされる額は正確に算出する事ができないため、
　およその目安として計算しています。

○平成２４年度末借入金残高見込み （全会計） 882億9,783万円

（前年度 865億549万円）

市民1人あたりの借入金額 161万円

事業の厳選による借入額の抑制、繰上償還の実施などにより適正な借入金残高の維持に努めてき
ました。平成24年度以降は、学校耐震化事業等の大型事業の実施により借入金残高の増加が見
込まれます。

■南砺市の借入金残高の推移

○一般会計借入金残高（平成24年度見込額 446億6,150万円）のうち
市が負担する額 約130億9,810万円 （約29％）

国から交付される額
315億6,340万円

71％

市債って借金なんでしょ？南砺市は貯金（基金）
もあるのに、どうしてわざわざ借入をするの？

借入金は、市が全額負
担するんじゃないの？

借入金の中には、本来、国が補助金や
交付金などの形で自治体に交付しなけ
ればならないものを国に代わって自治
体が借入し、その返済額を国が補てん
しているものも含まれるんだ。
国が補てんする返済額は、毎年、地方
交付税の計算に含めて各自治体に交付
されているよ。

市債は学校や保育園、社会福祉施設や道路などを
整備する時の資金に充てるために借入するものな
んだ。
整備された施設は後年の人も利用するので、その
人達にも公平に負担してもらう意味もあるんだ。

市が実際に負担する額
130億9,810万円

29％
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　ラスパイレス指数とは、地方公
務員の給与水準を表す指数で、国
家公務員の俸給を基準(100)とし
て、地方公務員の給与水準を表し
ているんだ。
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NANTO君、南砺市の財政は

他の市町村と比べると、どう

なの？

健全かどうか教えて～！

財政力指数とは、標
準的な行政費用（支
出）に対する標準的な
収入の割合を表してい
るんだ。

値が小さいほうが、
より健全

値が大きいほうが、
より健全

南砺市では、企業誘致や人口増

対策へ引き続き取り組みながら、

財政基盤強化に努めます。

南砺市では、今後も引き続きコ

スト意識を持ち、職員数適正化や

施設管理経費削減に努めます。

経常収支比率とは、
市税や地方交付税など
の毎年決まって入って
くるお金に対して、人
件費や公債費などの毎
年決まって出て行くお
金の割合を表している
んだ。

(%)
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　実質公債費比率とは、収入さ
れる財源に占める借金返済の割
合を表しているんだ。

　南砺市では、組織体制の見直
し等の職員数の適正化を計画的
に進めており、合併後10年間で
200人減員を目指しています。

南砺市の財政状況を表す主な指標について、年度別決算を元に富山県平均と比較しました。
（給与は全国市平均）
これらは、市の財政の健全度合いを判断するために重要な指標です。
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(%)

値が小さいほうが、
より健全

値が小さいほうが、
より健全

※総務省より公表さ
れている数値のみ掲
載しています。

将来負担比率とは、収

入される財源に占める将

来負担すべき負債総額の

割合を表しているんだ。

南砺市では、繰上償還等で市債残
高を減らし、交付税措置率の高い市
債を活用することにより、将来負担
を減らすよう努めます。
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貸借対照表
H24.3.31現在

<資産の部> <負債の部>

1.公共資産 2,670億5,483万円 1.固定負債 860億823万円

(1)事業用資産 996億3,334万円 (1)地方債 778億4,922万円

(2)インフラ資産 1,648億50万円 (2)退職手当引当金 81億5,901万円

(3)無形固定資産 25億6,332万円

(4)売却可能資産 5,767万円 2.流動負債 84億1,774万円

2.投資等 166億9,230万円 69億8,902万円

(1)投資及び出資金 20億362万円 (2)その他 14億2,872万円

(2)貸付金 1億4,173万円

(3)基金等 142億7,714万円 負債合計

(4)その他 2億6,981万円 <純資産の部>

3.流動資産 189億1,099万円

(1)資金 177億6,179万円 純資産合計 2,082億3,215万円

(2)その他 11億4,920万円

資産合計 3,026億5,812万円 負債及び純資産合計 3,026億5,812万円

    南砺市財務書類による指標

○市民一人あたりの資産と負債

→これまで形成してきた資産の価値(将来の住民が利用できる価値)です。

○純資産比率

○将来世代負担比率

○行政コスト対公共資産比率

27.4%
「将来世代負担比率　＝　(地方債残高＋未払金)／(公共資産＋投資等)」
　社会資本の形成に係る将来世代の負担の割合を把握できます。

負債　172万円 →将来の世代が負担すべき債務です。

68.8%

「純資産比率　＝　純資産総額／資産総額」
　将来世代も利用可能な資産を蓄積したか、現在世代が便益を受けたかと
いう分析ができます。

「行政コスト対公共資産比率＝経常行政コスト／公共資産」
資産が効率的に活用されているかという分析ができます。

944億2,597万円

　　貸借対照表とは、南砺市が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産を形
成してきた財源（負債、純資産）を左右で対照表示したものだよ。

　資産には、市有施設や土地などの固定資産や基金､現金､預金などを計上し､負債には､将来償還や負担すべ
き地方債などを計上し､純資産は､国県補助金や一般財源を計上しているんだ｡

16.3%

資産　552万円

　南砺市の財務書類を分析し指標化したよ。これで財政状況が分かりやすく把握できるようになり、
　年度間の比較や他市との比較などをしながら、より健全な財政運営につなげることができるんだ。

(1)翌年度償還予定地方債

財務書類からみる南砺市 平成23年度決算

南砺市の資産総額は、約3,027億円で、住民一人当たり約552万円の価値があるんだ。また、この資産を

形成するための負債が、市債や企業債など約944億円あり、住民一人当たり約172万円になるんだよ。南

砺市の借金（地方債残高）約848億円のうち、約557億円は償還時に地方交付税へ算入されることを見込

んでいるんだ。

127



平成23年度末における南砺市全体の財務書類を作成しました。

行政コスト計算書
H23.4.1～H24.3.31

○貸借対照表 経常費用 434億8,542万円
・平成23年度 1.人にかかるコスト 90億2,934万円

人件費、退職手当等引当金繰入など

2.物にかかるコスト 180億6,134万円

物件費、減価償却費、維持補修費など

3.移転支出的なコスト 134億7,427万円

社会保障給付、補助金など

4.その他のコスト 29億2,047万円

経常収益 134億4,951万円
○純経常行政コスト 使用料､手数料､分担金､負担金､保険料､事業収入など

・平成23年度　　 純経常行政コスト 300億3,591万円

（経常経費－経常収益）

資金収支計算書 純資産変動計算書
H23.4.1～H24.3.31 H23.4.1～H24.3.31

期首資金残高 143億1,688万円 期首純資産残高 2,053億9,517万円

1.経常的収支 122億1,300万円 純経常行政コスト △300億3,591万円
人件費支出、税収入など 経常費用－経常収益

2.公共資産整備収支 △16億611万円 財源調達 329億175万円
公共資産整備支出、土地売払収入など 地方税、地方交付税、国県補助金など

3.投資･財務的収支 △71億6,199万円 臨時損益 △3億748万円
市債元利償還支出、市債発行収入など 災害復旧事業、公共資産除売却損益など

当期収支 34億4,490万円 その他 2億7,862万円

期末資金残高 177億6,178万円 期末純資産残高 2,082億3,215万円

これは総務省が示した「総務省改訂モデルに基づく財務書類作成要領」に則ったもので、資産や
債務情報を一体的に把握しながら、健全な財政運営の指標として活用しています。

172万円

　コスト　　　55万円

純資産 380万円

資産　 552万円

　　南砺市が一年間（4月1日～3月31日）で行う
行政活動のうち、資産形成に結びつかない行政サー
ビスに係るコストとその財源を対比したものだよ。

　  現金の出入り情報を3つの区分に分けて表
示した財務書類だよ。
　南砺市が、どのような活動にどのような財源
を使ったか分かるんだ。

　  貸借対照表の純資産の部が、一年間でどのよう
に変動したかを表している計算書だよ。
　総額の変動に加え、それがどのような財源や要因
で増減したのか分かるんだ。

 住民基本台帳人口
 平成23年度　54,836人(平成24年3月31日現在)

負債　

平成23年度に南砺市が提供した資産形成に結び

つかないサービスは約435億円だったんだ。一方、

住民等から納められた利用料金等の収入が約135

億円で、差引き約300億円を地方税や地方交付税

などの一般財源でまかなっているんだよ。

公共資産整備収支の部と投資･財務的収支の部
の支出超過を、経常的収支の部の収入超過分
で補った結果、34億4,490万円を翌年度の
財源として繰り越すことになったよ。

約300億円の純経常行政コストに、地方税など
約329億円が財源となったんだ。

これからもコスト超過にならない財政運営に努めます。

市民一人あたりでいうと・・

128



南砺市職員（一般職）の平成２５年度人件費

一般 会 計 586

国 民 健 康
保 険 事 業
特 別 会 計

10

国民健康保
険診療所事
業特別会計

15

介 護 事 業
特 別 会 計

22

訪 問 看 護
事 業
特 別 会 計

28

簡 易 水 道
事 業
特 別 会 計

2

病 院 事 業
会 計

412

水 道 事 業
会 計

10

下水道事業
会 計

9

職員
数
(人)

5億1,006万円

390万円

14億189万円

574万円

給 料

9億3,925万円 28億5,120万円

－ 6,711万円

計

1億1,412万円

964万円

合 計

36億4,890万円

9,035万円

法定福利費

7億9,770万円

2,324万円

1億3,738万円

6,336万円

7,140万円－ 5,278万円

給 与 費

賃 金 職 員 手 当

1億7,548万円

176万円

3,303万円 1,653万円 4,956万円 1,010万円

1,140万円

9,716万円 4,866万円 1億4,582万円 2,966万円

1億3,328万円

区 分

3,508万円 1,770万円

5,040万円 1億1,376万円 1,952万円

2,326万円

1,862万円

3,319万円8,093万円

会 計 区分

4,364万円 2,347万円

39億4,815万円

5,966万円

22億784万円 10億5,726万円 32億6,510万円 6億8,305万円

職員
数
(人)

共 済 費 合 計

給 料 職 員 手 当 計

給 与 費

これで今日はおしまい。

南砺市の財政について身

近に感じてもらえたか

な？またHPや広報誌も

チェックしてみてね。

わたしも南砺市の財政に

ついて、もっと調べてみ

よう♪わかならいことが

あったらまた教えてね！
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