
○歳入

増減率 23.3% 5.4%

11.7%

増減率 8.0% 4.8% 34.2% 14.1%

増減率 0.1%

12.0%

△5.3% △7.7%

その他交付金

主な決算内容

●地方揮発油譲与税　  3,539万円
●自動車重量譲与税 　 8,043万円

8,990万円

18.6%

平成25年度決算額

平成24年度決算額

主な決算内容

●減債基金繰入金   3億5,000万円
●財政調整基金繰入金      1億円

市税 地方譲与税

平成25年度決算額

平成24年度決算額 62億8,078万円 1億2,226万円

地方交付税

16億8,942万円 5億5,852万円

62億8,846万円 1億1,582万円 15億5,919万円 6億2,412万円

●個人市民税　　  26億8,991万円
●法人市民税 　　  2億9,786万円
●固定資産税　　  24億6,619万円
●都市計画税　 　  4億6,918万円

●普通交付税　　  13億3,706万円
●特別交付税　　　 2億2,213万円

●障害者自立支援給付費等負担金
　●　　　　　　   2億2,008万円
●児童手当交付金   5億7,700万円
●生活保護費負担金 4億8,398万円
●社会資本整備総合交付金
    ●             1億4,587万円
●地域の元気臨時交付金
            ●       4億845万円
●防災・安全交付金    9,301万円

7億4,005万円

1億5,442万円 9,426万円 21億  244万円 8億4,453万円

1億4,298万円

主な決算内容

●保育園運営費保護者負担金(現年
分)                1億4,037万円
●保育園自由契約児保護者負担金
●　　(    　 )    ,    581万円

●道路占用料 　　　 　2,170万円
●生涯学習センター使用料
●                      851万円
●総合体育文化センター使用料
　　●　　　　 　 　　1,158万円
●戸籍謄抄本等発行手数料
 ●                   1,444万円
●放課後児童健全育成手数料
  ●                    910万円

県支出金

繰入金 繰越金 その他収入

●小規模企業等振興資金融資預託
金元金収入 　　　  1億5,000万円
●休日急病診療所診療業務収入
　　　　　●　　　    1,021万円
●後期高齢者療養給付費負担金精
算金                  5,975万円

●防災行政無線(同報系)整備事業
　　　●　 　　　　   5,450万円
●北島藤島線街路改良事業
       ●             7,700万円
●臨時財政対策債   8億7,080万円

説明

市民税や固定資産税など、市に納
められる税金

国税として徴収され、一定の基準
により市に分配される税金

地方公共団体が等しく行政サービ
スを提供できるように、一定の基
準により国から交付されるお金

地方消費税交付金、自動車取得税
交付金など、国や県からの各種交
付金

説明

保育園の保育料など、特定のサー
ビスを受けた人から納められるお
金

4億9,098万円

市の施設の使用料や証明発行手数
料などとして納められるお金

市が行う特定の事業に対して、国
から交付されるお金

市が行う事業の財源として、国な
どから借り入れるお金

8億9,710万円

10億 440万円

財産収入、預金利子、寄附金など

4億6,578万円

●国民健康保険基盤安定負担金
　　　    　　● 　,　7,806万円
●障害者自立支援給付費等負担金
　　　　　 ●　    1億1,004万円
●児童手当負担金 ●1億2,380万円
●市町村緊急地震防災対策事業費
補助金                5,792万円
●県民税等徴収委託金  7,679万円

市債

平成24年度決算額 3億7,698万円 7億1,559万円

説明

基金(市の貯金)などから繰り入れ
るお金

前年度から繰り越されたお金

平成25年度決算額 4億6,488万円 8億4,877万円

○平成25年度一般会計款別決算状況
歳入　145億9,227万円（平成24年度比 6.9％増）
歳出　137億4,153万円（平成24年度比 7.4％増）

市が行う特定の事業に対して、県
から交付されるお金

15億6,609万円

●株式等譲渡所得割交付金
●株式等譲渡所        6,868万円
●地方消費税交付金 4億1,256万円
●自動車取得税交付金  6,351万円

分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金

市税 

43.1% 

国庫支出金 

14.4% 

地方交付税 

10.7% 

市債 

6.9% 

繰越金 

5.8% 

県支出金 

5.8% 

その他交付金 

4.3% 

その他収入 

3.4% 

繰入金 

3.2% 

分担金及び負担金 

1.1% 
地方譲与税 

0.8% 
使用料及び手数料 

0.6% 

歳入合計 
145億9,227万円 



○歳出

25.2%

12.9% △1.4%

△25.4% △1.4%

●融資関係費       1億5,827万円
●桜まつり事業        1,128万円
●尾北自然歩道管理費  1,339万円

商工業、観光、消費者行政などに
かかる経費

農林水産業の振興などにかかる経
費

平成25年度決算額

主な決算内容

1億7,960万円

●障害者自立支援費 5億2,592万円
●後期高齢者療養給付費
  ●               3億3,804万円
●保育園施設管理費    3,159万円
●児童福祉手当     9億9,818万円
●子ども医療費助成事業
●                 2億1,080万円
●生活保護扶助費   6億6,052万円

議員報酬や議会運営にかかる経費

総務費

18億9,669万円

20億9,240万円

説明

平成24年度決算額

平成25年度決算額

主な決算内容

説明

増減率

増減率

平成24年度決算額

平成24年度決算額

平成25年度決算額

主な決算内容

説明

増減率

51億3,776万円

●行政区運営費        1,279万円
●広報紙の発行        2,001万円
●減債基金積立金   3億5,088万円
●防犯灯管理事業      2,704万円
●防災行政無線(同報系)整備事業
●                 1億2,814万円

企画、財政、人事、広報、選挙、
戸籍、徴税、防犯、防災などにか
かる経費

10.3% 3.6%

議会費

1億9,973万円

●議員報酬         1億3,773万円

△10.1%

1億8,079万円

1億3,483万円

●用排水路浚渫事業    1,882万円
●用排水路改修事業    3,567万円
●土地改良事業        2,702万円

児童・高齢者・障害者の福祉、医
療や保険、生活保護などにかかる
経費

衛生費

11億2,054万円

14億  253万円

●予防接種事業     1億1,625万円
●塵芥処理費          8,121万円
●小牧岩倉衛生組合負担金
●                 6億3,621万円

環境、保健衛生などにかかる経費

農林水産業費

●消防指令センター共同運用事業
●                      219万円
●救急救命士養成事業    242万円
●化学消防ポンプ自動車購入事業
●                    4,203万円

●舗装側溝           2億774万円
●天保橋架け替え事業  1,200万円
●交通安全施設整備事業
●                    2,532万円
●公共下水道事業特別会計繰出金
       ●          6億2,213万円
●北島藤島線街路改良事業
●                 2億9,311万円
●公園施設整備事業    4,353万円

商工費

2億7,814万円

2億7,430万円

15.7% 5.9%

道路や橋、公園、下水道の整備な
どにかかる経費

救急や消防などにかかる経費

土木費

13億2,545万円

15億3,413万円

消防費

4億1,304万円

4億3,739万円

民生費

49億5,728万円

市が国などから借り入れた借金の
返済に充てる経費

教育費

11億  292万円

12億4,496万円

学校教育や生涯学習、スポーツ振
興などにかかる経費

公債費

13億2,210万円

13億  363万円

●小・中学校施設管理費
●                    8,595万円
●小・中学校施設改良費
●                    7,923万円
●音楽文化普及事業      641万円
●総合体育文化センター施設改良
費                    5,175万円
●新岩倉市立学校給食センター建
設事業                1億74万円

民生費 

37.4% 

総務費 

15.2% 

土木費 

11.2% 

衛生費 

10.2% 

公債費 

9.5% 

教育費 

9.1% 

消防費 

3.2% 

商工費 

2.0% 
議会費 

1.3% 

農林水産業費 

1.0% 

歳出合計 
137億4,153万円 



○市税の収入内訳

○性質別歳出決算の状況

扶助費 

29億3,245万円 

(21.3％) 

人件費 

27億6,753万円 

(20.1％) 

繰出金 

16億9,314万円 

(12.3％) 

物件費 

16億1,620万円 

(11.8％) 

公債費 

13億363万円 

(9.5％) 

普通建設事業費 

11億8,247万円 

(8.6％) 

補助費等 

11億4,140万円 

(8.3％) 

積立金 

7億1,846万円 

(5.2％) 

維持補修費 

2億2,725万円 

(1.7％) 

投資及び出資

金・貸付金 

1億5,900万円 

(1.2％) 

市民税(個人) 

26億8,991万円 

(42.8%) 

市民税(法人) 

2億9,786万円 

(4.7%) 

固定資産税 

24億6,619万円 

(39.2%) 

都市計画税 

4億6,918万円 

(7.5%) 

たばこ税 

3億615万円 

(4.9%) 

軽自動車税 

5,917万円 

(0.9%) 



○市民一人当たりの決算額

●歳出（目的別）一人当たりの決算額

一人当たり決算額 説明

議会費 4,000円 議員報酬や議会運営にかかる経費です。

総務費 44,000円 管理事務費、企画、財政、人事、選挙、戸籍、徴税、防災などにかかる経費です。

民生費 108,000円 児童や高齢者・障害者の福祉、医療や保険など社会保障にかかる経費です。

衛生費 30,000円 環境、保健衛生などにかかる経費です。

農林水産業費 3,000円 農林水産業の振興などにかかる経費です。

商工費 6,000円 商工業、観光、消費者行政などにかかる経費です。

土木費 32,000円 道路や橋、公園、下水道の整備などにかかる経費です。

消防費 9,000円 救急や消防などにかかる経費です。

教育費 26,000円 学校教育や生涯学習、スポーツ振興などにかかる経費です。

公債費 27,000円 市債の元金や利子の返済に充てる経費です。

合計 289,000円

●歳出（性質別）一人当たりの決算額

一人当たり決算額 説明

人件費 58,000円 職員などに対し、勤労の対価、報酬として支払われる経費です。

扶助費 62,000円
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づいて、被扶助者に対してその生活
を維持するために支出される経費です。

公債費 27,000円 市債の元金や利子の返済に充てる経費です。

普通建設事業費 25,000円 道路の新設や公共施設の新築・改修などの建設事業にかかる投資的経費です。

物件費 34,000円 賃金、旅費、委託料、消耗品費、光熱水費などの消費的経費です。

繰出金 36,000円 一般会計と特別会計または特別会計相互の間で支出される経費です。

補助費等 24,000円 さまざまな団体等への補助金、負担金、報償費、寄附金などの経費です。

積立金 15,000円 基金への積立てに充てる経費です。

維持補修費 5,000円 市が管理する公共用施設などの保守や修繕をするための経費です。

投資及び出資
金・貸付金

3,000円
公益上の必要性などから企業等に出資する経費や、直接あるいは間接に地域住民
の福祉増進を図るための現金の貸付にかかる経費です。

合計 289,000円

　平成25年度歳出決算額を市民一人当たりに換算すると、28万9千円となり、その目的別・性質別の内訳は下
表のとおりです。



○都市計画税の充当状況

街路事業 下水道事業 公債費 合計

4,580万円　 3億7,043万円　 5,296万円　 4億6,919万円　

○平成25年度特別会計決算状況

予算額 歳入額 歳出額

49億1,236万円 47億4,766万円 45億8,304万円

1,388万円 1,332万円 1,332万円

1億8,116万円 1億6,825万円 1億6,818万円

14億3,976万円 12億8,163万円 12億4,840万円

24億5,253万円 24億3,717万円 23億6,095万円

4億9,021万円 4億7,416万円 4億7,354万円

94億8,990万円 91億2,219万円 88億4,743万円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

合 計

　都市計画税の平成25年度決算額は4億6,919万円で、主に下水道、街路、公園の整備およびこれら
の事業のために過去に借りた市債を返済する費用（公債費）に充てられています。
　その充当の状況は下表のとおりです。

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

土 地 取 得 特 別 会 計

学 校 給 食 費 特 別 会 計

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計


