
○歳入

○平成24年度一般会計款別決算状況
歳入　136億4,545万円（平成23年度比 2.6％減）

歳出　127億9,668万円（平成23年度比 3.7％減）

市が行う特定の事業に対して、
県から交付されるお金

17億8,600万円

●地方特例交付金の減少 △
4,967万円
●自動車取得税交付金の増加
1,809万円

分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金

平成23年度決算額 3億3,544万円 8億7,371万円

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24年度決算額 3億7,698万円 7億1,559万円 4億6,578万円

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

9億5,530万円

8億9,710万円

財産収入、預金利子、寄附金な
ど

4億6,112万円

●衆議院議員総選挙費委託金の
増加 1,500万円
●国民健康保険基盤安定負担金
の増加 1,872万円
●子ども手当交付金の減少 △
9,005万円
●児童手当交付金の増加 1億
362万円
●子育て支援対策基金事業補助
金の減少 △4,556万円

市債

●土地売払収入の減少 △3,240
万円
●土地改良施設維持管理適正化
事業交付金の増加 4,275万円

●小・中学校耐震対策事業の完
了に伴う減少 △1億170万円
●臨時財政対策債の借入の増加
7,680万円

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

主な増減理由

●保育園運営費保護者負担金の
増加 998万円
●乙北島藤島線道路改良事業負
担金（小牧市から）の減少 △
2,452万円

●行政財産使用料の増加 58万
円
●生涯学習センター使用料の増
加 67万円

県支出金

繰入金 繰越金 その他収入

●個人市民税の増加 7,244万円
●法人市民税の増加 5,941万円
●固定資産税の減少 △6,095万
円

●普通交付税の増加 2,318万円

●障害者自立支援給付費等負担
金の増加 3,324万円
●子ども手当交付金の減少 △6
億2,913万円
●児童手当交付金の増加 4億
7,495万円
●安全・安心な学校づくり交付
金の減少 △1億2,416万円

7億3,757万円

1億4,298万円 8,990万円 15億6,609万円 7億4,005万円

1億5,364万円

16億7,206万円 5億9,450万円

62億8,078万円 1億2,226万円 16億8,942万円 5億5,852万円

地方交付税市税 地方譲与税

平成24年度決算額

平成23年度決算額 62億1,939万円 1億3,070万円

主な増減理由

●自動車重量譲与税の減少 △
845万円

8,882万円

△18.1%

平成24年度決算額

平成23年度決算額

主な増減理由

●減債基金からの繰り入れの増
加 5,000万円
●岩倉北小学校及び岩倉南小学
校用地購入基金からの繰り入れ
の減少 △1,110万円

その他交付金

△6.5% 1.0%

1.0%

△6.1%

増減率 △6.9% 1.2% △12.3% 0.3%

増減率 1.0%

△6.1%増減率 12.4%

市税

46.0%

地方交付税

12.4%

国庫支出金

11.5%

市債

6.6%

県支出金

5.4%

繰越金

5.2%

その他交付金

4.1%

その他収入

3.4%

繰入金

2.8%

分担金及び負担金

1.0% 地方譲与税

0.9%

使用料及び手数料

0.7%

歳入合計
136億4,545万円



○歳出

●多彩公園整備事業債、新柳通
線シンボルロード整備事業債の
償還が完了したこと等に伴い減
少

●市が国などから借り入れた借
金の返済

教育費

14億6,932万円

11億292万円

●少人数授業等臨時講師の配置
●小・中学校施設整備事業
●夏休み月曜日の図書館開館
●総合体育文化センター施設整
備事業

公債費

13億4,408万円

13億2,210万円

●小・中学校耐震補強工事の完
了等による施設改良事業費の減
少 △2億4,699万円
●岩倉南小学校用地取得事業費
の減少 △5,510万円
●総合体育文化センター施設改
良事業費の減少 △2,704万円

●消防救急無線デジタル化業務
●少年消防クラブの設置

土木費

13億4,275万円

13億2,545万円

消防費

4億2,816万円

4億1,304万円

民生費

48億5,430万円

●消防庁舎空調機取替工事の増
加 952万円
●高規格救急自動車購入事業の
完了に伴う減少 △2,576万円

●通学路カラー塗装工事の減少
△2,136万円
●北島藤島線の五条川橋梁新設
事業の完了による減少 △7,013
万円
●北島藤島線街路改良事業費の
増加 6,833万円

商工費

2億7,439万円

2億7,814万円

△1.3% △3.5%

●小学校通学路のカラー塗装の
実施
●五条川堤防道路防災ベンチ設
置工事
●北島藤島線街路改良事業
●公園施設整備事業

農林水産業費

1億1,898万円

1億8,079万円

●用排水路改修工事の増加 629
万円
●水門等遠隔操作装置改修工事
による増加 5,135万円

●ふれあい広場施設整備事業
●障害者計画の策定
●民間保育所運営委託等事業
●子ども医療費助成の拡大

衛生費

11億7,859万円

11億2,054万円

●愛北広域事務組合負担金の減
少 △656万円
●一般廃棄物収集運搬業務委託
料の増加 1,890万円
●小牧岩倉衛生組合負担金の減
少 △5,433万円

●がん検診事業
●予防接種事業
●地球温暖化対策推進事業
●環境基本計画策定事業

49億5,728万円

●財政調整基金への積立金の減
少 △1億9,930万円
●減債基金への積立金の減少
△1億4,997万円
●公共施設整備基金への積立金
の増加 1億2,000万円
●行政情報処理システム更新委
託料の増加 3,348万円

●協働まちづくり推進事業
●広報いわくらの発行
●防災対策事業
●電子情報システム維持管理事
業
●市民プラザエレベーター設置
工事

△8.0% 2.1%

議会費

2億2,141万円

●議会運営システム再整備委託
料の増加 838万円
●議員共済費の負担率の減少に
よる共済費の減少 △2,845万円

△9.8%

平成23年度決算額

平成24年度決算額

主な増減理由

主な事業

増減率

主な事業

平成23年度決算額

平成24年度決算額

主な増減理由

主な事業

増減率

増減率

平成23年度決算額

平成24年度決算額

主な増減理由

1億9,973万円

●国民健康保険特別会計繰出金
の増加 6,800万円
●障害者自立支援給付費の増加
7,015万円
●保育園運営委託料の増加
5,927万円
●児童手当の増加 6億9,534万
円
●子ども手当の減少 △8億
2,048万円

●市議会だよりの発行
●岩倉市議会の運営や議員報酬
等

総務費

20億6,068万円

18億9,669万円

△4.9%

△24.9% △1.6%

51.9% 1.4%

●観光振興事業委託料の増加
1,490万円
●八剱憩いの広場通路舗装工事
の完了に伴う減少 △1,050万円

●観光振興事業
●ＰＲ看板設置工事

●農畜産業振興事業
●用排水路浚渫事業
●用排水路改修事業
●水門等遠隔操作装置改修工事

民生費

38.7%

総務費

14.8%

土木費

10.4%

公債費

10.3%

衛生費

8.8%

教育費

8.6%

消防費

3.2%

商工費

2.2%

議会費

1.6%

農林水産業費

1.4%

歳出合計
127億9,668万円



(単位：万円)

○市税の収入内訳

(単位：万円)

○性質別歳出決算の状況

扶助費

28億9,087万円

(22.6％)

人件費

27億5,521万円

(21.6％)物件費

16億8,637万円

(13.2％)

繰出金

15億9,087万円

(12.4％)

公債費

13億2,210万円

(10.3％)

補助費等

8億6,108万円

(6.7％)

普通建設事業費

7億739万円

(5.5％)

積立金

5億8,880万円

(4.6％)

維持補修費

2億3,399万円

(1.8％)

投資及び出資金・

貸付金

1億6,000万円

(1.3％)

市民税

30億5,447万円

(48.6％)

固定資産税

24億3,147万円

(38.7％)

都市計画税

4億6,257万円

(7.4％)

たばこ税

2億7,518万円

(4.4％)

軽自動車税

5,709万円(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 40,000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 104,000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 23,000円 環境、保健衛生などにかかる経費です。

農林水産業費 4,000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 28,000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 23,000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 28,000円 市債の元金や利子の返済に充てる経費です。

合計 269,000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 61,000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 28,000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 15,000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 36,000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 33,000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 18,000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 12,000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 269,000円

　平成24年度歳出決算額を市民一人当たりに換算すると、26万9千円となり、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 公園整備事業 下水道事業 公債費 合計

1,096万円　 822万円　 3億7,320万円　 7,019万円　 4億6,257万円　

○平成24年度特別会計決算状況

予算額 歳入額 歳出額

49億9,489万円 47億4,974万円 46億1,563万円

3,917万円 3,775万円 3,775万円

1億8,180万円 1億6,914万円 1億6,905万円

12億1,971万円 11億8,882万円 11億7,029万円

23億　592万円 23億　463万円 22億6,361万円

4億5,185万円 4億5,436万円 4億4,702万円

91億9,334万円 89億　444万円 87億　335万円合 計

　都市計画税の平成24年度決算額は4億6,257万円で、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

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計


