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総務費�

平成21年度決算報告�
　三豊市の平成21年度決算がまとまり、議会の決算特別委員会で承認されました。��
皆さんに納めていただいた大切な税金がどのように使われたのか、お知らせします。
詳しい内容は、市ホームページ（トップ→行政情報→財務・会計）をご覧ください。�

市税�
77億880万4千円�

分担金・負担金�
使用料・手数料�
8億1,295万7千円�

投資および�
出資金・貸付金�
3億2,028万円�

財産収入・寄附金�
繰入金・繰越金�
15億601万4千円�

諸収入�
13億464万6千円�

地方交付税�
106億8,156万5千円�

国庫支出金�
41億2,463万8千円�

県支出金�
13億6,284万8千円�

各種交付金�
10億468万3千円�

地方譲与税�
3億6,384万8千円�

市債�
23億5,390万円�

人件費�
58億7,344万2千円�

公債費�
33億3,924万7千円�

災害復旧費�
1,205万5千円�

普通建設事業費�
43億157万4千円�

物件費�
36億333万円�

補助費等�
50億7,203万円�

維持補修費�
2億9,012万9千円�

積立金�
13億1,099万4千円�

繰出金�
30億6,137万9千円�

扶助費�
26億3,375万7千円�

113億3,242万1千円�

118億4,644万6千円�

43億1,362万9千円�

136億5,814万2千円�

198億9,148万2千円�

�

　平成21年度に実施した主な事業や特徴的な事業を目的別の分類により紹介します。�

特別会計�

一般会計�

衛生費�

民生費�

農林水産業費�

▲詫間中学校屋内運動場が整備されました�

会計名� 歳入総額� 歳出総額� 差　引�

企業会計�
会計名� 区　分� 収　入� 支　出� 差　引�

市歌策定事業�
宝山湖いきいき健康にぎわい事業�
バイオマスタウン構想推進事業�
たかせ天然温泉改修事業�
渇水緊急対策事業�
防災行政無線施設整備事業�
定額給付金事業�
衆議院議員選挙費�
市長･市議会議員選挙費�

705万9千円�
2,329万4千円�
578万8千円�
6,757万2千円�

1億2,730万2千円�
1億5,679万9千円�
11億3,260万1千円�

3,097万6千円�
3,596万8千円�

障害者自立支援費事業�
生きがい活動支援通所事業�
ファミリー･サポート･センター事業�
放課後児童クラブ運営事業�
保育所遊具整備事業�
子育て応援特別手当給付事業�

5億916万2千円�
870万6千円�
711万4千円�

1億987万1千円�
1,825万8千円�
3,414万4千円�

狂犬病予防事業�
予防接種事業�
合併浄化槽整備事業�

1,191万7千円�
8,782万2千円�

2億1,268万7千円�

高瀬町農村環境改善センター�
　　　　　　　　耐震補強･改修事業�
中山間地域等直接支払事業�
土づくりセンター事業�
農地有効利用支援整備事業�
畑地かんがい施設緊急更新･補修事業�
上新田漁港改良事業（浮桟橋新設）�

�
3億6,694万2千円�

1億548万円�
1,031万4千円�
8,647万円�
3,300万円�
1,234万円�

地域農産物利用促進センター事業�
商品券事業�
国民健康保険事業�
国民健康保険診療所事業�
老人保健事業�
後期高齢者医療事業�
介護保険事業�
介護サービス事業 �
集落排水事業�
浄化槽整備推進事業�
港湾整備事業�

4,123万円�
2億216万1千円�

79億2,492万4千円�
 1億7,747万4千円�
2,055万1千円�

17億1,670万6千円�
61億6,265万8千円�

8,732万3千円�
1億8,203万9千円�
2億1,192万8千円�
3,465万8千円�

4,123万円�
1億9,602万5千円�
75億7,278万円�

1億6,716万7千円�
1,342万2千円�

17億1,449万8千円�
59億468万8千円�
8,364万2千円�

1億8,203万9千円�
2億1,192万8千円�
3,169万7千円�

－�
613万6千円�

3億5,214万4千円�
1,030万7千円�
712万9千円�
220万8千円�
2億5,797万円�
368万1千円�

－�
－�

296万1千円�

水道事業�
�
病院事業�

収益的収支�
資本的収支�
収益的収支�
資本的収支�

19億6,887万1千円�
4億3,415万9千円�
17億7,874万6千円�

5,147万8千円�

16億9,064万5千円�
17億2,606万7千円�
17億5,872万3千円�
2億5,645万8千円�

2億7,822万6千円�
▲12億9,190万8千円�

2,002万3千円�
▲2億498万円�

商工費�

土木費�

消防費�

教育費�

商工振興事業（商工会補助など）�
観光振興事業（まつり補助など）�

3,832万7千円�
5,248万6千円�

道路橋りょう新設改良事業�
河川維持修繕事業�
仁尾港係留施設整備事業（浮桟橋改修）�
市営住宅地上デジタル化改修事業�

6億7,588万9千円�
6,738万2千円�
9,125万4千円�
503万3千円�

�

消防車両整備事業�
防火水槽整備事業�

 6,282万3千円�
1,285万1千円�

学校ネットワーク整備事業�
小学校耐震化推進事業（耐震補強など）�
詫間中学校屋内運動場建設事業�
幼稚園預かり保育事業�
宗吉瓦窯跡史跡公園運営事業（西側整地工事など）�
三豊市弓道場建設事業�

2,800万7千円�
2億2,077万9千円�
5億9,252万円�
4,337万1千円�
2,344万2千円�
4,197万1千円�

50�
億円�

100�
億円�

250�
億円�

300�
億円�

平成18年度� 平成19年度� 平成20年度� 平成21年度�

借金（市債）� 貯金（基金）�

300億3,801万7千円�

291億4,345万6千円�

279億1,822万1千円�

274億2,117万5千円�

83億2,762万5千円�

88億7,898万7千円�

96億1,495万7千円�
110億4,996万円�

　借金（市債）は、平成21年度は18年度と比較して
26億1,684万2千円の減少となっています。市債発
行額の抑制に努め、さらなる減額を目指します。�
　貯金（基金）は、平成21年度は18年度と比較して
27億2,233万5千円の増額となっています。�

【用語解説】�
●自主財源
　市税や市の施設の使用料など市が独�
　自に調達する財源�
●依存財源
　地方交付税や国・県支出金など国や�
　県から市に入ってくる財源�
●義務的経費
　人件費や扶助費、公債費など、その�
　支出が義務付けられている経費�
●投資的経費
　道路の整備など公共事業の経費で支�
　出の効果が長期に渡って持続するもの�
●市税
　市民の皆さんから納めていただく税�
　金や会社の法人市民税など�
●分担金・負担金
　事業実施に伴う受益者からの分担金・�
　負担金�
●使用料・手数料
　公共施設の使用料、住民票などの交�
　付手数料�
●財産収入
　各種基金利子、財産売却金�
●繰入金・繰越金
　基金（貯金）および他の会計から繰�
　り入れるお金・前年度の決算に伴い�
　繰り越されたお金�
●地方交付税
　どの地域に住む住民にも一定水準の�
　行政サービスを提供できるよう国か�
　ら交付されるお金�
●国庫支出金・県支出金
　事業を行うための国や県からの補助金�
●地方譲与税
　国税として徴収したものを、国が一�
　定の基準により、市に対して譲与す�
　るお金。地方揮発油譲与税、自動車�
　重量譲与税など�
●市債�
　事業を行うために借り入れたお金�
 （借金）�
●人件費
　市職員給与・市議会議員給与・各種�
　委員会報酬など�
●扶助費
　法令に基づき被扶助者に支出される�
　経費。児童手当、医療扶助など�
●公債費�
　事業を行うために借り入れたお金の�
　償還金（返済金）�
●普通建設事業費
　道路や学校など公共施設の建設や回�
　収に要したお金�
●物件費
　消耗品、臨時職員賃金、業務委託料など�
●維持補修費
　道路や学校など公共施設の維持補修�
　に要したお金�
●補助費等
　各種団体への負担金や補助金など�
●積立金
　各種基金へ積み立てたお金�
●投資および出資金・貸付金
　各種団体や公営企業会計などへの出�
　資金・民間企業などへの貸付金�
●操出金�
　特別会計などへ支出する経費�

今後とも行財政改革を推進し、健全な財政運営に努めてまいります。　　問い合わせ　財政行革課　☎ 7 3 ー3 0 1 1


