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　特別会計は、特定の事業を行
う場合に一般会計の歳入歳出と
区別して会計処理したほうが望
ましいときに、その設置が法律
や条例で認められており、本市
では17の特別会計を設けてい
ます。
　また、企業会計は商店や会社
などの民間企業と同じように、
その事業で得た収入をもって支
出をする独立採算制の会計で、
地方公営企業法により設置する
ものです。本市では水道事業と
病院事業を企業会計で処理して
います。
　それぞれの平成21年度の決
算は右表のとおりです。

市の予算はこんなことに使いました

 

・施設入所、医療費など障がい
者福祉に・・・・・34億1,989万円
・介護保険、老人ホームなど高
齢者福祉に・・41億4,870万円
・保育所や児童館の運営など児
童福祉に・・・・・52億5,212万円

・生活保護、災害見舞金に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・10億6,942万円

・総務・企画全般、市所有の財
産管理、交通安全対策に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・84億5,114万円
・課税・徴収事務に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・8億  790万円
・戸籍・住民登録事務に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・3億1,770万円
・各種選挙事務に
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億5,183万円

・各種統計調査に・・・3,870万円
・監査事務に・・・・・・・・4,758万円

・各種の健康診査・予防事業、
斎場事業に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・40億7,117万円
・ごみ・し尿処理に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・24億2,659万円

・教育委員会事務局経費などに
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・7億9,356万円
・小学校41校の管理運営に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・7億7,754万円
・中学校17校の管理運営に
　・・・・・・・・・・・・・・・・33億4,202万円

・看護専門学校の管理運営に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　1億1,742万円
・幼稚園５園の管理運営に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億9,312万円
・生涯学習の推進や文化振興、
公民館の改修・管理運営に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・12億5,386万円
・スポーツ振興、体育施設の管
理運営に・・・・・・・5億3,720万円
・給食センターの管理運営に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5億7,386万円

・園芸作物や果樹、畜産など農
業振興に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9億3,541万円
・農地の基盤整備に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・10億  866万円
・林道整備や間伐促進事業など
林業振興に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4億1,533万円
・水産基盤整備など水産振興に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・17億3,712万円

・市道の維持補修・改良に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・26億5,863万円

・河川・排水路などの維持管
理・整備に・・・・5億  945万円
・港湾の管理・建設に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・2億3,755万円
・街路整備や区画整理事業に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,857万円
・公園の整備・維持管理に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・2億  448万円
・下水道事業に・・6億7,150万円
・市営住宅の管理・整備に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・2億4,181万円

・消防団、消防施設の整備に
　・・・・・・・・・・・・・・・・・19億8,199万円

・観光宣伝事業や各種イベント
の補助に・・・・・11億  660万円
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□特別会計の決算
区　　分

国民健康保険
老人保健医療
介護保険
後期高齢者医療
公共下水道事業
特定環境保全公共下水道事業
農業集落排水事業
漁業集落排水事業
浄化槽市町村整備推進事業
簡易水道事業
国民健康保険診療施設
歯科診療所
埠頭事業
斎場事業
一町田財産区
新合財産区
富津財産区

歳　入
140億2,511万円 

3,764万円
93億2,514万円
11億1,959万円
13億3,698万円
8億3,317万円
5,324万円

12億5,716万円
1億5,165万円
23億6,305万円
1億9,704万円
4,795万円
1,407万円

1億   762万円
363万円
71万円
13万円

歳　出
137億   376万円

2,647万円
89億9,851万円
11億   861万円
13億3,676万円
8億3,313万円
5,313万円

12億5,702万円
1億5,165万円
22億4,138万円
1億8,940万円
4,454万円
1,405万円

1億   594万円
4万円
2万円
1万円

□企業会計の決算
区　分

水道事業

病院事業

収益的収入
資本的収入
収益的収入
資本的収入

収益的支出
資本的支出
収益的支出
資本的支出

14億9,497万円
7億5,749万円
38億9,600万円
2億2,566万円

13億4,839万円
13億2,839万円
38億2,605万円
3億4,632万円

歳　入 歳　出

食　費
（人件費）

医療費・学費
（扶助費）

借金の返済
（公債費）

光熱水費・生活用品
（物件費）

友人への援助・自治会費など
（補助費・貸付金など）

子どもへの仕送り
（繰出金）

家の増改築・車の購入
（普通建設事業費など）

その他
（積立金・維持補修費など）

合　　計

給　料
（市税）

パート収入
（使用料・手数料など）

親などからの援助
（地方交付税・国庫支出金など）

新たな借金
（地方債）

貯金の取り崩し
（繰入金）

その他
（繰越金など）

合　　計

収　　入 支　　出

38,100 円（  12.7％）

6,800 円（    2.3％）

203,200円（  67.7％）

38,800 円（  12.9％）

2,200 円（    0.7％）

10,900 円（    3.7％）

300,000円（100.0％）

49,400 円（  17.0％）

38,600 円（  13.3％）

39,000 円（  13.4％）

20,800 円（    7.2％）

42,400 円（  14.6％）

28,900 円（  10.0％）

64,300 円（  22.2％）

6,800 円（    2.3％）

290,200円（100.0％）

区　　分 金　　額 区　　分 金　　額

　　　　　収入の約68％を親などからの援助に頼
っている。支出では、食費や光熱水費、借金の返済
など必要経費が約60％も…。将来のゆとりある生
活のために節約しないといけない。預金残高は73
万9,000円、借金残高は367万6,000円。

メ　モ

▲本渡中学校を建設

▲浄南小松原線道路改良事業

▲牛深ハイヤ祭り
※資本的収支の不足額は、補てん財源を使って補っています。

平成21年度の
普通会計決算を

家計にたとえると…
１世帯の月収が30万円の場合

▲天草市長・市議会議員選挙

平成21年度決算報告

歳出の主なもの


