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亀山市亀山市
平成23年度

決算

特別会計と企業会計

※収益的収支…公営企業の経常的な経営活動で発生するすべての収入や支出
※資本的収支…公営企業の経営に必要な施設の整備や拡充などの建設改良費の収入や支出

1億5,291万円
120万円
1,257万円
5,462万円

2億2,130万円
6,064万円

△ 3億9,259万円
1,510万円

△ 5,226万円
△ 3,292万円

△ 4億7,030万円
△ 1,846万円
△ 408万円

△ 8億9,487万円

差引収支額
42億1,479万円
7億4,454万円
6億8,766万円
13億5,716万円
70億415万円
11億271万円
4億4,859万円
5,595万円
5,226万円

16億9,342万円
5億135万円
1億5,615万円

408万円
40億1,451万円

歳出決算額
43億6,770万円
7億4,574万円
7億23万円

14億1,178万円
72億2,545万円
11億6,335万円

5,600万円
7,105万円

0円
16億6,050万円

3,105万円
1億3,769万円

0円
31億1,964万円

歳入決算額会計区分
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国民健康保険事業
後期高齢者医療事業
農業集落排水事業
公共下水道事業

水道事業

工業用水道事業

病院事業

国民宿舎事業
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収益的収支
資本的収支
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　平成23年度の一般会計、特別会計、企
業会計の決算が市議会で認定されました。
　皆さんに納めていただいた税金や、国・
県から市に入ったお金がいくらで、どのよ
うに使われたかをお知らせします。

　歳入総額は、平成22年度に比べ、15億5,629万円
（7.0％）の減となりました。　
　市の財源の中心となる市税のうち、個人市民税が、
3,497万円（1.4％）減の24億1,430万円、法人市民税が、
企業収益の向上により、2億7,169万円（29.5％）増の11
億9,415万円となりました。なお、固定資産税は、償
却資産の収入減少により、8億4,479万円（11.0％）減の
68億6,088万円となりました。

歳入 205億6,514万円

一般会計実質収支
（歳入歳出差引額－翌年度繰越財源）

市税
117億6,389万円

国庫支出金
16億9,369万円

地方交付税
14億3,268万円

県支出金
10億6,241万円

繰入金
10億2,303万円

市債
9億1,260万円

その他　12億2,115万円

諸収入　3億5,908万円
地方消費税交付金
4億8,703万円

繰越金
6億958万円
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　歳出総額は、平成22年度に比べ、19億4,606万円
（9.3％）の減となりました。
　市道和賀白川線などの道路整備により、土木費は3
億7,840万円（20.8％）増の21億9,453万円、総合環境セ
ンター施設管理費などが増え、衛生費は1億8,961万円
（9.5％）増の21億8,818万円となりました。一方、平成
22年度に中学校等の改築事業が完了し、教育費は20
億294万円（50.9％）減の19億2,869万円となりました。

歳出 190億1,579万円

■市民１人当たりの歳出（一般会計）１４億５,８１９万円の黒字

民生費
53億3,070万円

公債費
27億962万円

総務費
24億3,331万円

土木費
21億9,453万円

衛生費
21億8,818万円

教育費
19億2,869万円

消防費
7億6,151万円

議会費　3億772万円

農林水産業費
6億5,920万円

商工費　2億6,922万円
災害復旧費　7,959万円
その他　1億5,352万円

市の借金残高市の借金残高

184億982万円

（平成23年度末）

一般会計

145億8,419万円
特別会計・企業会計

■市民１人当たりでは

市全体 329億9,401万円
平成22年度決算時 691,538円
平成23年度決算時 659,867円

市民１人当たりに換算すると 380,308円
※市民１人当たりの歳出額は、平成24年４月１日現在
　の人口（50,001人）で計算しています。

３年連続

減少

民生費 106,612円
各種福祉事業を行うためのお金

公債費  54,191円
借入金（市の借金）の返済や利息の支払いのためのお金

総務費 48,665円
地域振興や一般事務などに使うお金

土木費 43,890円
道路やまちづくりなどに使うお金

衛生費 43,763円
市民の健康管理やごみ処理に使うお金

教育費 38,573円
学校教育や社会教育などに使うお金

消防費 15,230円
消防設備や消防団運営に使うお金

農林水産業費 13,184円
農業や林業の振興に使うお金

議会費 6,154円
市議会の運営を行うためのお金

商工費 5,384円
観光や商工業の振興に使うお金

災害復旧費 1,592円
台風や大雨などにより被害を受けた施設の復旧に使うお金

その他 3,070円
基金の積み立てや勤労者の支援などに使うお金
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こんな事業に
　　　取り組みました
安心な暮らしのために

　暮らしの質を高めるため、さまざまな
施策に力を注ぎました。
　ここでは、平成23年度に取り組んだ
主な事業を紹介します。

　地震被害の軽減のため、木造住宅25件の
耐震補強、45件の計画策定などへ、補助を
行いました。

住宅の耐震化を支援
緊急地震対策・木造住宅補強事業

【6,969万円】

　大規模地震発生時の避難、復旧、復興に必
要な道路ネットワークを確保できるよう、主
要な橋梁を耐震補強を進めました。

橋の耐震性補強を実施
橋梁耐震化補強事業

【6,659万円】

　市民の10%（5,000人）分の３日分の食糧・
水などを配備しました。

災害時の食糧などを配備
防災備蓄品整備事業【289万円】

　関宿伝統的建造物群保存地区の防災機能向
上に向けた基礎調査を行いました。

関宿の防災対策調査を実施
関宿防災対策調査事業

【206万円】

　さわやか号など市内９路線のバス運行等を
行い、移動手段の確保を図りました。

市民の足を確保
新地域生活交通再編事業

【1億964万円】

　公営住宅として、民間賃貸住宅10戸を借
り上げ、住宅困窮者10人への市営住宅の提
供を行いました。

住宅困窮者へ市営住宅を提供
民間活用市営住宅事業

【157万円】

平成23年度  主な事業と決算額
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健康づくりのために

　三重大学の行う亀山市での研究講座へ寄附
を行い、市民に健康で安心できる生活を提供
する医療保健体制に関する研究や市立医療セ
ンターの診療体制の安定につなげました。

地域医療を充実
三重大学亀山地域医療学講座
支援事業 【2,600万円】

　子宮頸がんの予防接種を受けた525人に
対し、接種費用の助成を行いました。

ワクチンの接種を促進
子宮頸がん予防ワクチン接種費用
助成事業 【2,772万円】

　子育て世帯の経済的負担軽減のため、中学
校卒業（15歳）までの子どもの通院、入院費
用の助成を行いました。

子育てを支援
福祉医療費助成事業（子ども）

【9,623万円】

　女性特有のがん（乳がん・子宮がん）の早期
発見のため、777人に対し助成を行いました。

検診の受診率をアップ
女性特有のがん検診推進事業

【559万円】

子育てのために

　０～２歳の待機児童を受け入れられる待機
児童館（認可外保育施設）を整備しました。

待機児童館「ばんび」を開設
待機児童緊急対策施設整備事業

【4,402万円】
　とぎれのない子どもの育ちを支援するため、
子ども総合相談の実施や相談者と関係機関の
コーディネートを行いました。

とぎれのない子どもの育ちを支援
子ども総合支援事業
（児童家庭支援事業） 【1,132万円】

　市内８小学校区において、放課後子ども教
室を実施し、延べ17,280人の子どもたちの
参加を得られました。

子どもの居場所づくり
放課後子ども教室推進事業

【1,438万円】

　発達障がい児の早期発見とフォローのため、
療育相談などを実施しました。

療育相談などを実施
子ども総合支援事業
（療育相談事業） 【427万円】

　75歳以上の高齢者を対象とした人間ドッ
ク、脳ドックを実施しました。

高齢者の健康を増進
高齢者人間ドック・脳ドック事業

【173万円】
　妊婦が適切な健康診査を受けられるよう、
妊婦健診への助成を行いました。

健やかに産み育てる支援
妊婦健康診査支援事業

【3,820万円】
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環境を守るために

　市内の193戸の住宅への太陽光発電シス
テム設置費用に対する補助を行いました。

太陽光発電システムの設置を支援
新エネルギー普及支援事業

【1,875万円】

　溶融施設から発生する飛灰を全量再資源化し、総
合環境センターの最終処分量・ゼロを実現しました。

飛灰の最終処分量・ゼロを実現
飛灰再資源化事業 【2,404万円】

　事業認定を受けた９地区の環境林で間伐や
下刈りなどを行いました。

環境林の整備を実施
森林環境創造事業 【2,126万円】

　老朽化の進む「衛生公苑し尿処理施設」の長
寿命化計画を策定しました。

衛生公苑の長寿命化計画を策定
衛生公苑長寿命化計画策定事業

【284万円】　資源物の効率的な保管と処理のため、旧八
輪衛生公苑焼却施設跡地に資源物のストック
ヤードを建設しました。

資源物などを効率的に保管
資源物ストックヤード整備事業

【5,809万円】

学校教育のために

　小・中学校にALT（外国語指導助手）を配
置し、充実した英語教育と、異文化交流の機
会づくりを行いました。

英語教育と異文化交流の充実
外国語指導助手配置事業

【2,344万円】

　さまざまな障がいを持つ子どもたちに対し、
介助員等を配置し、安全な学習環境を整えま
した。

介助員等を配置
個の学び支援事業
（中学校・小学校・幼稚園）【7,814万円】

　７校の小・中学校に10人のふるさと先生を
配置し、亀山市での少人数教育を推進しました。

ふるさと先生を配置
少人数教育推進事業

【3,299万円】

　亀山中学校と中部中学校で、自分で選択す
るデリバリー給食を提供しました。

デリバリー給食を提供
中学校給食実施事業【4,822万円】

　井田川小学校の教室不足解消のため、理科
教室の改修と教室増設の設計を行いました。

少人数教育推進に向けた教室不足解消
井田川小学校教室増設事業

【440万円】

　小・中学校にさまざまなジャンルの図書を
購入し、学校情報センター、読書センターと
しての機能充実を図りました。

学校図書館の機能を充実
学校図書充実事業
（中学校・小学校） 【1,230万円】
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元気な地域をつくるために

　地域の人々の意見を取り入れた、川崎地区
コミュニティセンターを建設しました。

川崎地区コミュニティセンターを建設
地区コミュニティセンター
充実事業 【1億5,103万円】

　大型の設備投資などを行い、雇用の確保を
図った既存市内企業に対し、奨励金を交付し
ました。

企業の設備投資などを支援
産業振興奨励事業 【962万円】

　昼生地区、北東地区（井田川北・井田川
南・川崎）の地域づくりビジョンの実現に向
けた取り組みに補助を行いました。

地域づくり活動を支援
地域づくり支援事業 【204万円】

　まちづくり基本条例の推進のため、まちづ
くり基本条例推進計画を策定しました。

まちづくり基本条例推進計画を策定
まちづくり基本条例推進事業

【40万円】

　利用者の利便性向上のため、地域の人々の
意見を取り入れた井田川駅前のロータリー、
待合室などの整備を行いました。

市の東の玄関口として駅前機能を向上
井田川駅前整備事業

【1億4,066万円】

　耕作放棄地再生工事や地域特産品発掘・研
究などの取り組みに補助を行いました。

農業経営の安定化と活性化を支援
就農支援モデル事業【311万円】

　平成19年の地震により被災した亀山城多聞
櫓石垣の復旧と西之丸外堀復原を行いました。

多門櫓石垣の復旧工事などを実施
亀山城周辺保存整備事業

【7,710万円】

　地域商業の活性化を図るため、繁盛店モデ
ル事例創出事業に参加した５店舗の経営改善
に対する支援や、市内商業関係者等による亀
山市商業活性化調査報告書の取りまとめを行
いました。

商業者のレベルアップと商業の調査研究
地域商業活性化事業【437万円】

　増加する農作物への鳥獣被害対策のため、
坂本棚田地区全体を囲い込む侵入防護柵を設
置しました。

坂本棚田地区に鳥獣の侵入防護柵を設置
鳥獣被害緊急総合対策事業

【2,710万円】
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　市の予算は金額が大きすぎて、なかなか実感がわかないと思います。
　そこで、平成23年度の一般会計決算をおよそ5,000分の１にして、家計簿にたとえてみました。
　市の予算にはさまざまな種類の歳入と歳出があり、一般の家庭とは少し違った内容になっていますが、
亀山家の年間の家計簿をつくってみると…

（市税、使用料、手数料、諸収入などの自主財源）

　平成23年度の亀山家の家計は、景気が悪く給料が減ったので、支出の総額が増えすぎないように工夫し
てやりくりしてきました。
　その結果、お金を32万円余すことができたので、その半分を貯金に回し、もう半分を来年度の家計に繰
り越すことにしました。
　しかし、今後も、食費や医療費、ローンの返済にかかるお金が増えていくと見込まれるので、買い替え
を延ばせるものは先延ばしたり、節電・節水などに努めたり、家の増改築等を必要最小限に抑えるなど、
より一層の努力をしなければなりません。

亀山市が年収420万円の家庭だったら

給　料 261万円

（地方譲与税、地方交付税、国県支出金など）
親からの仕送り 107万円

（繰入金、繰越金）
貯金取り崩し 33万円

（市債）
ローン借り入れ 19万円

合　計 420万円

貯金残高 203万円

（人件費）食　費 76万円
（扶助費）医療費・教育費 57万円

（公債費）ローン返済 55万円

（繰出金、投資、貸付金）
子どもへの仕送り 38万円

（積立金）貯　金 2万円

（収入－支出）余　り 32万円
ローン残高 376万円

合　計 388万円

（物件費）
光熱水費、通信費、日用品費 79万円

（補助費等）

子どもの小遣い、保険料、
税金、自治会費など

23万円

（投資的経費・維持修繕費）　

家の増改築・修繕、家具や
電化製品の買い替え

58万円

（平成23年度一般会計決算額のおよそ5,000分の１）

亀山家（市）の家計簿

収 入 支 出

本格的な秋を感じながら、市内でどんぐりや栗を集めてみました。表紙の写真


