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　平成28年度   決算概要　   
　　9月の市議会定例会において認定された平成28年度　決算における本市の状況をお知らせします。　　　　

市民一人あたりで計算すると…  （歳出目的別）（平成29年1月1日現在人口88,662人）
　一般会計決算額を市民一人あたりに計算すると312,142円の市民サービスを行っています。

各会計別決算収支の状況  

会計名　　　　　　　　　  
 区分 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出

差引額
翌年度へ

繰り越すべき財源 実質収支額

一般会計 286億6168万円 276億7512万円 9億8656万円 1億1114万円 8億7542万円

国民健康保険特別会計 112億5903万円 106億0528万円 6億5375万円 0万円 6億5375万円

土地取得特別会計 374万円 374万円 0万円 0万円 0万円

簡易水道事業特別会計 4914万円 4350万円 564万円 0万円 564万円

市営住宅管理事業特別会計 1億1216万円 1億1056万円 160万円 0万円 160万円

介護保険(保険事業勘定)特別会計 52億0872万円 49億9221万円 2億1651万円 0万円 2億1651万円

介護保険(サービス事業勘定)特別会計 3164万円 2570万円 594万円 0万円 594万円

公共下水道事業特別会計 17億6472万円 17億0399万円 6073万円 0万円 6073万円

後期高齢者医療特別会計 18億6187万円 18億0408万円 5779万円 0万円 5779万円

合　計 489億5270万円 469億6418万円 19億8852万円 1億1114万円 18億7738万円

企業会計別決算収支の状況  

会計名

　　　　　　　　　   区分 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出

事業収益 事業費用 資本的収入 資本的支出

水道事業会計 8億2416万円 7億1654万円 3億2538万円 6億2448万円

病院事業会計 28億5131万円 30億8901万円 1億5109万円 1億7808万円

議会費
(議会運営関係事業)  

3,153円
〔決算額　2億7953万円〕

総務費
(まちづくり関係事業など)  

28,481円
〔決算額　25億2519万円〕

民生費
(子育て支援事業など)  

100,799円
〔決算額　89億3704万円〕

衛生費
(ごみ処理事業など)  

24,126円
〔決算額　21億3904万円〕

農林水産業費
(農業振興推進事業など)  

5,305円
〔決算額　4億7036万円〕

労働費･商工費
(地域産業振興など)  

3,477円
〔決算額　3億0824万円〕

土木費
(道路改良維持管理など)  

10,475円
〔決算額　9億2878万円〕

消防費
(消防防災関係事業など)  

11,687円
〔決算額　10億3621万円〕

教育費
(小中学校維持管理事業など)  

31,524円
〔決算額　27億9495万円〕

公債費
(地方債償還)  

23,532円
〔決算額　20億8636万円〕

諸支出金
(特別会計･公営事業会計繰出など)  

69,583円
〔決算額　61億6942万円〕

歳入決算額　286億6168万円 　　 歳出決算額　276億7512万円  

家計簿に例えると…  
　市の一般会計決算額は、金額が非常に大きいため、各決算額を市の人口で割り、額を縮小して
1か月の家計簿に置き換えました。

～1か月の収入～
給料（市税） 11.8万円

不動産収入・貯金の利子など 3万円
（分担金及び負担金・使用料及び手数料・寄附金・その他の
収入）

貯金の引き出し（繰入金） 2.5万円

実家からの援助 13.4万円
（国県支出金・地方交付税・地方譲与税・各種交付金）

銀行からの借入れ（市債） 1.6万円
合計　32.3万円

～ 1か月の支出～
食費（人件費） 4.1万円

医療費・保育料（扶助費） 7.4万円
　
ローン返済（公債費） 2.3万円
　
家のリフォーム（普通建設事業費） 1.8万円
　
光熱水費・被服費（物件費） 5.7万円

子どもへの仕送り（繰出金） 4.4万円

その他（町内会費・貯金など） 5.5万円
（補助費等・維持補修費・投資及び出資金、貸付金・積立金）

合計　31.2万円
▼

差額の1.1万円は翌月へ繰越（＝翌年度繰越金）

自主財源
153億6926万円

依存財源
132億9242万円

その他の経費
138億1844万円

投資的経費
16億3196万円

義務的経費
122億2472万円

市税
104億7332万円

物件費
50億7883万円

繰出金
38億9347万円

公債費
20億8636万円

普通建設事業費
16億3196万円

人件費
36億1089万円

扶助費
65億2747万円

寄附金 3243万円

分担金及び負担金
4億0994万円

使用料及び手数料
2億6012万円

繰入金
22億3534万円

国県支出金
55億6945万円

地方交付税
44億2440万円

その他の収入
19億5811万円

地方譲与税 2億2621万円

各種交付金
16億9868万円

市債
13億7368万円

維持補修費 1億5641万円
投資及び出資金、貸付金 8800万円

積立金
9億6299万円

補助費等
36億3874万円
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平成28年度の主な事業を報告します
　安全が確保され、安心で快適に暮らせるまち
キッズ防犯体験教室の実施（44万円）
　全小学校の三年生を対象に12小学校で不審者から身を守
るための防犯教室を開催しました。
家具転倒防止機器取付の支援（76万円）
　地震発生時における生命身体の安全を確保するため、高齢
者世帯等を対象に家具転倒防止対策を実施しました。
ごみ収集方法の見直し（4238万円）
　市内全域におけるごみの分別方法や収集時間、収集回数な
どを一定のルールで統一しました。
　心身ともに健康で、いきいきと暮らせるまち
健康推進事業の実施（434万円）
　健康マイレージのほか、新たに健康大使事業、健康づくりマ
スター派遣事業を創設し、市民の健康づくりを支援しました。
児童クラブの環境整備（610万円）
　伊福・甚目寺北・甚目寺南児童クラブの一部を改修し、受け
入れ態勢を充実しました。
病児病後児保育の実施（755万円）
　保護者等の子育てと就労の両立を支援するため、病児病後
児保育室をあま市民病院内に新設しました。
　郷土に誇りと愛着が持てる、魅力あるまち
シルバーカレッジの開校（340万円）
　高齢者の生きがいづくりや、交流・健康づくりの場を提供する
ため、60歳以上を対象にシルバーカレッジを開校しました。
小中学校の施設整備（7331万円）
　老朽化した小中学校体育館の吊天井等の改修をはじめ、電
気設備の更新や防球ネットの設置などを行いました。
美和プール解体工事の実施（1億9941万円）
　新学校給食センターの建設予定地として整備するために、既
存の美和プールを解体しました。
　自らの力で歩み続ける、活力のあるまち
産官学連携によるイメージアップ戦略事業の実施（3417万円）
　自動走行実証実験（あま市モデル）や体験試乗会などの事業
を行いました。
公共施設等総合管理計画の策定（443万円）
　公共施設等の更新・統廃合・長寿命化等を目的に、現況調査
を行い、基本方針の策定を行いました。
旧あま市民病院の解体（3億1041万円）
　旧市民病院の施設解体工事をしました。（平成29年9月末
完了）

平成28年度決算に基づく
市の財政運営健全度を見てみよう

　健全化判断比率の状況
財政指標 平成28年度 平成27年度 増減 早期健全化基準 財政再生基準

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字比率 （赤字なし） （赤字なし） － 12.62％ 20.00％ 

連結実質赤字比率 （赤字なし） （赤字なし） － 17.62％ 30.00％ 

実質公債費比率 6.5％ 6.3％ ＋0.2 25.00％ 35.00％ 

将来負担比率 7.3％ 7.7％ △0.4 350.00％ 

○実 質 赤 字 比 率
　地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共
団体の財政規模に対する割合で表したものです。
○連結実質赤字比率
　公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財
政規模に対する割合で表したものです。
○実質公債費比率
　地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対す
る割合で表したものです。
○将 来 負 担 比 率
　地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模
に対する割合で表したものです。
　資金不足比率の状況

財政指標 平成28年度 平成27年度 増減 経営健全化基準

水 道 事 業 会 計

（不足額なし） （不足額なし） － 20.00％ 
病 院 事 業 会 計

簡易水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

○資 金 不 足 比 率
　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態
の悪化の度合いを表したものです。

　引き続き、行財政改革を進め、健全な財政運営に努めてまいります。
　平成28年度決算成果を詳しく知りたい方は、「平成28年度主要施策成果報告書（PDF版）」をご覧
ください。
webhttp://www.city.ama.aichi. jp/dbps_data/_material_/_fi les/000/000/006/013/
syuyouseika28.pdf

問合先　財政課　☎︎444・1714

市民協働型のキッズ防犯体験教室を開催

シルバーカレッジを全28回にわたり開催

アートヴィレッジで実証実験（あま市モデル）

病児病後児保育室を平成28年10月オープン

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、地方公共団体の財政状況を統一的な指標で
公表することが定められています。
　市では、すべての一般会計・特別会計・公営企業会計において、国が定める基準（早期健全化基準及
び経営健全化基準）を下回り、健全な水準が確保されています。


