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平成27年度加西市の決算状況 問合先／財政課☎42-8710　℻42-1586
　　　　zaisei@city.kasai.lg.jp

　一般会計の決算額は、歳入 209 億 2,618
万円、歳出 208 億 1,598 万円で差し引き 1
億 1,020 万円となりました。この額から翌
年度へ繰り越すべき財源 2,606 万円を差し
引いた、8,414 万円が実質的な黒字です。
　特別会計は、全ての事業が黒字です。企業
会計は、水道事業で黒字ですが、下水道事業
は支出の減価償却費が高額なため、赤字が出
ています。また、病院事業は、入院患者数な
どの減少により赤字となっています。今後、
常勤医師の確保や建設改良事業の見直しに取
り組みます。農業共済事業の赤字は、家畜共
済の損失が要因です。

■一般会計の歳入歳出
　前年度比で歳入歳出ともに約 23 億円の増加（約 12％）となりました。要因は、安全な教育環境の確保を目的とした
学校教育施設の耐震化や環境整備等の大規模建設事業を実施したためです。これらの主な財源は国庫支出金と市債です。

■主に実施した施策

改築工事を行った西在田小学校 北条東小学校内に建設の学童保育専用棟 加西市播磨国風土記 1300 年祭

全校区で学童保育を実施するた
め、北条東学童保育専用棟を建設
4,039 万円（民生費）

「播磨国風土記」記念事業として各
種イベントやまちづくり事業を実施
6,000 万円（総務費）

小学校の耐震工事、小中特別支援
学校の非構造部材落下防止工事等
17 億 8,868 万円（教育費）

　　会計種別 歳入 歳出 収支
一般会計 209億2,618万円 208億1,598万円 1億1,020万円

特
別
会
計

国民健康保険 61億5,003万円 60億6,083万円 8,920万円

介護保険 42億9,905万円 42億5,807万円 4,098万円

後期高齢者医療 5億3,061万円 5億2,922万円 139万円

公園墓地整備事業 6,795万円 1,445万円 5,350万円

宅地造成事業 1億2,608万円 3,627万円 8,981万円

企
業
会
計

水道事業 11億2,462万円 11億1,089万円 1,373万円

下水道事業 23億1,315万円 23億6,635万円 ▲5,320万円

病院事業 61億2,892万円 61億7,450万円 ▲4,558万円

農業共済事業 1億 69万円 1億 157万円 ▲88万円

歳入　209 億 2,618 万円 歳出　208 億 1,598 万円
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市税（市民税、固定資産税等）

市債（市の借金）

地方交付税
（地方財源を調整する国の交付金）

国庫支出金
（使い道を限定された国の交付金）

県支出金
（使い道を限定された県の交付金）

諸収入（貸付金元利収入等）

地方消費税交付金
（消費税のうち地方配分金）

その他
（各種交付金、繰越金、寄附金等）

民生費【13.6 万円】
（高齢者・障がい者・子どもの福祉等）

教育費【7.4 万円】
（学校教育・施設整備等）

衛生費【5.5 万円】
（健康の保持、ゴミ・し尿処理等）

公債費【3.6 万円】
（借金の返済や利子の支払い等）

土木費【4.0 万円】
（道路、市営住宅の維持管理等）

総務費【4.9 万円】
（戸籍、徴税、防犯対策等）

農林水産業費【2.7 万円】
（農業振興、山林の管理等）

その他【4.4 万円】
（消防・商工・労働・議会等）

【市民一人あたり 46.1 万円】

※決算状況の詳細は、市ホームページをご覧ください。
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■基金残高（貯金）と市債残高（借金）の状況
　基金残高は、前年度と比べると約2億円増加し、36億1千万円になりました。市民一人あたり8万円の貯金となります。
基金は、災害や経済不況などの予測しがたい財政負担に備えて積み立てています。市債残高は、前年度と比べると約 1
千万円減少し、427 億 4 千万円になりました。市民一人あたり 95 万円の借金となります。

　平成 18 年度から計画的に公債費負担の軽減を図っ
てきたため、財政の健全化を判断する 4 つの比率は
すべて健全です。
　平成 27 年度決算時点の実質公債費比率は、償還額
の減少等から 10.3%（2.1 ポイント改善）となりま
した。また、将来負担比率は、市債残高が減ったこと
から、61.6%（4.9 ポイント改善）となりました。

■財政状況は健全です
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将来負担比率
実質公債費比率

27 年度加西市決算 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率（一般会計等の赤字額から財政運営の深刻度） 赤字額なし（ △ 1.16% ） 13.07% 20.0%
連結実質赤字比率（全会計の赤字額から財政運営の深刻度） 赤字額なし（ △ 13.88% ） 18.07% 30.0%
実質公債費比率（借金の返済額等から資金繰りの危険度） 10.3%（2.1 ポイント改善） 25.0% 35.0%
将来負担比率（借金の残高から将来財政への圧迫度） 61.6%（4.9 ポイント改善） 350.0% ―

■財政の 4 つの健全化判断比率

市内で使用できるバス無料乗車券を配布 問合先／人口増政策課☎42-8700　℻43-1800
　　　　jinko@city.kasai.lg.jp

　加西市は、高齢者支援と子育て支援を強化するため、
市内でコミュニティバスと神姫バスを利用する際の運賃
を無料にします。詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

■利用方法
ねっぴ～号・神姫バス／広
報かさい 10 月号と共に無
料乗車券を配布しています。
無料乗車券に乗降するバス
停名を記入し、利用に必要な身分証を乗務員に提示して、
整理券と共に運賃箱に入れてください。
※無料乗車券は、市役所、健康福祉会館、地域交流セン
ター、各公民館（善防・南部・北部）、市民会館、加西病院、
観光案内所（北条町駅）で追加配布しています。
はっぴーバス／無料乗車券は車内または NPO 法人原始
人の会で配布しています。必要な身分証を乗務員に提示
して、無料乗車券をご利用
ください。詳しくは、同会（☎
44-0150）へお問い合わせ
ください。

■対象者（必要な身分証）
・75 歳以上の方　（後期高齢者医療被保険者証）
・障害者手帳をお持ちの方（障害者手帳）
・中学生（生徒手帳）、小学生以下の子ども（身分証不要）
・妊娠中の方（母子手帳）、乳幼児同伴の保護者（不要）
・運転免許返納者（運転経歴証明書）
■開始日／ 11 月 1 日（火）
■対象路線
コミバス／ねっぴ～号とはっぴーバスの全路線
神姫バス／大和北条線、姫路北条線、社北条線、高砂北
条線、姫路社線のうち市内の乗り降りにかかるもの

ねっぴ～号・神姫バス無料乗
車券（見本）

はっぴーバス無料乗車券（見本）


