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1 予算編成の基本的な考え方

� 市民がいきいきと安心して暮らせるまちの実現の
ために地域の特性を活かして、くらしのくらしのくらしのくらしのセーフセーフセーフセーフ
ティーネットティーネットティーネットティーネットをををを構築構築構築構築

� 市民ニーズに対応した施策を適時・的確に実施す
るために市民協働市民協働市民協働市民協働のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推進推進推進推進

� 限られた財源と人員を最大限活用するために施策施策施策施策
のののの選択選択選択選択とととと集中集中集中集中

� 中長期的な財政運営を見据えて、持続可能な財
政構造の実現のために徹底徹底徹底徹底したしたしたした財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化
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2 当初予算の規模

福知山の未来を切り拓く「４つのチャレンジ」

施策のための積極的な予算を編成

一般会計総額 ４０１億３０００万円 （２６億８０００万円 ７．２％増）

*子ども手当てを除く ３９１億８５００万円 （１７億３５００万円 ４．６％増）

1.41,06678,15179,217合 計

1.720012,01112,211企業会計

△ 6.3△ 1,81428,69026,876特別会計

7.22,68037,45040,130一般会計

増減率増減額H21H22

単位：百万円予算総額
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3 福知山の未来を切り拓く『４つのチャレンジ』施策

○安心して子育て（出産から義務教育修学まで）ができる環境をつくります。
○知・徳・体の調和のとれた幼児・児童・生徒の育成のための教育活動・環境を充実します。

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 子子子子どもがどもがどもがどもが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生まれまれまれまれ育育育育つつつつ環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””子子子子どもがどもがどもがどもが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生まれまれまれまれ育育育育つつつつ環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””

○かけがえのない市民の生命と財産を守るため、防災対策を強化します。
○学校耐震化を促進します。

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ 安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なまちづくりになまちづくりになまちづくりになまちづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なまちづくりになまちづくりになまちづくりになまちづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””

○自主・自立の地域づくり、地域住民の交流・連携、地場産品の有効活用を支援します。
○福知山城周辺を「まちなか観光」の拠点として整備します。
○情報の地域間格差の解消に努めます。

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 元気元気元気元気あふれるあふれるあふれるあふれる地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””元気元気元気元気あふれるあふれるあふれるあふれる地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””

○国の補助金・交付金を最大限に活用して新たな雇用、働く場所づくり、就職支援を強力に進めます。
○人と環境にやさしい生活を支援します。
○暮らしやすく、住みやすい生活福祉空間を整備します。

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 暮暮暮暮らしらしらしらし応援応援応援応援・・・・仕事仕事仕事仕事づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””暮暮暮暮らしらしらしらし応援応援応援応援・・・・仕事仕事仕事仕事づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””
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離職を余儀なくされた失業者に次の就職までのつなぎとなる雇用の機会を創出するため、平成２１年度に引き続き「緊急雇用特別対
策事業」を実施します。（５７事業）

緊急雇用特別対策事業 ２億４,４９７万円緊急雇用特別対策事業 ２億４,４９７万円

市独自の就業支援事業、雇用促進事業を拡充強化するため、福知山市ふるさと就職応援基金を設置します。

ふるさと就職応援基金 ４,０５０万円ふるさと就職応援基金 ４,０５０万円
新規新規

再就職に向けて資格取得（スキルアップ）等を目的とした講座を受講する場合に、入学金と受講料の一部を助成します。

再就職おうえんスキルアップ助成金給付事業 ３０３万円再就職おうえんスキルアップ助成金給付事業 ３０３万円

小規模企業への利子補給制度を引き続き実施します。

小規模企業融資制度事業「マル福」 ２,７５４万円小規模企業融資制度事業「マル福」 ２,７５４万円

○国の補助金・交付金を最大限に活用して新たな雇用、働く場所づくり、就職支援を強力に進めます。
○人と環境にやさしい生活を支援します。
○暮らしやすく、住みやすい生活福祉空間を整備します。

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 暮暮暮暮らしらしらしらし応援応援応援応援・・・・仕事仕事仕事仕事づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””暮暮暮暮らしらしらしらし応援応援応援応援・・・・仕事仕事仕事仕事づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 3億1,751万円地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 3億1,751万円

２月補正２月補正 ～きめ細かなインフラ整備を実施～

要介護状態になる恐れの高い特定高齢者等の生活機能の向上や転倒事故の防止のための住宅改修費用を助成します。

介護予防安心住まい推進事業 １３６万円介護予防安心住まい推進事業 １３６万円
新規新規

地元企業への就職希望者の増大を図るため、高校生の就職希望者を中心とした地元企業見学会を実施します。

ふるさと就職おうえん事業 ５０万円ふるさと就職おうえん事業 ５０万円
新規新規

新規雇用創出 ２１１人

ゼロ金利を平成23年３月まで延長
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老朽化した南天田団地の解体工事、新築する２棟のうちの１棟の新築工事に着手します。

南天田団地建替事業 １億３０８万円南天田団地建替事業 １億３０８万円
新規新規

市民や来訪者のバス利用を促進するため、公共交通に対するニーズ調査を行うとともに、市内を運行する全てのバス（民間バス・自
主運行バス・市バス）の路線や時刻表が一目でわかるマップを作成します。

市内バス利用状況調査事業・市内バスマップ作成事業 １１０万円市内バス利用状況調査事業・市内バスマップ作成事業 １１０万円
新規新規

一般家庭における二酸化炭素排出量削減ために、自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置した場合に、設置費用の一部
を補助します。

住宅用太陽光発電システム設置事業 ３７２万円住宅用太陽光発電システム設置事業 ３７２万円
新規新規

市民からの要望が多い「燃やさないごみ」の収集回数を、９月から月２回に増やします。（現在は月１回）

不燃物収集運搬等事業 １,１５６万円不燃物収集運搬等事業 １,１５６万円
拡充

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス（居宅介護ほか６事業）の「市民税非課税世帯」の利用者負担を４月から無料とします。

障害者自立支援法にかかる利用者負担軽減拡充事業 １,５６１万円障害者自立支援法にかかる利用者負担軽減拡充事業 １,５６１万円拡充

介護保険施設で活動するボランティアに対して、その活動実績に応じて換金できるポイントを付与する制度を創設し、介護保険料負
担の軽減と高齢者の社会参加や介護予防活動を促進します。

介護支援サポーター活動事業（介護保険事業特別会計） １８６万円介護支援サポーター活動事業（介護保険事業特別会計） １８６万円
新規新規

燃やさないごみ９月から月２回へ
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新学校給食センターの建設に向けて、建設用地の購入、地質調査、基本設計・実施設計を行います。

新学校給食センター建設事業 ３億７,２３９万円新学校給食センター建設事業 ３億７,２３９万円
新規新規

中学校の完全給食化に伴う配膳室の実施設計を行います。

中学校給食配膳室整備 ６,１７６万円中学校給食配膳室整備 ６,１７６万円
新規新規

教育行政施策の体系化、市民参加型事業の推進を検討する「教育のまちづくり市民会議」を設立します。
また、学力向上対策、幼小中一貫教育の構想案づくりを進めます。

教育のまちづくり推進事業 ８０万円教育のまちづくり推進事業 ８０万円
新規新規

次世代の社会を担う子ども一人ひとりを社会全体で応援する「子ども手当」を、児童手当と合わせて月１万３千円支給します。

子ども手当事業 ９億４,５３３万円子ども手当事業 ９億４,５３３万円
新規新規

市内全域の小学１～３年生の児童を持ち就労する保護者に、子育てと就労の両立を支援します。
また、今年度から長期休業期間に限り、小学４年生も利用できるようにします。

放課後児童クラブ運営事業 ９,３４９万円放課後児童クラブ運営事業 ９,３４９万円
拡充

４月に開園する「げん鬼保育園」内に子育て支援センターを開設し、未就園児を持つ保護者の親同士の交流や子育て相談を実施しま
す。

大江地域子育て支援センター運営事業 ９７万円大江地域子育て支援センター運営事業 ９７万円
新規新規

児童の通院医療費を助成することにより家庭の経済的負担を軽減し、子育てを支援します。
また、今年度から対象児童の範囲を３歳から小学６年生までに拡大します。（現在は３歳から小学３年生までが対象）

ふくふく医療費支給事業 ６,４８９万円ふくふく医療費支給事業 ６,４８９万円
拡充

○安心して子育て（出産から義務教育修学まで）ができる環境をつくります。
○知・徳・体の調和のとれた幼児・児童・生徒の育成のための教育活動・環境を充実します。

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 子子子子どもがどもがどもがどもが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生まれまれまれまれ育育育育つつつつ環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””子子子子どもがどもがどもがどもが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生まれまれまれまれ育育育育つつつつ環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””

小学校６年生まで拡大
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○自主・自立の地域づくり、地域住民の交流・連携、地場産品の有効活用を支援します。
○福知山城周辺を「まちなか観光」の拠点として整備します。
○情報の地域間格差の解消に努めます。

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 元気元気元気元気あふれるあふれるあふれるあふれる地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””元気元気元気元気あふれるあふれるあふれるあふれる地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””

地域住民が主体的に参画する団体が、地域住民の連携強化・地域の活性化のための事業を行う場合に補助金を交付します。

元気出す地域活力支援事業 ２００万円元気出す地域活力支援事業 ２００万円
新規新規

国の戸別所得補償制度の導入に伴い助成額が減少する特産作物である小豆の生産農家に対して支援します。

ふくちの豆産地事業 ２３５万円ふくちの豆産地事業 ２３５万円
新規新規

福知山城周辺をまちなか観光の拠点とすべく、市民プール跡地を休憩施設等として整備するため、市民プール建物の解体撤去、測
量設計を行います。

福知山城周辺整備事業 １億４,７８４万円福知山城周辺整備事業 １億４,７８４万円
新規新規

福知山城から京街道へとつながる内記歩道橋を、市民から募集したデザインを参考にして、福知山城などの歴史資源や周辺の景観
と調和のとれた橋として架け替えます。

中心市街地活性化関連歩道改良事業 １億５,１１３万円中心市街地活性化関連歩道改良事業 １億５,１１３万円
新規新規

まちなか回遊賑わいづくりの核となる福知山城周辺における拠点的な集客施設を整備するための実施計画を策定します。

中心市街地活性化まちなか回遊賑わいづくり事業 ２０万円中心市街地活性化まちなか回遊賑わいづくり事業 ２０万円
新規新規

雲原地域の住民自らの手で整備した水車や直売交流施設等の利便性を高め、地域の交流・活性化を支援するため、公衆トイレ１棟
を整備します。

雲原山村広場整備事業 ８６０万円雲原山村広場整備事業 ８６０万円
新規新規
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光ファイバーによる情報通信基盤整備を進め、非ブロードバンド環境地域・テレビ難視聴地域・携帯電話不感地域を解消し、情報格
差を是正します。今年度は市内５０地域を整備します。

「ｅ－ふくちやま」整備事業 １５億６,５００万円「ｅ－ふくちやま」整備事業 １５億６,５００万円

青少年の野外活動や文化創作活動の拠点である大江山グリーンロッジの機能充実とポテンシャルアップにより恒常的な利用者を増
加するため、テニスコート２面を増設します。

酒呑童子の里整備事業 ２,７００万円酒呑童子の里整備事業 ２,７００万円
新規新規

玄武岩公園を夜久野高原の観光資源として広くＰＲし集客力を高めるため、幹線道路に３箇所の案内看板を設置します。

玄武岩公園活性化事業 ２５９万円玄武岩公園活性化事業 ２５９万円
新規新規

地域材である丹州材を使用して個人住宅を新築・増築した場合に補助金を交付します。

丹州材活用促進事業 ２００万円丹州材活用促進事業 ２００万円
新規新規

市街地に点在する観光素材（史跡や名所をはじめ、建物、風景など）を広くＰＲし、まちなか観光や地元住民の散策を推進するため、
１０箇所に観光案内サインを設置します。

観光看板設置事業 ２００万円観光看板設置事業 ２００万円
新規新規
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市民の生命と財産を守り、安心・安全なまちづくりの拠点となる総合防災センターの建設に着手します。

（仮称）総合防災センター建設事業 ８億５,７８０万円（仮称）総合防災センター建設事業 ８億５,７８０万円
新規新規

三和地域において市政情報、防災情報を伝達するために、「ｅ－ふくちやま」の光ファイバーと無線を利用した地域情報伝達システム
を構築します。今年度は各世帯に端末機を設置します。

三和地域 地域情報伝達無線システム構築事業 ５,５００万円三和地域 地域情報伝達無線システム構築事業 ５,５００万円

夜久野支所の防災行政無線設備を更新し、緊急情報の伝達時間を短縮します。

夜久野地域 防災行政無線設備整備事業 ２,２００万円夜久野地域 防災行政無線設備整備事業 ２,２００万円
新規新規

救急救命士による高度な処置ができる機会を増やし救命率を向上するため、東分署に高規格救急車を配備します。

消防車両更新事業 ２,７１７万円消防車両更新事業 ２,７１７万円

山崩れや崖崩れが発生した際に、住居・農業用施設等へ流入した土砂・竹木を地域の助け合いで撤去する費用を補助します。

共助による土砂等撤去事業 ３０万円共助による土砂等撤去事業 ３０万円
新規新規

○かけがえのない市民の生命と財産を守るため、防災対策を強化します。
○学校耐震化を促進します。

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ 安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なまちづくりになまちづくりになまちづくりになまちづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なまちづくりになまちづくりになまちづくりになまちづくりに““““チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ””””

家屋等への浸水被害を防ぐため、地蔵ヶ端公園（厚中問屋町）に地下貯留施設を整備します。

浸水対策事業（公共下水道事業） ５,０９３万円浸水対策事業（公共下水道事業） ５,０９３万円

小学校（耐震二次診断７棟、耐震補強実施設計４棟、耐震補強工事６棟）、中学校（耐震二次診断１棟）を行います。

小学校耐震改修・中学校耐震改修事業 ２億７,５４３万円小学校耐震改修・中学校耐震改修事業 ２億７,５４３万円
拡充
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� 特別職等給与の削減（継続中） △940万円
（市長△20% 副市長△15% 教育長 △10%）

� 特別職等交際費の削減 △20% △110万円
� 一般職人件費の削減 △ 2億790万円

� 職員数削減 △１１名、 期末勤勉手当削減 （△０．３５月分） 等

(△ 1億5,410万円)
� 超過勤務手当削減 △20%   （消防職員夜間勤務手当等を除く。）

（ △ 5,380万円）
� 職員互助会への補助金削減 △20％ △ 450万円
� 経常経費の削減 △3%                            △ 5,350万円

４ 財政健全化へのチャレンジ
①行政内部経費のスリム化 △ 2億8,090万円

財源捻出額
6億2千万円

(消防職員増員分（６人）を除く、特別会計を含む)
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� ボンチフェスタ事業（廃止） △６２０万円
� ミニＳＬフェスタ事業（廃止） △５１０万円
� 丹波漆シンポジウム（廃止） △１１０万円

⇒ 丹波漆振興事業に衣替え

� 家庭用電気生ごみ・生ごみ処理機設置補助金（廃止） △４８０万円

⇒ 住宅用太陽光発電システム設置事業に衣替え

� ふくちやま造形フェスタ開催事業（見直し） △７０万円

� ボンチフェスタ事業（廃止） △６２０万円
� ミニＳＬフェスタ事業（廃止） △５１０万円
� 丹波漆シンポジウム（廃止） △１１０万円

⇒ 丹波漆振興事業に衣替え

� 家庭用電気生ごみ・生ごみ処理機設置補助金（廃止） △４８０万円

⇒ 住宅用太陽光発電システム設置事業に衣替え

� ふくちやま造形フェスタ開催事業（見直し） △７０万円

� 主なもの

②スクラップアンドビルドと行財政のスリム化
～事業の統合・廃止・見直しによるスリム化～ △4,910万円

� 団体運営補助金の削減 △１０％ △１,５５０万円� 団体運営補助金の削減 △１０％ △１,５５０万円
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③ 財源確保対策

２２２２ 広告収入広告収入広告収入広告収入のののの積極的確保積極的確保積極的確保積極的確保２２２２ 広告収入広告収入広告収入広告収入のののの積極的確保積極的確保積極的確保積極的確保

� 市が保有する財産・資源の有効活用による広告収入、寄附付き広告によ
る積極的な財源確保（公用車、市ホームページバナー広告など）

３３３３ 市有財産市有財産市有財産市有財産のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用とととと未利用財産未利用財産未利用財産未利用財産のののの売却売却売却売却３３３３ 市有財産市有財産市有財産市有財産のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用とととと未利用財産未利用財産未利用財産未利用財産のののの売却売却売却売却

� 市有財産の貸付・活用や未利用財産の積極的な売却処分による財源確保

� 労働金庫育成基金の設置目的を見直し、新たに「福知山市ふるさと就職応
援基金」として基金を有効に活用

200万円200万円

2億4,780万円2億4,780万円

2億9030万円

④ 基金取り崩しの抑制
財政調整基金・減債基金の取り崩しはせず予算を編成

(退職手当の年間見込額は当初予算計上)

⑤ 特別会計の健全化
公設卸売市場会計の過去の累積赤字の解消

１１１１ 基金基金基金基金のののの有効活用有効活用有効活用有効活用１１１１ 基金基金基金基金のののの有効活用有効活用有効活用有効活用 4,050万円4,050万円
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一般会計予算のポイント
①歳入
� 市税は景気後退により△4億6,900万円（△4.1%）

� うち法人市民税は△２億７，６００万円（△20.1％）

� Ｈ２０年度から２カ年で市税△１１億５００万円（△9.1％）

� 地方交付税は5億5,700万円の増加

� 臨時財政対策債を除く市債発行額は9億1,000万円増加
� 合併特例債を除く市債発行額は△6億5,000万円

92.41,5601,6883,248うち合併特例債発行額

△33.2△ 6501,9601,310うち合併特例債を除いた市債発行額

5.75579,84310,400地方交付税

31.71,5704,9496,519市 債

24.99103,6484,558うち臨時財政対策債を除いた市債発行額

△ 20.1△ 2761,3751,099うち法人市民税

△ 4.1△ 46911,57511,106市 税

増減率増減額H21H22

単位：百万円
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一般財源
25,068
(62.5%)

特定財源
15,062
(37.5%)

分担金及び負担金 687
(1.7%)

交通安全対策
特別交付金 18  (0.0%)

使用料及び手数料 1,094
(2.7%)

国庫支出金
4,322
(10.8%)

府支出金
2,411
(6.0%)

財産収入 397  (1.0%)

寄附金 74  (0.2%)
繰入金 434  (1.1%)

地方譲与税 449  (1.1%)

利子割交付金 43  (0.1%)

配当割交付金 17  (0.0%)

地方消費税交付金 827(2.1%)

株式等譲渡
所得割交付金 6  (0.0%)

ゴルフ場利用税交付金 9
(0.0%)

自動車取得税
交付金 205  (0.5%)

国有提供施設等所在市町村
助成交付金 20  (0.0%)

地方特例交付金 187  (0.5%)

市税
11,106
 (27.7%)

地方交付税
10,400
 (25.9%)

諸収入 905  (2.3%)

市債
6,519
(16.2%)

一般会計歳入内訳（401億3000万円）
単位：百万円
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②歳出（目的別）
� いわゆる教育予算（子育て支援+教育費）は18.0ポイント増加

� 雇用対策事業推進により、労働費は8.3倍の増加

� 補償金免除繰上償還の完了等より公債費が△3億2,100万円

19.718.01,2036,6917,894いわゆる教育予算 計（①+②）

100.07.22,68037,45040,130総 額

5.277.49121,1792,091消防費

0.7837.924329272労働費

14.1△5.4△3215,9685,647公債費

増減が大きい主な項目 単位：百万円

構成比増減率増減額H21H22

29.211.5       1,21210,52411,736民生費

12.022.08713,9514,822うち児童福祉費（子育て支援） ①

7.712.13322,7403,072教育費 ②

9.2△20.1△9344,6373,703土木費
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教育費 3,072 (7.7%)

児童福祉費 4,822 (12.0%)
（子育て支援）

予備費

50

(0.1%)

教育費

3,072

(7.7%)

衛生費

4,566

(11.4%)

土木費

3,703

(9.2%)

消防費

2,091

(5.2%)

議会費

318

(0.8%)

公債費

5,649

(14.1%)

災害復旧費

103

(0.3%)

総務費

6,250

(15.6%)

商工費

807

(2.0%)

農林業費

1,514

(3.8%)

労働費

271

(0.7%)

民生費

11,736

(29.2%)

いわゆる教育予算
7,894千円
（19.7%）

いわゆる
教育予算

一般会計歳出内訳（401億3000万円）
目的別区分による分類

単位：百万円
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③ 財政状況の概要 （基金残高）

� 財政調整基金・減債基金の取り崩しはせず予算を編成

� 一般会計の基金残高は7.4億円増加

3,4953,301

727

199

3,039

3,023

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

２１年度 ２２年度 年度

百万円

財政調整基金

減債基金

特定目的基金

6,523
7,261

+16百万
（0.5％増）

+528百万
（265.3％増）

+194百万
（5.9％増）

+738百万
（11.3％増）

11.3%7387,2616,523合 計

5.9%1943,4953,301特定目的基金

265.3%528727199減債基金

0.5%163,0393,023財政調整基金

増減率増減額H22H21

前年度比基金の額
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④ 財政状況の概要 （市債残高）
� 全会計の実質的な市債残高(＊)は524.6億円となり、約5.5億円減少

� 全会計の市民１人あたり実質的な市債残高(＊)は、63万8,000円で前年度より7,000円減少

（＊）交付税の財政支援措置控除後の市債残高

� 一般会計の実質的な市債残高は197億円となり約2.4億円の増加

� 減債基金は5.3億円の増加

★人口はH21年３月末人口82,178人で算出

△ 1.0△7千円63.8万円64.5万円全会計

1.23千円24.0万円23.7万円一般会計

市民一人あたり実質的な市債残高

△ 1.0△ 55252,464105,92553,016105,388全会計

1.2 24119,71753,40819,47651,649一般会計

増減率
増減額
② - ①

実質的な
市債②

市債実質的な
市債①

市債

増 減
H22H21

単位：百万円
全会計の実質的な市債残高

53,016 52,464

63.864.5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

２１年度 ２２年度

百万円

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

万円

市民一人あたり市債残高

△0.7万円

△552

百万円


