
　　このように支出は、
　色々な種類に
　分けられています。
　　具体的に、どのようなものに
　　使われてきたのかは、
　　次のページをご覧ください。

っかない　広報 わ　 財政特集号

収 入（歳入）総額 274.6 億円 支 出（歳出）総額 272.5 億円
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単位：億円 単位：億円

　「自治体の財政」と聞くと、専門的でよく
わからない…。と思っている市民の皆さん
も多いのではないでしょうか。
　まちづくりを進めるためには、皆さんと
一緒に知恵を出し合い、工夫していくこと
が重要です。
　そのためには、稚内市の財政状況を知っても
らい、情報を共有することが必要です。
　そこで、今回は市の財政状況に
ついて、皆さんの疑問にお答えします。
　少しでも稚内市の財政を身近に
感じてもらえればと思います。

稚内市の１年間の
収入と支出はどのくらい？Ｑ.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自主財源…稚内市が自ら調達することができる収入の
　　　　　ことで、「市税」、「使用料及び手数料」、「繰入
　　　　　金（基金の取り崩し）」などがあります。
依存財源…国や北海道の基準などに基づく収入のこと
　　　　　で、「地方交付税」、「国庫・道支出金」、「地方
　　　　　債」などがあります。

義務的経費…市の歳出の中で、支出が義務付けられた
　　　　　　経費のことです。義務的経費には、人件
　　　　　　費、扶助費、公債費があります。
投資的経費…道路、公園、学校などの建設や大規模改
　　　　　　修など、社会資本の整備に要する経費の
　　　　　　ことです。普通建設事業費や災害復旧事
　　　　　　業費があります。

用語解説

平成29年度決算

人 件 費…職員給与、議員、各委員報酬などの経費です。
扶 助 費…生活保護法や児童福祉法に基づく扶助者への
　　　　　支給や市が単独で行う各種扶助の経費です。
公 債 費…市債の元金や利子、一時借入金の利子を支払
　　　　　うための経費です。

物 件 費…消費的性質を持つ経費で、賃金、旅費、交際費、
　　　　　需用費、委託料などがあります。
補助費等…市から他の地方自治体や民間に対して、行
　　　　　政上の目的により交付される経費です。

　グラフのとおり、稚内市の収入（歳入）は全体で274億
6千万円ありました。
　そのうち、自主財源は 113 億 1 千万円で 41.2％、
依存財源は161億5千万円で58.8％となっています。
　一方、支出（歳出）は全体で２72億5千万円ありました。
　そ の う ち、 ① 義 務 的 経 費 は 99 億 2 千 万 円 で、
３6.4％、②投資的経費は３1億6
千万円で11.6％、③その他の経費は
141億7千万円で52.0％となって
います。
　このように、経済的性質を基準と
して経費を分類することにより、経
費の構造や財政体質を知ることがで
きます。



2019年（平成31年）1月　財政特集号（2）っかない広報わ　

生涯学習推進施設整備事業

北の桜守撮影支援事業

友好都市交流事業

樺太資料展示施設整備事業

旧稚内商工高校を改
修し、生涯学習総合
支援センター（風～
るわっかない）の整備
を行いました。

映画「北の桜守」に対す
る撮影支援を行ったほ
か、撮影セットを活用
した映画資料展示施設
を整備しました。

石垣市、枕崎市と友好
都市を締結してそれぞ
れ30周年、5周年を迎
えたことから、両市との
交流事業を行いました。

1億8,875万1千円

993万7千円

3,794万9千円

稚内市の決算額を家計に例えると・・・

（収　入）
市税・地方交付税・譲与税など 137.1億円
国・道支出金 43.8億円
市債 26.1億円
その他 67.6億円
　　　合　計　　　　　　　　　　 274.6億円

（支　出）
人件費　　　　　　　　　　　　　 24.1億円
扶助費　　　　　　　　　　　　　 41.0億円
公債費　　　　　　　　　　　　　 34.1億円
投資的経費　　　　　　　　　　　 31.6億円
物件費、補助費など　　　 112.0億円
繰出金、貸付金、投資・出資金 29.7億円
　　　合　計 272.5億円

稚内市の一般会計（平成29年度決算額）

（収　入）
給料（基本給）　　　　　　　　 　 15.0万円
諸手当（扶養手当など）　　　　　　 4.8万円
金融機関からのローン借入   2.8万円
パート収入、ネットオークション収入など　 7.4万円
　　　合　計　　　　　　 　　　　 30.0万円

（支　出）
食費　　　　　　　　　　　　　　 2.6万円
医療費　　　　　　　　　　　　　 4.5万円
ローンの返済　　　　　　　　　　 3.7万円
家の増改築、車の購入費　　　　　 3.5万円
光熱水費、日用品など　　　　　　 12.2万円
家族への仕送り　　　　　　　　　 3.3万円
　　　合　計　　　　　　　　　　 29.8万円

月収30万円の家計簿に
　　　　　　置き換えると…

　　　　市の決算は言葉が難しく、
　　金額が大きいこともあり、
　　イメージが湧きにくいので、
　　　家計簿に置き換えてみましょう。

　　ここにある事業は
　ほんの一部ですが、
身近な事業に使われています。

6,669万9千円

稚内と樺太の歴史と文化を保持・
継承するほか、市民の皆さんに樺
太とのつながりを紹介するため、
稚内市樺太記念館を整備しました。

平成29年度に行った主な事業

　へぇ～！
　いろいろな事業に
　使われているんだね。



（3）2019年（平成31年）1月　財政特集号 っかない広報わ　

稚内市の借入金（地方債）の状況は？

稚内市の貯金（基金）の状況は？

【地方債残高】
（これまでの借入金の合計）　単位：億円
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【一般会計の地方債発行額】
 （当該年度の借入金の合計）　単位：億円
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　「地方債」とは「地方公共団体が１会計年度を超えて
行う借り入れ」のことです。道路の整備や学校など、
長期に渡り利用する施設を建設するときには、一時的
にたくさんのお金がかかるため、他の市民サービスを
低下させないために地方債を発行しています。
　また、これらの施設は現在の市民だけではなく、将
来の市民も利用するものなので、地方債を発行するこ
とは、その施設の費用をみんなで支え合うという意味
もあります。

地方債を使わないで
事業を行うと…

地方債を使うと…

地 方 債 を 利 用
することで、
将 来 の 市 民 と
と も に 支 え 合
う こ と が で き
ます。

現在の市民だけで
支えることになり
ます。

【将来の市民】

【現在の市民】

【基金残高】　　　　　　　　　　　　単位：億円
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【現在の市民】

地方債って何？
どうして借り入れをするの？

　みんなで負担を分け合うって
ことは、単なる借金じゃないっ
　てことなんだね！

　　この貯金は、
　 備えだけでなく、
　　目的ごとに積み立て
　　られているんだね。

　平成29年度末の地方債の残高は、一般会計で261億円、
特別会計では3億円、企業会計では118億円となり、全体
で382億円となっています。
　前年度と比較すると、全体で1億円減少しています。
　地方債の平成29年度発行額は一般会計で26億円です。
発行額については、その年の建設事業などにより増減します。

　平成 29 年度末の基金残高は、36 億円となってい
ます。 
　前年度と比較すると、まちづくり寄附金（ふるさと
納税）の増加により、日本のてっぺん応援基金への積み
立てが増加したため、基金残高が１億円増加しました。
　この基金は収入不足が生じた場合に備えたり、地域
経済の活性化に活用するなど、目的ごとに積み立てし、
必要に応じて使用しています。



2019年（平成31年）1月　財政特集号（4）っかない広報わ　

今回の財政特集号には掲載されていない詳細な財政状況について
市ホームページで確認することができます。ぜひご覧ください。

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/

　　　　　　　　　　市財務課財政グループ　☎ 23 ‐ 6390
　　　　　　　　　 zaimu@city.wakkanai.lg.jp

稚内市の財政は健全なの？

　経常収支比率とは、家計に例えると、毎月決まった支払
いである住居費、食費、被服費、ローン返済金などの費用
の毎月の給料に占める割合を示したものです。
　この比率が高いほど、自由に使えるお金の割合が少なく
なることを意味します。
　平成29年度の経常収支比率は、前年度よりも減少して
います。

 実質赤字比率

 連結実質赤字比率

 実質
 公債費
 比率

（平成28年度）

（平成29年度）

 将来
 負担
 比率

（平成28年度）

（平成29年度）

 資金不足比率

平成27年度 平成28年度 平成29年度

 稚内市 92.1％ 94.9％ 93.1％

 北海道の他市平均 91.0％ 92.5％ 94.2％

14.4％

稚内市健全化判断比率（　が稚内市の状況）

13.6％

55.0％

61.3％

赤字なし

赤字なし

「健全団体」

健全財政　　　　　　　財政悪化

経常収支比率

▼　 　 　 ▼ 　　　▼

0％　　黄信号　　赤信号　　

20％

350％

13％

25％

18％

20％

35％

35％

「経営健全化団体」

資金不足なし

Ｑ.4

「稚内市の財政状況」などの各種資料は
　　　ホームページでご覧になれます！！

問い合わせ

　　このように、
　色々な指標を用いて
　自治体の財政状況を
　判断することが
　　できます。

　財政健全化法に基づく判断では、稚内市の財政状況
は健全であると言えます。
　財政健全化法とは、地方公共団体の財政破たんを未
然に防ぐための法律です。
　健全化判断比率により財政状況を把握し、悪化した
地方公共団体に対して、早期に健全化を図るよう促し
ています。
　これらの指標には「早期健全化基準」及び「財政再生
基準」があり、この基準を超えると、「財政健全化計画」
または「財政再生計画」を策定し、健全な財政運営を目
指すことになります。
　また、このほかに公営企業の経営健全化基準として

「資金不足比率」があります。
　この法律により算定された平成29年度決算に基づ
く稚内市の健全化判断比率と資金不足比率は右のとお
りです。
　いずれも早期健全化基準（黄信号）には達していません。

　稚内市の財政は
健全な範囲と言えるんだね！

健全化判断比率……実質赤字比率・連結実質赤字比率
　　　　　　　　　・実質公債費比率・将来負担比率の
　　　　　　　　　４つからなる財政状況を判断する
　　　　　　　　　比率です。
実質赤字比率………稚内市の場合、一般会計の赤字割合
　　　　　　　　　を示す比率です。
連結実質赤字比率…公営企業を含む全会計を含めた赤字
　　　　　　　　　割合を示す比率です。

実質公債費比率…借入金（地方債）の返済額及びこれに
　　　　　　　　準じる経費の大きさを示す比率です。
将来負担比率……借入金のほか、退職手当など、市が
　　　　　　　　将来支払う可能性のある負担額を示す
　　　　　　　　比率です。
資金不足比率……公営企業の資金不足額を基に経営状況
　　　　　　　　を示す比率です。

用語解説

ぜひ、ご覧ください！


