
平成24年度の直方市普通会計決算額は、

歳入　241億 9055万円　（前年度と比較して、-5億 2596万円、-2.1％）

歳出　235億 4033万円　（前年度と比較して、-2億 8618万円、-1.2％）　となり、

形式収支（歳入－歳出）は、6億 5023万円の黒字、

実質収支（歳入－歳出－翌年度の支出が決まっている金額）では、4億 9671万円の黒字となりました。
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歳入の主なものについて

24年度の歳入決算額は、前年度と比較して約5億3千万円の減となりました。

減額の要因としては、長引く景気の低迷によって市税、特に法人市民税や固定資産税が減少していることや、中心市街地整備事業がピークを

過ぎ、事業量が大幅に減少したことに伴って、国庫支出金及び市債が減少していること等が挙げられます。

歳出の主なものについて

24年度の歳出決算額は、前年度と比較して約2億9千万円の減となりました。

減額の要因としては、中心市街地整備事業に係る事業量の減少によって、土木費が大幅に減少していることが大きく影響しています。

一方、民生費は障がい者自立支援給付費の増額等により約1億4千万円の増、教育費は小学校施設や中央公民館の耐震・大規模改修等によって

約2億1千万円の増となっています。
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1億 3582万円

市 債

県 支 出 金

名 称

市 税

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

24 年 度 金 額 前 年 度 金 額 増 減

使用料及び手数料

内 容

市民税、固定資産税、軽自動車税、市
たばこ税、都市計画税など

全国の市町村が一定水準の行政を行う
ため、国から交付されるもの

国からの補助金・負担金などで使用目
的が特定されているもの

市が道路や学校などを作るために借入
れたもの

国庫支出金と同様に、県から市に交付
されるもの

64億 6708万円 67億 2734万円
-2億 6026万円

-3.9%

2.1%

58億 4706万円 58億 5173万円

45億 3870万円 48億 2713万円

-467万円

-0.1%

-2億 8843万円

-6.0%

増 減

-1714万円

-1.7%

18億 734万円 18億 8266万円

15億 7057万円 15億 3869万円

-7532万円

-4.0%

3187万円

10億 854万円 10億 2568万円

名 称 内 容 24 年 度 金 額 前 年 度 金 額

ごみ・し尿の処理手数料、市営住宅の
家賃など

公 債 費
施設整備などのために借り入れた費用
の返済に充てられたもの

28億 7890万円 30億 3342万円

民 生 費
各種福祉事業や医療費助成、生活保護
などに使われたもの

105億 3159万円 103億 9577万円

ごみ・し尿の処理や公害対策など、衛
生的な生活を送るために使われたもの

21億 6778万円 22億 2606万円

土 木 費
道路・公園・河川の整備や、市営住宅
の維持管理などに使われたもの

23億 3745万円 29億 7446万円

衛 生 費

教 育 費
小・中学校や幼稚園の運営、学校の整
備など、教育に使われたもの

16億 3653万円 14億 2667万円

労 働 費
雇用対策や職業訓練など、勤労者の支
援等に使われたもの

その他

使用料及び手数料

県支出金

市債

国庫支出金

地方交付税

市税

その他

労働費

教育費

土木費

衛生費

公債費

民生費



ここでは、「もし直方市普通会計の収入が、年間 400万円だったら」という設定で、家計簿を作ってみました。

収支の状況

（形式収支）　　収入（4,000,000円）－支出（3,892,483円）　＝107,517円107,517円107,517円107,517円

（実質収支）　　収入（4,000,000円）－支出（3,892,483円）　－翌年度の支出が決まっている金額（25,384円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝82,133円82,133円82,133円82,133円

貯金とローンの残高

　貯金残高　（基金残高） 円

　ローン残高（公債費残高） 円

直方市の家計簿直方市の家計簿直方市の家計簿直方市の家計簿

金額（円）収入の内容 金額（円）支出の内容

収入の部収入の部収入の部収入の部 支出の部支出の部支出の部支出の部

給料
（市税）

1,069,356
食費
（人件費）

592,342

家賃収入
（使用料や手数料など）

223,092
医療費や教育費
（扶助費）

1,271,120

銀行からの借入金
（市債）

298,851
住宅などのローン返済
（公債費）

476,038

友人や会社への援助金など
（補助費、貸付金、投資及び出資金）

126,649

預金のひきだし
（繰入金）

9,817
子どもへの仕送り
（繰出金）

499,308

（国・県支出金）

9,388

銀行などへの預金
（積立金）

58,33910,221

家屋の増改築や修繕費用など
（維持補修費、普通建設事業費、失業
対策事業費）

383,320157,343

147,166

自然災害による家屋や庭の修繕費用
（災害復旧事業費）

7,050

（譲与税・交付金など）

（地方交付税）

預金の利子や土地の売却収入など
（財産収入）

車や電化製品の購入費
（備品購入費）

前年度の黒字
（繰越金）

966,834

実家からの援助

1,010,191

収入の合計収入の合計収入の合計収入の合計 4,000,000 支出の合計支出の合計支出の合計支出の合計

354,656

その他の収入 107,129
冠婚葬祭費
（交際費）

143

仕事をお願いしたお礼
（委託料）

114,130

3,892,483

その他
（電話代や光熱水費、保険料や消耗品
の購入費など）

719,307719,307719,307719,307

3,679,4753,679,4753,679,4753,679,475



市町村の財政状況を評価するものに、健全化判断比率（4種類）、経常収支比率、財政力指数などがあります。

ここでは、このような財政指標を使って近隣の団体と比較しながら、本市の決算状況を見ていきます。

(1)　財政力指数(1)　財政力指数(1)　財政力指数(1)　財政力指数

　市の財政に力があるかどうかを見るための指標です。

　この数値が「1」に近く、あるいは「1」を超えるほど、市が自ら

調達できる財源の割合が高く、財政力が強いと言えます。

　24年度の本市財政力指数は 0.53、筑豊7市平均が 0.45、全国の

類似団体（本市と人口・産業構造が類似している団体）の平均は

0.65（23年度）でしたので、本市及び筑豊7市の財政基盤は全国的に

見ると、かなり弱いことになります。

(2)　経常収支比率(2)　経常収支比率(2)　経常収支比率(2)　経常収支比率

　市の財政にゆとりがあるかどうかを見るための指標です。

　自由になるお金の中で、自治体として義務的に必要となる経費が

どれくらいかかっているのかを示したもので、70～80％が理想と考

えられています。

　24年度は、経常経費充当一般財源（義務的に必要となる経費）が

人件費、公債費の減によって、前年度と比較して約2億1千万円減少

したものの、経常一般財源等収入（自由になるお金）も約2億2千万

円減少したことから、結果的に前年度より 0.1％悪化しています。

　17年度より継続して取り組み続けた行財政改革により、21年度以

降100％を下回っていますが、公債費・扶助費の負担が依然として

大きく、本市財政の硬直化は続いています。

(3)　健全化判断比率　【数値は平成24年度】(3)　健全化判断比率　【数値は平成24年度】(3)　健全化判断比率　【数値は平成24年度】(3)　健全化判断比率　【数値は平成24年度】

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断

比率を公表いたします。（H24年度決算より）

　左表が直方市の24年度決算に基づく各指標の数値となります。

　本市の数値が、この内 1つでも早期健全化基準を超えた場合には

改善するための財政健全化計画を策定し、国の関与下で財政の健全

化を図っていかなければなりません。

　また、いずれかの数値が財政再生基準を超過した場合には、より

厳しい財政再生計画を策定し、国のより強い関与下での改善が行わ

※ 「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は直方市の場合の基準 れる事となり、自主的な財政運営が著しく制限されます。

　①　実質赤字比率

　　標準財政規模（通常収入されると考えられる経常的な一般財源の規模）に対する、本市普通会計の赤字の割合となります。

　　24年度決算では、赤字決算は発生しておらず、指標としては「なし」となります。

　②　連結実質赤字比率

　　普通会計以外の特別会計や公営企業会計（国民健康保険事業、介護保険事業、上下水道事業など）を含めた、直方市全体の赤字額が

　　標準財政規模に占める割合です。①と同じく赤字決算となっておらず、指標としては「なし」となります。

　③　実質公債費比率

　　市の借金返済による財政負担の度合いを見るための指標で、一般会計だけでなく、公営企業会計や一部事務組合などの公債費に使われた

　　負担金なども含めて算定します。直近3年間の平均で見るものとされ、表の数字はH22～24年度決算による平均値となります。

　④　将来負担比率

　　将来一般会計で負担することが見込まれる金額の標準財政規模に対する割合を示したものです。

　　市だけでなく、市が出資した第3セクターなどに対する負担も含みます。

　

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

指標でみる直方市の決算状況指標でみる直方市の決算状況指標でみる直方市の決算状況指標でみる直方市の決算状況

早期健全化
基準

財政再生基準指標名称 直方市直方市直方市直方市
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(4)　資金不足比率　【数値は平成24年度】(4)　資金不足比率　【数値は平成24年度】(4)　資金不足比率　【数値は平成24年度】(4)　資金不足比率　【数値は平成24年度】

　健全化判断比率と同じく財政健全化法で新たに定められた指標です。

　自治体が運営する公営企業会計の健全性を測る指標となります。

　左表に示す特別会計の資金不足額（実質赤字額など）の事業規模に対する

割合であり、これが20％を超えると該当する公営企業会計は経営健全化計画

を策定する事が義務付けられ、経営の改善を目指すものとなります。

　本市の公営企業会計は、左の全てで赤字額が発生しておらず、指標として

は「なし」となります。

公共下水道事業
特別会計

---- 20.00

---- 20.00

---- 20.00
農業集落排水事業

特別会計

上頓野産業団地造成事業
特別会計

---- 20.00

特別会計の名称

水道事業会計

直方市直方市直方市直方市
早期健全化

基準


