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本誌は、市民の皆さんへ豊川市の一般会計決算

の状況を、お知らせするものです。 

決算を始めとする財政状況の内容は、年々、専

門性を増し、さらに複雑化しております。 

そこで、市民の皆さんに、より理解していただくため、多くの情報の中

から、市民の皆さんが必要とするものを選択し、分かり易く情報提供を行

ってまいります。また、市民の皆さんにとって、最も身近な一般会計決算

を対象としました。 

なお、特別会計や企業会計を始め、本誌に掲載する以外の情報について

お知りになりたい方は、決算書を始め主要施策成果報告書の補助資料など

の閲覧を行わせていただきます。ご希望の方は、市役所総務部財政課まで、

お申し出ください。 

 

 

連絡先 総務部財政課 電話（０５３３）８９－２１２７ 

 

（ 作成にあたり ） 



 

 

決算規模は、歳入歳出ともに前年度を上回りました。  

歳入総額は、６４３億８，９１１万円、対前年度２８億７，０７３万円・４．７％の増加。 

歳出総額は、６０４億２，１９０万円、対前年度１８億１，５６０万円・３．１％の増加。 

 

実質収支は、３３億５，００３万円の黒字となりました。  

実質収支は、歳入総額から歳出総額を差し引き、さらに、

この額から翌年度（平成２８年度）に繰り越す事業の必要と

する財源を差し引いた額となります。 

その結果、実質収支額は３３億５，００３万円となりました。

この実質収支額は、平成２８年度予算では前年度繰越金と

して収入し、事業の財源として使用することができます。本

市では、その額の２分の１に相当する額の１６億８，０００万

円を財政調整基金に積み立てます。 
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   歳入決算の構成  

市税 28,257 

国庫支出金 8,948 

地方交付税 5,898 

県支出金 3,685 

地方消費税交付金

3,610

市債 2,999 

繰越金 2,912

諸収入 2,416

繰入金 1,935

分担金及び負担金 1,006 使用料及び手数料 957 

地方譲与税 597 

その他 1,169 

歳入決算の構成

自動車取得税交付金 243

財産収入 201

株式等譲渡所得割交付金 186

配当割交付金 180

地方特例交付金 135

ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 85

利子割交付金 57

交通安全対策特別交付金 42

寄附金 24

国有提供市町村交付金 16

 

 

 

 

自主財源の構成比は歳入全体の５８．６％となりました。  

歳入の区分として、自主財源と依存財源があります。 

   自主財源は、市が自ら徴収又は収納することができる財源で、その多寡は行政活動の自

主性と安定性を確保しうるかどうかの尺度となるものであることから、できる限り自主財源の

確保に努めるべきといえます。 

本市の場合、歳入総額の５８．６％を占めています。これは、平成２６年度決算と比べて、

０．９ポイント下降しています。平成２０年度から減少をはじめ、ピーク時の平成１９年度決算

と比べ１３．８ポイント下降しました。自主財源の代表的なものは市税であり、歳入総額の４３．

９％を占めています。 

一方、依存財源は、国や県の意思決定に基づき収入される財源で、歳入総額の４１．

４％を占めています。これは、平成２６年度決算と比べて、０．９ポイント上昇しています。依

存財源の代表的なものは国庫支出金で歳入総額の１３．９％、地方交付税で同９．２％とな

っています。 

 

 ２７年度 

６４，３８９ 

（百万円） 
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市税収入の構成比は、４０％台前半となりました。 

市税は、市民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有

税、入湯税及び都市計画税の７税から構成しています。 

平成２７年度決算額は、２８２億５，７４５万円で、歳入総額の４３．９％を占めています。

また、平成２６年度決算では、２８４億８，３４６万円で、歳入総額の４６．３％を占め、金額に

して２億２，６０１万円減少し、構成比においては２．４ポイント下降しました。 

主な減少要因は、市民税（法人）収入が１７億９，５１９万円で、対前年度４億７，６８５万

円・２１．０％減少したことによるものです。 

年度 

税目 

 

平成２７年度 平成２６年度 差引 

Ａ-Ｂ 決 算 額（百万円） 

Hykaumannenn  

決 算 額（百万円） 

Ａ 対前年度比(%) Ｂ 対前年度比(%) 

市民税 １1，９０７ △２．３ １２，１９１ ５．７ △２８４ 

 個人 １０，１１２ １．９ ９，９１９ １．０ １９３ 

法人 １，７９５ △２１．０ ２，２７２ ３２．４ △４７７ 

固定資産税 １２，４９３ ０．３ １２，４５１ １．８ ４２ 

軽自動車税 ３６９ ３．１ ３５８ ３．１ １１ 

市たばこ税 １，２５１ △０．７ １，２５９ △３．１ △８ 

特別土地保有税 ０ ０ ０ ０ ０ 

入湯税 ４６ △０．１ ４６ ２．８ ０ 

都市計画税 ２，１９１ ０．６ ２，１７８ ２．２ １３ 

合計 ２８，２５７ △０．８ 

 

２８，４８３ ３．２ 

 

△２２６ 
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主な歳入の増減費目  

(1) 地方消費税交付金 

都道府県間における清算後の地方消費税収入の１/２に相当する額が人口・従業者

数に応じて交付されるものです。 

決算額は、３６億１，０１６万円、対前年度１４億５，１７９万円・６７．３％の増加となって

います。これは、緩やかな景気の回復や消費税率引き上げ後の平年度化に伴うもので、

増収分は社会保障４経費その他の社会保障施策に充てるものとされました。 

(2) 自動車取得税交付金 

県税である自動車取得税の９５％の額の７割相当額が、道路の延長及び面積に応じ

て市町村に交付されるものです。 

決算額は、２億４，２９４万円、対前年度１億７２万円・７０．８％の増加となっています。

これは、税制改正によるエコカー減税対象車種の見直しなどによるものです。 

(3) 地方交付税 

国税である所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額を地

方公共団体間の財源の不均衡調整のために交付されるものです。 

決算額は、５８億９，８００万円、対前年度２億７，５４３万円・４．５％の減少となってい

ます。これは、合併算定替の段階的縮減が始まったことなどによる地方交付税の減によ

るものです。 

(4) 国庫支出金 

国が、地方公共団体の行う特定の行政に対して、それに要する経費の全部又は一部

を負担するものです。 

決算額は、８９億４，７６４万円、対前年度１２億１，３１０万円・１５．７％の増加となって

います。これは、循環型社会形成推進交付金の増などによるものです。 

(5) 市 債 

地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を

超えて行われるものをいいます。 

決算額は、２９億９，８７０万円、対前年度５億６，２１０万円・１５．８％の減少となって

います。これは、新規借入抑制による地方債の減などによるものです。 
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歳出決算の構成  

 

 

主な歳出の増減費目  

(1) 総務費 

８５億１，３８２万円、対前年度３億３４万円・３．７％の増加。これは、企画費で、まちづ

くり振興基金積立金の皆減などにより対前年度４億９，３６３万円減少、地域文化広場管

理費で、地域文化広場整備事業費の皆減などにより対前年度６億６，９５８万円減少した

ものの、一般管理費で、人件費の増などにより対前年度７，１６０万円増加、財産管理費

で、公共施設整備基金積立金の増などにより対前年度１３億１，８９８万円増加、社会保

障・税番号管理費で、社会保障・税番号制度導入費の増により対前年度１億４３７万円

増加したことなどによるものです。 

(2) 民生費 

２２９億８５１万円、対前年度１０億４，１６９万円・４．８％の増加。これは、障害者福祉

費で、障害者自立支援事業費の増などにより対前年度１億５，７７３万円増加、老人福祉

費で、介護保険特別会計繰出金の増などにより対前年度１億２，４２６万円増加、地域福

祉推進費で、地域福祉基金積立金の増などにより対前年度２億１１９万円増加、公立保

２７年度 

６０，４２２ 

（百万円） 
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育所費で、人件費の増などにより対前年度１億８５８万円増加、児童館建設費で、あかさ

か児童館改築事業費の増により対前年度８，４４１万円増加、扶助費で、生活保護扶助

費などの増により対前年度１億４，７３５万円増加したことなどによるものです。 

(3) 衛生費 

５３億７６３万円、対前年度７億７，８４３万円・１７．２％の増加。これは、清掃工場費で、

基幹的設備改良工事に着手したことなどにより対前年度７億３，７３０万円増加したことな

どによるものです。 

(4) 教育費 

６３億８９６万円、対前年度６億６，３２３万円・１１．７％の増加。これは、教育指導費で、

教育振興基金積立金の増などにより対前年度２億１，７０２万円増加、小学校建設費で、

小学校施設耐震補強事業費や東部小学校校舎改築事業費の増などにより対前年度３

億５，７８７万円増加、中学校建設費で、中学校施設耐震補強事業費の皆増などにより

対前年度１億３，３６２万円増加したことなどによるものです。 

(5) 公債費 

５６億１，０３７万円、対前年度５億５，１４７万円・８．９％の減少。これは、市債残高の

減少などにより、市債元金償還金が対前年度４億５，４８５万円減少したことなどによるも

のです。 

 

 

主要施策の紹介  

 

やすらぎやうるおいのある安全・安心なまちづくりを行います 

① 南海トラフ地震の被害予測に基づき、避難経路誘導看板を増設するとともに、

浸水区域を示す津波ラインを設置 

② 自主防災会活動推進のため、防災倉庫の設置費補助や訓練推進交付金を交付。

また、防災リーダーを育成するため、養成講座及びフォローアップ研修を実

施 

③ 音羽庁舎に太陽光発電設備等設置工事を実施。また、一般住宅用太陽光発電

システムの導入支援のため、設置に対する補助を実施 

④ 緑のカーテン普及啓発事業及び緑のカーテンコンテストを実施 

⑤ 歩行者の安全対策のため、バリアフリー化重点地区内のカラー舗装化及び区

画線を設置 

⑥ 消防団員の処遇改善のため、団員退職報償金を充実 

   

子どもたちの笑顔があふれ、文化のさかんなまちづくりを行います 

① 東部小学校校舎改築工事、八南小学校校舎増築等工事を実施 

② 萩小学校校舎の改修に向け、実施設計を実施 

③ 学校トイレの洋式化・ドライ化の改修工事を実施 
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④ 地域の伝統文化や東三河演劇祭の育成・支援のため、赤坂の舞台での公演や

東三河演劇祭実行委員会への補助を実施 

⑤ 中学校の部活動支援のため、老朽化した備品を計画的に更新 

⑥ 学校図書室の充実を図るため、書架を整備 

⑦ 読書活動を推進するため、学校図書館巡回司書を１０名配置 

 

 

 

生涯を健康で安心して暮らせるまちづくりを行います 

① 特別支援学校等に通う児童の一時預かり事業を拡充 

② あかさか児童館改築工事を実施 

③ 妊婦、乳児健康診査、産後健康診査の公費負担及び、予防接種事業への補助

を実施 

④ 障害者就労支援のため、関係機関との連携強化及び就労支援に特化した相談

支援事業を実施 

⑤ 子育て世帯の負担を軽減するため、中学生までの子ども医療費の無料化を実

施 
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都市基盤が整い、にぎわいと活力あふれるまちづくりを行います 

① 企業の流出を防止するため、市内に長年立地する企業が行う工場等の新増設

への投資に対し、補助を実施 

② 企業誘致促進制度として、雇用促進奨励金を交付 

③ 商工会議所・商工会が行う中小企業振興対策への支援を実施 

④ 豊川海軍工廠跡地への平和公園（仮称）整備に向けて、実施設計等を実施 

⑤ 商業団体が実施する商店街活性化事業への支援を実施 

⑥ 市内３か所の土地区画整理事業（豊川西部、豊川駅東の市施行事業及び一宮

大木地区の組合施行事業）の計画的推進 

⑦ 公共下水道第９次拡張計画の推進 

⑧ 有害鳥獣の捕獲駆除体制を充実させるとともに、鳥獣駆除報償金を拡充し、

農作物被害の拡大を防止 

 

あらたな行政改革と住民との協働のまちづくりを行います 

① ファシリティマネジメント推進のため、総合管理計画、中長期保全計画等を

策定 

② 人材育成のための職員研修を拡充 

③ 市民活動団体等がまちづくりの推進を図るために行う協働事業への補助を実

施 

④ 地区集会施設の改修工事等に対する補助を実施 

⑤ 地震対策業務継続計画（ＢＣＰ）対策事業として、公共施設における窓ガラ

ス飛散防止対策などを実施 

⑥ 東三河広域連合の一員として、東三河８市町村の連携体制を強化 
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   預金の状況  

   地方自治体では、将来の財政需要や税収不足等に対する備えとして、一般家庭の預金

に代わるものとして基金を設け、現金の積立を行っています。一般会計には、１２の基金が

あり、平成２７年度末残高は１５０億７千万円、対前年度１８億１千万円・１３．７％増となりま

した。 

主な増加要因は、公共施設整備基金、教育振興基金の積立金の増加及び子ども・子育

て応援基金積立金の皆増などによるものです。 

住民 1 人当たりの基金残高を、県下の３７市（名古屋市を除く。）で比較しますと、本市の

場合８１，３３６円で、多いほうから１４番目となります。 

 

 

借金の状況  

地方自治体では、道路、公園、学校などを建設する場合、その財源を地方債の借入で

調達することを主な手法としています。また、この借入は、財源不足を補う目的だけではなく、

建設費用の世代間における公平負担も目的としています。これは、一般家庭に例えると、家

を建てるときに借りる住宅ローンにあたります。 

   平成２７年度末現在での一般会計における地方債残高は、４９１億１千万円で、対前年

度２２億４千万円・４．４％減となりました。主な減少要因は、返済額に対し借入額を抑えた

ことなどによるものです。 

住民 1 人当たりの地方債残高を、県下の３７市（名古屋市を除く。）で比較しますと、本市

の場合２６４，９８１円で、多いほうから９番目となります。 
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  ※住民１人当たり残高の対象人口については、住民基本台帳法の改正などに伴い、

平成２４年度から外国人住民を含みます。 

 

 

   健康診断の状況 

ここでは、主な財政指標で、財政状況の健全性をみてみます。 

区分＼年度       １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

財 政 力 指 数 0.93 0.97 1.02 1.01 0.97 0.91 0.87 0.88 0.88 0.89 

経 常 収 支 比 率 91.2 92.9 91.4 91.2 88.7 85.5 90.6 88.2 87.8 87.5 

実 質 赤 字 比 率  ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

連結実質赤字比率  ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

実質公債費比率  10.2 10.1  9.6  8.4  7.4  6.2  4.9  3.5  2.1 

将 来 負 担 比 率  99.8 78.4 71.7 40.9  2.7 ― ― ― ― 

※ 平成１８年度は旧一宮町分、平成１９年度は旧音羽町分及び旧御津町分、平成２１年度は旧 

 小坂井町分及び旧豊川宝飯衛生組合分を含む。 

 

財政力指数 

     平成２７年度における財政力指数は、３ヵ年平均で０．８９です。また、平成２７年度単

年の指数は０．８８となります。この財政力指数が単年で１．００以上となりますと、地方

交付税の不交付団体となります。 

また、平成２６年度決算による全国順位（単年度指数）をみますと、本市の０．８９は、

全国７９０市中、高いほうから１３１番目で、上位の位置にあります。 

 

経常収支比率 

     平成２７年度決算に基づく経常収支比率は８７．５％で、前年度０．３％・０．３ポイント

減となっています。この比率が高くなるほど、財政の硬直化が進むことを意味し、低いほ

ど、ゆとりのある財政状況といえます。また、経常収支比率を下げるには、歳出面では人

件費、扶助費（社会保障費）、公債費といった義務的経費の伸びを抑えるとともに、一
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方、歳入面では、市税など経常的な収入を増やすことが必要です。 

また、平成２６年度決算による全国順位をみますと、本市の８７．８％は、全国７９０市

中、低いほうから２１１番目で、上位の位置にあります。 

 

財政健全化法に基づく健全化判断比率 

     平成２７年度決算に基づく実質公債費比率は２．１％で、前年度４０．０％・１．４ポイン

ト減、将来負担比率は、前年同様に将来負担額より充当可能財源等が多いため「－」と

なっています。 

なお、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、前年度と同様で黒字決算となって

いますので「－」となっています。 

本市の場合、全ての判断比率が、基準値以内となっており、法律で規定する健全性

は保たれているといえます。なお、基準値を超えますと、法律に基づき財政健全化計画

又は財政再生計画の作成が義務付けられます。 

また、平成２６年度決算による全国順位をみますと、実質公債費比率については、本

市の３．５％は、全国７９０市中、低いほうから９６番目で、上位の位置にあります。将来

負担比率については、本市の「－」は、全国７９０市中、同様に「－」である１５８市の中に

あります。 
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