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市政だより

預金（基金）と借金（市債）の状況
　特定の事業に充てるためや財源不足
を補うために積み立てるものです。

　国民健康保険特別会計は、保険料と国・県の
支出金などで賄われています。保険料は、医療
費を支える貴重な財源です。保険料は、期限内
に納付しましょう。

国 民健康保険

平成26年度末残高 126億2,758万円

市民１人
当たり

預　金
約12万円
平成26年度末の
人口を基に計算( )

 主な基金 年度末残高
財政調整基金 50億 998万円
地域づくり基金 34億5,696万円
土地開発基金 10億7,307万円
都市基盤整備事業基金 7億5,344万円
減債基金 4億5,088万円
地域福祉基金 2億6,061万円
エコプラザ整備基金 2億 369万円
人づくり基金 1億9,401万円
地域振興基金 0万円

平成26年度末残高 733億4,479万円

市民１人
当たり

借　金
約70万円
平成26年度末の
人口を基に計算( )

 主な市債 年度末残高
臨時財政対策債 193億8,341万円
合併特例事業債 159億1,843万円
地方道路等整備事業債 54億6,224万円
過疎対策事業債 28億2,136万円
学校教育施設等整備
事業債 

25億7,380万円

上水道事業出資債 17億9,259万円
減税補てん債 7億8,270万円

　特別会計は、特定の事業を行うため
に特定の収入（使用料や保険料など）
をその支出に充てるため、経理を独立
して設ける会計です。
　このうち、国民健康保険特別会計に
ついて、詳しくお知らせします。

特別会計  会　計　名 歳　入 歳　出
国民健康保険 109億7,549万円 108億3,759万円
介護保険 96億6,792万円 95億1,112万円
下水道事業 47億9,356万円 47億9,303万円
後期高齢者医療 12億1,234万円 12億1,184万円
土地開発公社清算事業 8億5,862万円 8億5,862万円
公共用地取得事業 8億2,470万円 8億2,470万円
簡易水道事業 3億7,493万円 3億7,710万円
農業集落排水事業 2億 878万円 2億 872万円
食肉処理センター 8,782万円 8,782万円
土地取得造成事業 3,538万円 3,538万円
奨学金 667万円 647万円
磯野計記念奨学金 686万円 144万円

平
成
26
年
度
特
別
会
計
別
決
算
額

その他拠出金
12億3,909万円（11.4%）

保健事業費
5,593万円（0.5%）

その他 2億1,272万円（2.0%） 

問保険年金課☎32-2071

生活・教育支援
小中学校施設耐震化事業
（６小学校、４中学校）
 44億4,248万円
児童手当 18億1,358万円
生活保護費 15億5,763万円
草加部学校食育センター建設事業
 11億1,184万円
都市計画道路 総社川崎線整備事業
（山北工区、沼-林田工区）
 6億5,499万円
ときわ園建設事業（旧園舎解体を含む）
 6億 673万円
地域総合整備資金貸付金
（津山慈風会がん陽子線治療センタ
ー建設資金） 5億5,000万円
津山駅北口広場整備事業
 3億6,446万円
子ども医療費 3億6,231万円
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特
例給付金 3億5,686万円
放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ運営委託）

　　1億8,599万円
津山スポーツセンターサッカー場人
工芝化事業 1億4,960万円
井口公園整備事業 1億1,095万円
保育所移転建設事業（市立一宮保育所）
 5,522万円
小中学校スクールヘルパー配置事業
 4,066万円
不妊・不育治療費 674万円

ごみ対策
津山圏域資源循環施設組合負担金
（津山圏域クリーンセンター建設事業）

5億7,595万円
資源化センター運営業務委託料

1億2,072万円
焼却灰搬出処理委託事業

1億73万円
家庭ごみ指定袋制実施事業

4,411万円
ごみ減量・リサイクル推進事業

3,638万円

平成2６年度の主な事業
産業振興・地域活性化

中山間地域等直接支払交付金
 1億9,547万円
農産物直売施設整備事業
 1億5,204万円
多面的機能支払交付金 8,219万円
緊急雇用創出事業 3,937万円
農作物鳥獣害防止対策・有害鳥獣駆
除事業 2,765万円
地域材利用新築住宅助成補助金
 2,700万円
企業立地促進・雇用促進奨励金
 2,531万円
超小型モビリティ導入実証事業
 2,270万円
パワーアップ商業振興事業補助金
 1,261万円
つやま新産業創出機構補助金
 1,121万円
住宅用太陽光発電システム設置補助金
 444万円

地域公共交通
地方バス路線運行維持費補助金
 6,831万円
ごんごバス運行補助金 1,860万円
支所間バス運行補助金 1,616万円
市営阿波バス運行業務委託料
 513万円
津山・西川線共同バス運行委託料
 421万円
津山・柵原線共同バス運行委託料
 178万円
津山・富線共同バス運行委託料
 74万円

歴史・芸術文化
作州民芸館整備事業 3,951万円
重要伝統的建造物群保存事業
 3,550万円
津山城跡整備事業 3,004万円
史跡美作国分寺跡公有化事業
 2,293万円

被保険者への保険給付など
75億5,968万円
（69.8%）

被保険者への保険給付など
75億5,968万円
（69.8%）

高齢者等制度拠出金
17億7,017万円
（16.3%）

高齢者等制度拠出金
17億7,017万円
（16.3%）

市一般会計から
4億5,814万円
（4.2%）

その他
2億9,985万円
（2.7%）

保険料
19億401万円
　（17.4%）

市一般会計から
4億5,814万円
（4.2%）

その他
2億9,985万円
（2.7%）

国・県支出金
37億6,706万円
（34.3%）

国・県支出金
37億6,706万円
（34.3%）

保険料
19億401万円
　（17.4%）

他の保険制度から
45億4,643万円
（41.4%）

他の保険制度から
45億4,643万円
（41.4%）

基金 　一時的なものを除いた借入金のこと
で、５～30年くらいの期間で返済して
いきます。

市債

歳出
108億3,759万円

歳入
109億7,549万円

小中学校施設耐震化事業
（高野小学校）

農産物直売施設整備事業
（勝北マルシェ「ほほえみ彩菜」）

津山スポーツセンターサッカー場
人工芝化事業

（愛称： カンダグループ サッカー・ラグビー場）

津山圏域クリーンセンター建設事業

作州民芸館整備事業




