基金（貯金）と市債（借金）の状況（普通会計）

税源移譲に伴う所得譲与税の廃止、地方特例交付金
や地方交付税の減額などのため、財源不足が生じまし
た。この不足分は、市の貯金である財政調整基金を取
り崩すことなどにより確保しました。

収入済額
151万円

108万円

食肉処理センター

２億1,188万円

２億1,155万円

公共用地取得事業

２億6,466万円

２億6,466万円

下水道事業

79億7,543万円

79億6,321万円

農業集落排水事業

２億5,985万円

２億5,633万円

115億4,225万円

115億4,225万円

1,259万円

122万円

介護保険

75億9,110万円

72億7,072万円

簡易水道事業

６億2,941万円

６億2,941万円

3,538万円

0万円

老人保健
全本明正奨学金

土地取得造成事業

105億5,422万円
付

諸経費 2,486万円
（0.2%）
（0.2%
（
0.2%）

歳出

退職被保険者への給付など
28億1,705万円（26.7%）
28億1,705万円（26.7%
28億1,705万円
26.7%）

主 財 源

一般被保険者への
医療給付など
41億3,419万円
（39.2%）
（39.2%
39.2%）

○小・中学校スクールヘルパー配置事業 …… 3,187万円
特別な支援（障害児介助、日本語指導、発達障害な
ど）を必要とする児童生徒の教育活動の充実のために
支援員を配置
○スクールバス購入（加茂中学校）…………… 1,250万円
阿波地域から加茂中学校へ運行するスクールバスを更新
○生涯学習フェスティバル委託料……………… 555万円
○戸島学校食育センター建設事業 …………10億286万円
○新洋学資料館建設事業 …………………３億 8,597万円
○スポーツセンターテニスコート整備事業 … 4,384万円
○津山国際総合音楽祭補助金 ………………… 4,100万円
○史跡美作国分寺跡公有化事業 ……………… 6,473万円

美しい自然と快適空間の形成
リユースプラザ津山
「くるくる」

○環境啓発事業委託料 160万円
小学生を主な対象とした自然
体験型環境啓発事業などの委
託料
○ごみ処理施設建設事業調査等
委託料 ……………… 364万円
○焼却炉修繕（オーバーホール）
……………… 8,348万円
○リユースプラザ運営事業
………………… 672万円

津山すこやか・こどもセンター

○勝北統合保育所建設事業………………… ４億438万円
○倭文保育所建設事業 ………………………… 3,869万円
○病児・病後児保育事業（自園型）補助金 … 3,024万円
軽い病児や病後児を保育所で預かる場合の保育所への
補助
○放課後児童健全育成事業 …………………… 8,558万円
放課後児童クラブを運営する団体に対する委託料など
○放課後子どもプラン推進事業………………… 571万円
放課後児童クラブと放課後子ども教室を連携し、子ど
もの居場所を確保するための方策の検討
○津山すこやか・こどもセンター整備事業 ３億7,417万円
○移動制約者対策事業（加茂・阿波・勝北・久米支所管
内福祉バス運行）………………………………1,270万円
無料福祉循環バスの運行委託と身体障害者の外出・社
会参加を目的とした移送サービス
○福祉作業所補助金 …………………………… 4,150万円

産業振興と雇用の創出
森林バイオマス熱利用推進事業
（木質チップボイラー）

安全なくらしと都市基盤の整備

財

107億1,637万円

介護保険制度への拠出
４億5,261万円（4.3%）
（4.3%
4.3%）
老人保健制度への拠出
17億1,672万円
（16.3%）
（16.3%
16.3%）

戸島学校
戸島
戸島学校食育センター
学校食育
食育センター
センター

存
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歳入

国から
29億9,491万円
（27.9%）

ほかの保険制度から
26億5,553万円
（24.8%）

にかか

平成19年度末の
被保険者数を基
に計算

そのほか
14億879万円
（13.3%）

市一般会計などから
23億8,612万円
（22.3%）

療養

約28万円

そのほか ２億9,001万円
（2.7%）
保険料 23億8,980万円
（22.3%）

医療給付費は、皆さんに納めていただいて
いる保険料で賄われています。掛かり付けの
お医者さんは決まっていますか？ 医師の指示
を守り生活習慣を見直すなど、みんなで病気
の予防に努めましょう。
問い合わせ先 保険年金課332‐2071

支出済額

磯野計記念奨学金

国 民 健 康 保 険

被保険者
１人
当たり

学校、道路、下水道の建設など、
大切な施設などの整備を進めるた
めに、計画的に必要な金額を借り入れています。ま
た、新たな資金調達の手法として住民参加型市場公
募債「つやまっ子・未来債」を発行しました。

会計名

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。津山市には11の
特別会計があります。
国民健康保険特別会計については、
下をご覧ください。

子育て支援と健康福祉の充実

平成19年度末の
人口を基に計算

■平成19年度特別会計別決算額

特 別 会 計

人づくりと文化の振興

約52万円

自

平成19年度末の
人口を基に計算

平成19 年度の 主な事業

市債（借金）
年度末残高
市債の総額
572億1,877万円
主な市債 学校教育施設等整備事業債 52億6,392万円
合併特例事業債
63億6,341万円
臨時地方道整備事業債 104億4,128万円
市民１人
過疎対策事業債
30億3,490万円
当たり
減税補てん債
27億5,108万円
臨時財政対策債
99億8,835万円

給

約 ７ 万円

年度末残高
73億1,631万円
14億2,013万円
４億7,374万円
10億 542万円
４億5,918万円
２億 125万円
１億9,925万円
５億1,361万円
20億 519万円
７億9,997万円

市 債

る

市民１人
当たり

基金（貯金）
基金の総額
主な基金 財政調整基金
減債基金
都市基盤整備事業基金
地域福祉基金
エコプラザ整備基金
人づくり基金
地域振興基金
地域づくり基金
土地開発基金

市債とは、一時的なものを
除いた借入金のことです。５
年から30年くらいの期間で返
済しています。

源

基 金

基金とは、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。

一般会計決算から

衆楽公園駐車場

○都市計画マスタープラン策定 ………………1,260万円
○耐震診断業務補助金 …………………………… 79万円
○衆楽公園駐車場整備事業 ……………………5,862万円
○街路事業（総社川崎線）…………………１億8,155万円
○デジタル系地域防災行政無線整備事業 …… 8,615万円
市役所本庁と各支所、災害現場などとの迅速な情報収
集・伝達を目的として整備
○携帯電話一斉同報システム整備事業 ……… 1,685万円
災害情報や火災情報を電子メールで知らせるシステム
を整備

○企業誘致推進事業（企
業誘致室東京分室設置
等） ………… 700万円
○コンテンツネットワー
ク形成推進事業負担金
………… 100万円
映画やドラマなどのコ
ンテンツ産業に津山市
をPR
○岡山デスティネーショ
ンキャンペーン事業 …………………………… 100万円
県とJR、大手旅行会社で共催した大型観光キャンペーン
○森林バイオマス熱利用推進事業 …………… 9,432万円
あば温泉に木質チップボイラーを導入し、CO2 削減効
果についての実証実験を実施
○企業立地促進奨励金 ………………………… 2,639万円
○つやま新産業開発推進機構補助金 ………… 2,024万円
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