
津山市財政計画

（平成２５年１２月）

平成24年度～平成３０年度



津山市財政計画のローリングについて

ローリングの内容

ローリングの期間

現在の財政計画（長期財政見通し）は、第三セクター等改革推進債の活用による土地開発公社解散プランとの
整合を図るため、第三セクター等改革推進債の償還期間である３０年間（平成２５年度から平成５５年度）を計
画期間として平成２４年１１月に策定したものである。

今回のローリングについては、平成２４年度決算及び平成２５年９月の第三セクター等改革推進債の発行実績
に基づき必要な修正を行うものである。

なお、現時点では国の消費税率の改正等に伴う地方財政対策の動向が明らかでないことから、ローリング後の
計画についても現行の地方財政対策に基づいたものであり、今後、国の方針が明らかになり次第必要な見直しを
行うこととする。

平成24年度から平成30年度まで（7ヵ年）

会計の単位

普通会計（一般会計、磯野計記念奨学金特別会計、公共用地取得事業特別会計、全本明正奨学金特別会計

及び土地開発公社清算事業特別会計）
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財政計画シミュレーション（一般財源ベース）
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歳入の内訳 （単位　百万円，％）

決算額 増減率 決算見込 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率

12,908 ▲1.2 12,729 ▲1.4 12,810 0.6 12,663 ▲1.1 12,612 ▲0.4 12,673 0.5 12,471 ▲1.6 

(12,683) (▲2.9) (12,619) (▲0.5) (12,810) (1.5) (12,663) (▲1.1) (12,612) (▲0.4) (12,673) (0.5) (12,471) (▲1.6)

12,633 ▲2.3 12,800 1.3 12,854 0.4 12,275 ▲4.5 12,065 ▲1.7 11,808 ▲2.1 11,578 ▲1.9 

(12,530) (▲3.1) (12,531) (0.0) (12,860) (2.6) (12,276) (▲4.5) (11,996) (▲2.3) (11,648) (▲2.9) (11,453) (▲1.7)

6,557 7.2 4,360 ▲33.5 4,477 2.7 4,412 ▲1.5 4,466 1.2 4,412 ▲1.2 4,386 ▲0.6 

(4,888) (▲20.1) (4,482) (▲8.3) (4,477) (▲0.1) (4,412) (▲1.5) (4,466) (1.2) (4,412) (▲1.2) (4,386) (▲0.6)

32,098 ▲0.1 29,889 ▲6.9 30,141 0.8 29,350 ▲2.6 29,143 ▲0.7 28,893 ▲0.9 28,435 ▲1.6 

(30,101) (▲6.3) (29,632) (▲1.6) (30,147) (1.7) (29,351) (▲2.6) (29,074) (▲0.9) (28,733) (▲1.2) (28,310) (▲1.5)

※下段（）内は，平成24年11月公表時の値。

※25年度以降に繰越金は含まない。

歳出の内訳 （単位　百万円，％）

決算額 増減率 決算見込 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率 計画額 増減率

15,238 ▲1.3 15,926 4.5 15,681 ▲1.5 15,793 0.7 16,011 1.4 16,071 0.4 15,829 ▲1.5 

(15,453) (0.1) (15,724) (1.8) (15,886) (1.0) (15,959) (0.5) (16,048) (0.6) (15,824) (▲1.4) (15,793) (▲0.2)

7,253 ▲9.2 7,655 5.5 7,618 ▲0.5 7,233 ▲5.1 7,314 1.1 7,441 1.7 7,524 1.1 

(7,987) (0.0) (8,015) (0.4) (7,618) (▲5.0) (7,233) (▲5.1) (7,314) (1.1) (7,441) (1.7) (7,524) (1.1)

2,421 27.8 1,127 ▲53.4 1,069 ▲5.1 904 ▲15.4 720 ▲20.4 720 0.0 720 0.0 

(976) (▲48.5) (956) (▲2.0) (1,069) (11.8) (904) (909.0) (720) (▲20.4) (720) (0.0) (720) (0.0)

5,561 ▲11.8 5,896 6.0 5,597 ▲5.1 5,440 ▲2.8 5,174 ▲4.9 5,163 ▲0.2 5,058 ▲2.0 

(5,529) (▲12.3) (5,623) (1.7) (5,597) (▲0.5) (5,440) (▲2.8) (5,174) (▲4.9) (5,163) (▲0.2) (5,059) (▲2.0)

30,473 ▲3.6 30,604 0.4 29,965 ▲2.1 29,370 ▲2.0 29,219 ▲0.5 29,395 0.6 29,131 ▲0.9 

(29,945) (▲5.3) (30,318) (1.2) (30,170) (▲0.5) (29,536) (▲2.1) (29,256) (▲0.9) (29,148) (▲0.4) (29,096) (▲0.2)

※下段（）内は，平成24年11月公表時の値。

（単位　百万円）

※24年度過不足額は，歳計剰余繰越金のみ。

30年度

市 税

地 方 交 付 税

そ の 他

歳入合計

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

28年度 29年度 30年度

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

24年度 25年度 26年度 27年度

歳出合計

消 費 的 経 費

24年度 25年度

そ の 他

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

▲76 ▲502 ▲696 

過不足額
（歳入-歳出）

(156) (▲686) (▲23) (▲185)

425 ▲715 176 ▲20 

(▲182) (▲415) (▲786)

▲1,408 

(▲2,121)



財政計画シミュレーション（一般財源ベース）
収支の状況

累積財源不足額の推移
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単位 百万円



財政計画シミュレーション

実質公債費比率の推移
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財政計画シミュレーション

将来負担比率の推移
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