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１ 決算ってなに？は じ め に

も く じ

各務原市では、市民の皆さんに、市政運営に関する情報をより広く知っ
ていただきたいと考えています。
決算については、決算書や決算認定資料を作成し公開していますが、こ
れらは数字や文章だけで書かれており、慣れていない方にとっては少し
読みにくいものとなっています。そこで、多くの皆さんに市の決算状況
を分かりやすく知っていただきたいという思いから、本冊子を作成して
います。
市の事業は、子どもたちの教育や道路の整備、ごみの収集処理など、皆
さんの生活に密着したものばかりです。
この冊子を通して、市民の皆さんに、市の事業や財政状況に対するご理
解を深めていただきたいと思います。

１　決算ってなに？　　　　　　　　　　…  1ページ

２　どれくらいのお金を扱っているの？　…  2ページ

３　どんなお金が入ってきたの？　　　　…  3ページ

４　どんなことにお金を使ったの？　　　…  4ページ

５　市の仕事をもっと詳しく知りたい　　…  6ページ

６　貯金や借金はどれくらいあるの？　　…10ページ

７　「ふるさと納税」の使い道は？　  　　…12ページ

（注１）本冊子では、総務省が定めた全国一律のルールにより算出した、普通会計決算に基づいた決算額を記載しています。
（注２）本冊子中の説明文は、分かりやすさを重視する観点から表現しています。

「決算」とは、この１年間で、どれだけのお金が各務原市に入ってきて、
どれだけのお金を使ったかをまとめたものです。
市に入ってくるお金や使うお金は、あらかじめ、どんなお金がいくら入
り、どんなことにいくら使うのかという計画を立てています。これを「予
算」といいます。この計画（予算）どおりにきちんと使われたのかをま
とめ（決算）、市民の代表者が集まる議会で確認します。

■予算から決算までの流れ

予算編成

予算執行

決算

～前年度の3月ごろ

4 月～ 3 月

※次年度の 5 月までに
　全ての支払いを完了

次年度の 6 月～ 9 月

１年間にどれくらいのお金が入ってくるかを予測して、
お金の使い道の計画（予算）を立てます。

計画（予算）に沿って市民サービスを提供していきます。

使ったお金をまとめ、行った市民サービスの結果と合
わせて公表し、議会の認定を受けます。

メモ
1 年間の計画（予算）を立ててお金を使っていきますが、途中で計画を変更することがあります。台風
など自然災害の発生や経済情勢の変化など、予測できなかった事態に対応する必要が出たときなどです。
この変更を「補正予算」といい、必要なお金を追加したり、不要となったお金を減らしたりします。
補正予算は通常、6 月・9 月・12 月・3 月の年 4 回の市議会定例会のタイミングで行っています。
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２ ３どれくらいのお金を扱っているの？ どんなお金が入ってきたの？

繰越金は、次の年度の行政サービスに活用していきます。
歳入・歳出の額は年度によって増減しますが、ここ５年間は、歳入は 470 億円～ 510 億円、歳出は
440 億円～ 480 億円ほどの規模となっています。

平成 30 年度の決算では、
入ったお金（歳入）は、478 億 2,834 万円
使ったお金（歳出）は、447 億 7,050 万円　です。
余ったお金の 30 億 5,784 万円は、次の年度に使っていきます（「繰越金」
といいます）。

歳入 歳出
0
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500
（億円）

歳入と歳出の差は、
30 億 5,784 万円です。
これは、次の年度に繰り越し
て使います。

市税 民生費

繰越金

国庫支出金、
県支出金

教育費

譲与税、交付金

総務費

地方交付税
土木費

市債 公債費

その他 その他

自主財源
295 億円
61.6％

依存財源
183 億円
38.4％

市税
222 億円
46.4％

皆さんが各務原市に
納めた税金

地方交付税
32 億円　6.7%

県支出金
30 億円
6.3%

市債
15 億円
3.1%

地方譲与税・交付金
41 億円　8.6%

皆さんが国や県に納めた
お金の一部が元となり、
特定の目的を達成するた
めに交付されたお金

皆さんが国に納めた
お金の一部が元とな
り、配分されたお金

銀行などから
借りるお金

繰越金　　　　　　25 億円
繰入金　　　　　　22 億円
その他　　　　　　16 億円
使用料及び手数料　  7 億円
分担金及び負担金　  3 億円

メモ
市が自主的に集められる「自主財源」は全体の約 6 割、それ以外の「依存財源」は、国・県から入って
くるお金や、銀行などから借りたお金です。自主財源の大部分は市民の皆さんに納めていただいた税金
で、市の重要な財源となっています。

平成 30 年度に各務原市に入ってきたお金（歳入）を見てみましょう。
市内に住んでいる人が納める個人市民税、市内に事務所などがある法人
が納める法人市民税、市内に土地や家などを持っている人が納める固定
資産税といった税金のほか、国や県から入ってくるお金、施設の利用料、
銀行などからの借金、貯金を取り崩したお金などがあります。

15.2％

国庫支出金
65 億円
13.7%

（注 3）決算で使用する用語は、5 ページ   
          で詳しく解説しています。

メモ
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４ どんなことにお金を使ったの？
次に、平成 30 年度に各務原市が使ったお金（歳出）を見てみましょう。

「何のために使ったのか」という観点で分類したものが目的別、「どんな
ことに使ったのか」という観点で分類したものが性質別という分け方で
す。

目的別

目的別 ～何のために～

歳出の分類

歳入の分類

性質別 性質別 ～どんなことに～

メモ
「目的別」でみると民生費が 38.1％を占めています。一方で「性質別」でみると扶助費が 23.6％を占
めています。これらのことから福祉の関係に多くのお金を使っていることが分かります。
扶助費に人件費と公債費を加えた 3 つの経費の合計を「義務的経費」といいます。政策判断によって内
容の見直しができる「裁量的経費」と違って、義務的経費は支出することが制度上で義務付けられていて、
削減が難しい経費です。

項目 説明

議会費 議員報酬や、議会の運営にかかる経
費

総務費 庁舎管理、市税の賦課徴収、戸籍の
管理、選挙などにかかる経費

民生費 社会保障や福祉施設の管理・運営な
どにかかる経費

衛生費 予防接種や健診などの医療、ごみや
し尿の収集処理などにかかる経費

労働費 労働者の就労支援などにかかる経費

農林
水産業費

農業の振興や、山林の管理などにか
かる経費

商工費 商工業の振興や、観光の推進などに
かかる経費

土木費 道路、公園などの整備や、維持管理
にかかる経費

消防費 消防や救急などにかかる経費

教育費 教育環境の整備や、社会教育などに
かかる経費

公債費 借金の返済金

項目 説明

義務的経費 制度的に義務付けられた経費

人件費 職員の給与や、議員報酬にかかる経費

扶助費 子どもや高齢者、障がい者などを支援
するための経費

公債費 借金の返済金

裁量的経費 政策により柔軟に増減できる経費

物件費 消耗品や印刷代、光熱水費などの経費

維持補修費 道路や施設などの修理にかかる経費

補助費等 個人への謝礼のほか、団体への助成金
や負担金などの経費

積立金 財政運営を計画的に行うための貯金

投資・出資・
貸付金

中小企業の経営安定化を目的とした貸
付金など

繰出金 国保、介護、後期高齢、下水特別会計
に支払う経費

普通建設
事業費 道路や施設などの工事にかかる経費

項目 説明

自主財源 市が自主的に集めるお金

市税 市民の皆さんから各務原市に納めていただいた税金

分担金及び負担金 事業の経費の一部を、受益者の方に負担していただくもの

使用料及び手数料 市の施設を利用したときや、証明書を発行したときにいただくもの

繰入金 貯金（基金）の一部を取り崩したもの

その他 寄附金や不動産売払いなどの財産収入、前年度からの繰越金など

依存財源 国や県から交付されるお金や市債

譲与税・交付金・交付税 皆さんが国に納めた税金の一部。使い道は自由

国・県支出金 皆さんが国や県に納めた税金の一部。使い道は決められている

市債 銀行などからの借入れ（借金）

義務的経費
215 億円
48.0％

裁量的経費
233 億円
52.0％

扶助費
106 億円
23.6％

人件費
67 億円
14.9％

公債費
42 億円
9.5％

生活保護費など

職員の給与など

物件費
75 億円
16.7%

民生費
170 億円
38.1%

教育費
57 億円
12.8%

普通建設事業費
55 億円
12.4%

総務費
57 億円
12.7%

公債費
43 億円
9.5%

繰出金
53 億円
11.8%

土木費
46 億円
10.2%

衛生費
35 億円
7.8%

11.1％

8.9％

積立金　                26 億円
補助費等　             17 億円
維持補修費　            4 億円
投資・出資・貸付金　3 億円

消防費　　　 21 億円
商工費　       11 億円
農林水産業費　4 億円
議会費　         3 億円
労働費　         1 億円

光熱水費、
事務費など

高齢者や障がい者、
子育てなどの支援

学校や教育環境の整備地域振興や広報活動

借入金の返済

道路や公園

病気の予防やごみ処理

道路、学校などの
建設や改修
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5 市の仕事をもっと詳しく知りたい

市の特産品である「各務原にんじん」を PR するため、「に
んじんの日」に関する啓発チラシやにんじんレシピ本を作
成し、市内飲食店や販売店等に配布しました。

障がいのある方や難病患者及びそのご家族の日常生活や社
会生活を総合的に支援するため、様々な福祉サービスや地
域生活支援事業等を提供しました。

クリーンセンター（し尿処理施設）の機能向上と長寿命化を図
るため、基幹的設備の改良工事（工事期間：平成 30 年度～令
和 2 年度）を実施しました。

災害対策の拠点となり、ユニバーサルデザインや環境にも配慮
した新庁舎の建設に向けて、実施設計や本庁舎の一部解体・改
修工事等を行いました。

農業の生産性の向上と効果的・安定的な農業経営の確立を
促進するため、農業用用排水路等を整備しました。

住み慣れた地域で、いつまでも安全・安心に暮らし続けら
れるよう、高齢者が気軽に参加できる介護予防事業を実施
しました。
平成 30 年度では、新たに「頭の活性化教室」を実施したほか、
高齢者の移動支援に必要な経費への助成を行いました。

人材確保に課題を抱える市内企業を支援するため、合同企
業説明会や市内企業見学会、保護者向けセミナーの開催、
インターンシップの参加にかかる費用の助成などを行いま
した。

令和元年度から住民票等の証明書をコンビニで発行できる
ようにするため、システム改修等の導入準備を行いました。

放課後児童クラブ利用者の増加に対応するため、川島小、
鵜沼第一小及び鵜沼第二小において新たな放課後児童クラ
ブ施設を整備しました。

安心して子育てできる地域づくりを目指して、4 月から「母
子健康包括支援センター　クローバー」を開設しました。
妊娠・出産・子育て支援の総合相談窓口として、切れ目の
ない支援に努めました。

放課後児童クラブ施設建設事業  【やさしさ】

母子健康包括支援センター事業  【やさしさ】

各務原にんじん啓発事業  【活力】障がい者（児）自立支援・地域生活支援事業 【やさしさ】

クリーンセンター基幹的設備改良事業  【誇り】新庁舎建設事業  【やさしさ】

用排水路等改良事業  【活力】一般介護予防事業  【やさしさ】

雇用対策事業  【活力】住民票等コンビニ交付システム導入事業  【活力】

2 億 96 万円

386 万円

5,377 万円

157 万円21 億 8,892 万円

2 億 8,401 万円

1 億 1,256 万円769 万円

336 万円3,842 万円

平成 30 年度に実施した主な事業について、目的別に紹介します。

総
務
費

衛
生
費

農
林
水
産
業
費

民
生
費

労
働
費

（注 4）【】内は、本市のまちづくりにおいて大切にしている 3 つの基本理念を示しています。



98

高機能消防指令センターのシステム全体の信頼性を向上さ
せ、より迅速確実な指令業務を確立するため、機器更新及
び機能の追加を実施しました。

既存の施設を活用した博物館事業として、幕末の各務原に関連
する人物に焦点をあてた企画展や講演会などを実施しました。

中山道鵜沼宿に、県内の中山道の各宿場に共通されたデザイン
の歴史解説看板を設置しました。

災害時において迅速確実に出動・稼働できるよう、救助工
作車や高規格救急自動車を更新しました。

学校をより安全に使用できるよう、市内小中学校にバリア
フリートイレ改修などの工事を実施し、環境改善に取り組
みました。

地域で活躍できる人材育成と郷土愛の醸成を目的に、子ど
も達の夢を育むことができるよう、地域と連携し各分野に
おいて様々な事業を行いました。

市が管理する橋梁を長く使い続けるため、定期的な点検を行い、
橋の状況を把握しながら計画的に修繕や耐震化を行っていま
す。各務原大橋の定期点検については、ドローンなどの建設ロ
ボットを活用し、点検の効率化・高度化に取り組みました。

交通の円滑化や安全の確保のため、日野岩地大野線（市道
那 378 号線）の拡幅整備を行いました。事業区間内の JR
高山本線濃川踏切については、踏切の拡幅工事を行いまし
た。

地域・学校・家庭が連携し、義務教育 9 年間を見通した子ども
の成長を支援することを目的に、学校運営協議会を設置しまし
た。平成 30 年度は、稲羽・川島中学校区に設置したほか、他
の4中学校区における次年度の設置に向けた準備を行いました。

航空機産業をはじめとした市内ものづくり産業の技術向上
を図るため、㈱ VR テクノセンターで実施する人材育成研
修にかかる経費に対し負担金を支出するとともに、ジェト
ロ等と連携しながら市内企業の海外展開等を支援しました。

日野岩地大野線整備事業  【活力】

コミュニティ・スクール事業  【誇り】航空機産業等総合人材育成事業  【活力】

高機能消防指令センター部分更新事業   【やさしさ】

スマートミュージアム事業  【誇り】中山道鵜沼宿歴史解説サイン設置事業  【活力】

救急・救助車両更新事業  【やさしさ】

学校環境整備事業  【誇り】橋梁維持改良事業  【活力】

2 億 641 万円

福祉体験学習事業 36 万円

61 万円669 万円

74 万円

各務原ものづくり見学事業 105 万円

基礎学力定着事業 893 万円

ふるさと歴史発見事業 10 万円

2 億 767 万円

193 万円

レッツ・トライ・イングリッシュ事業 77 万円

子ども起業家育成事業 21 万円

1 億 5,475 万円

4 億 965 万円2 億 866 万円土
木
費

商
工
費

消
防
費

教
育
費

か
か
み
が
は
ら
寺
子
屋
事
業
2.0
【
誇
り
】

各務原ものづくり見学事業

レッツ・トライ・イングリッシュ事業

福祉体験学習事業
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6 6貯金や借金はどれくらいあるの？ 貯金があるのになんで借金をするの？
２

例えば学校を建てると、その後、何十年と使っていくことになるので、
建てたときの世代の人たちだけでこのお金を負担するのは不公平です。
分割払いにすることで、将来の世代の人たちにも公平に負担してもらい
ます。
また、建物や道路の整備には多額の費用がかかるため、一度に支払って
しまうと、その年度は他の事業ができなくなってしまいます。

市民負担のイメージ

メモ
基金は、年度間のお金の過不足を調整するもの、借金の返済に使うもの、庁舎の整備に使うものなど、
それぞれの目的ごとに分類し、管理しています。借金にも種類がありますが、市では将来の財政負担を
軽くするために、その返済に国の支援がある有利なものに限ってお金を借りています。とはいえ、借金
は借金ですから、計画的に借入・返済をすることが大切です。

メモ
市が行う借金は、基本的に建物や道路などを整備するためのものです。
毎月の生活費のために借りるのではなく、住宅ローンのように、何年も使っていくような大きな買い物
の時にお金を借りています。

建設時の市民だけでは
大きな負担…

長い間かけて使うことができるものは、
長い間かけてみんなで負担！

貯金のことを、市では「基金」と呼んで管理しています。
平成 30 年度末の基金残高は、274 億 8,780 万円　です。
平成 29 年度末と比べ　3 億 6,046 万円  増加　しました。

また、平成 30 年度末の借入残高は、289 億 5,377 万円　です。
平成 29 年度末と比べ　26 億 6,159 万円  減少　しました。

基金残高・借入残高の推移
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川島小学校

アクセス新設道路

川島中学校

川島小・中学校
グラウンド

川島市民
サービスセンター

7 「ふるさと納税」の使い道は？

通勤・通学や買い物など市民の利便性に寄与するため、ふれあい
バス・タクシーを運行し、市民の移動手段の確保に努めました。

子どもの医療費の一部を助成することで、経済負担の軽減と健康
の保持を図り、福祉の増進に努めました。

航空宇宙博物館の魅力向上と PR を目的に、リニューアル 1 周年
記念イベントを実施しました。

災害発生時の避難所生活において不可欠なものの一つである毛布
の備蓄を拡充しました。

川島市民サービスセンターへのアクセス道路を整備することで、
利用者の利便性と安全性の向上を図りました。

外出機会の少ない障がい児・者及び介護者を対象に、社会参加並
びに相互交流を促進するため、バスによる社会見学を行いました。

川島市民サービスセンターアクセス道路新設事業

障がい児・者一日社会見学事業

ふれあいバス・ふれあいタクシー運行事業

子ども医療費助成事業（市単独分）

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館利用促進事業（1周年記念イベント）

避難所環境充実事業

事業費 744 万円

事業費 30 万円

事業費 1 億 3,724 万円

事業費 4 億 1,714 万円

事業費 374 万円

事業費 817 万円

平成 30 年度中にいただいた「ふるさと納税」4 億 7,942 万円　を、さ
まざまな事業に活用しました。

応援メニュー 寄附金額 応援メニュー 寄附金額
１　教育・文化・スポーツに関すること 8,658 万円 ７　防災・防犯に関すること 1,377 万円
２　環境に関すること 3,880 万円 ８　基盤整備に関すること 633 万円
３　保健・医療に関すること 2,128 万円 ９　産業振興に関すること 1,753 万円
４　高齢者福祉に関すること 2,158 万円 10  航空宇宙科学博物館リニューアル 106 万円
５　障がい児者福祉に関すること 1,654 万円 11  各務原市まるごと応援 1億6,670万円
６　子ども福祉に関すること　 8,925 万円

高齢者の福祉増進や教養の向上など、健康で生きがいのある生活
を送ることができるよう、入浴施設や運動器具の提供のほか、軽
スポーツやレクリエーション活動など高齢者の安らぎと憩いの場
づくりを行いました。

稲田園運営事業 事業費 3,396 万円

地歌舞伎を広く県民に公開するとともに、市を代表する伝統芸能
「村国座子供歌舞伎」を保存し、次世代に継承するため、歌舞伎
公演を開催しました。

飛騨・美濃歌舞伎大会事業 事業費 135 万円

墓地承継に不安を抱く方が増加するなど、社会情勢の変化による
墓地需要に対応するため、市営墓地内に合葬式墓地を整備しまし
た。

合葬墓整備事業 事業費 1 億 2,600 万円

乳幼児に対し各種健診、歯科教室等を実施し、身体発育や精神発
達の確認や異常の早期発見に努め、健康の保持と増進を図りまし
た。

乳幼児健康診査事業 事業費 2,212 万円


