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※１ 本レーダーチャートは、当該団体とグループ内平均値より算出した偏差値をもとにチャート化したものである。（偏差値は平均を100としている。）

２ 当該団体の八角形が平均値の八角形より外側にあるほど、歳出抑制等により財政構造に弾力性があることを示している。

３ グループとは、道府県を財政力指数の高低によって４つに分類したものである。

Ⅰグループ 0.500以上1.000未満、Ⅱグループ 0.400以上0.500未満、Ⅲグループ 0.300以上0.400未満、Ⅳグループ 0.300未満

40404040以下以下以下以下

60606060

80808080

100100100100

120120120120

140140140140以上以上以上以上

分析欄分析欄分析欄分析欄

【経常収支比率】

経常一般財源（歳入）は、地方譲与税や臨時財政対策債が増加したが、地方税が大幅に減少したため、前年度比０．９％の減となった。
一方、経常経費充当一般財源（歳出）については、扶助費が前年度比２．７％の増となったものの、職員数の削減や職員給与の改定など

により人件費を１．２％削減したことなどにより、前年度比０．８％の減となった。このため、経常収支比率は９６．７％と前年度比０．１ポイ

ントの上昇となり、グループ内平均を上回る高い状況が続いている。

今後とも、更なる定員の削減や内部管理経費の節減、事務事業の効率的執行による歳出削減の取組みを進める。

【人件費及び人件費に準ずる費用】

人口１人当たりの人件費及び人件費に準ずる費用については、１１９，６０２円でグループ内平均と同程度となっている。
厳しい財政状況を踏まえ、平成２０年度から平成２２年度の間、職員の給与抑制措置（給与月額：管理職５％、その他の職員２．２％ 期

末手当・期末勤勉手当：５％）を実施している。

また、行財政改革大綱に基づく定員の削減（平成１８年度から平成２３年度まで△１，４４５人）については、１年前倒しで削減目標を達成

したところである（２１年度削減実績△３４２人。平成２１年度までの進捗率１０２．９％）。

【公債費及び公債費に準ずる費用】

人口１人当たりの公債費及び公債費に準ずる費用は、県債発行の抑制と、既発行債の借換えによる公債費の平準化を進めてきたこと
から、２９，１４７円とグループ内平均を大きく下回っている。

今後とも、健全化判断比率の状況に十分注意を払いながら、県債の活用による財源確保を図っていく。

【普通建設事業費】

人口１人当たりの普通建設事業費は、緊急性、費用対効果の観点から事業の重点選別を徹底するとともに、新規の大型プロジェクトは、

構想を含めて具体的事業に着手しない方針としてきたことから、７１，７３６円とグループ内平均を下回っている。

今後も、大規模な事業については、適切な役割分担の視点及び必要性・妥当性の観点から事業の廃止や規模の縮小、進度調整等の
見直しを図っていく。



人件費及び人件費に準ずる費用の分析
人件費及び人件費に準ずる費用

人口1人当たり決算額
当該団体（円） グループ内平均（円） 対比（％）

人件費 261,654,663 127,535 125,520 1.6
賃金（物件費） 1,028,165 501 626 ▲ 20.0
公営企業（法適）等に対する繰出し（補助費等） 1,625,406 792 636 24.5
公営企業（法適）等に対する繰出し（投資及び出資金・貸付金） - - 0 -
公営企業（法非適）等に対する繰出し（繰出金） - - 8 -
事業費支弁に係る職員の人件費（投資的経費） 3,059,520 1,491 1,961 ▲ 24.0
▲退職金 ▲ 21,988,851 ▲ 10,718 ▲ 11,792 ▲ 9.1
合計 245,378,903 119,602 116,959 2.3

参考
当該団体 グループ内平均 対比（差引）

人口100,000人当たり職員数（人） 1,329.29 1,317.20 12.09
ラスパイレス指数 99.7 99.2 0.5

公債費及び公債費に準ずる費用の分析
公債費及び公債費に準ずる費用（実質公債費比率の構成要素）　※1月31日現在の数値

人口1人当たり決算額
当該団体（円） グループ内平均（円） 対比（％）

元利償還金の額
（繰上償還額等を除く）

113,270,610 55,210 66,642 ▲ 17.2

積立不足額を考慮して算定した額 - - 632 -
満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの
（年度割相当額）

6,870,400 3,349 5,209 ▲ 35.7

公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金 2,859,245 1,394 1,883 ▲ 26.0
一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又
は負担金に充当する一般財源等額

- - 7 -

債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものに充当する
一般財源等額

4,788,606 2,334 1,554 50.2

一時借入金利子
（同一団体における会計間の現金運用に係る利子は除く）

8,645 4 35 ▲ 88.6

▲特定財源の額 ▲ 1,896,040 ▲ 924 ▲ 2,843 ▲ 67.5
▲地方債に係る元利償還金及び準元利償還金に要する経費として
普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額

▲ 66,102,873 ▲ 32,220 ▲ 40,465 ▲ 20.4

合計 59,798,593 29,147 32,654 ▲ 10.7

※実質公債費比率については1月31日現在の数値
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※参考 実質公債費比率及び起債制限比率の推移
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普通建設事業費の分析

普通建設事業費

当該団体(円) 増減率(%)(A) グループ内平均(円) 増減率(%)(B) (A)-(B)

183,526,351 87,358 ▲ 1.9 105,500 ▲ 3.0 1.1

うち単独分 65,578,799 31,215 0.2 33,684 ▲ 4.5 4.7

154,561,053 73,973 ▲ 15.3 83,409 ▲ 20.9 5.6

うち単独分 57,942,220 27,731 ▲ 11.2 31,105 ▲ 7.7 ▲ 3.5

133,985,972 64,554 ▲ 12.7 84,220 1.0 ▲ 13.7

うち単独分 46,981,704 22,636 ▲ 18.4 30,061 ▲ 3.4 ▲ 15.0

130,657,600 63,310 ▲ 1.9 81,474 ▲ 3.3 1.4

うち単独分 45,424,598 22,011 ▲ 2.8 26,088 ▲ 13.2 10.4

147,174,423 71,736 13.3 84,024 3.1 10.2

うち単独分 57,407,195 27,981 27.1 32,163 23.3 3.8

過去５年間平均 149,981,080 72,186 ▲ 3.7 87,725 ▲ 4.6 0.9

うち単独分 54,666,903 26,315 ▲ 1.0 30,620 ▲ 1.1 0.1
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