
 

 

第１ 決算の概要 

 

  平成 29 年度の一般会計の決算額は、歳入 5,490,774,001 円、歳出

4,926,240,036 円であり、予算現額に対して歳入は 105.1％、歳出は 94.3％で

ある。 

  また、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は 564,533,965 円

であり、翌年度へ繰越となる実質収支も、564,533,965円である。 

 

 

 

                                （単位：円） 

会 計 名 一 般 会 計 計 

予 算 現 額 5,225,082,000 5,225,082,000 

決 算 額 

歳 入 Ａ 5,490,774,001 5,490,774,001 

歳 出 Ｂ 4,926,240,036 4,926,240,036 

形 式 収 支 Ｃ 

（Ａ－Ｂ） 
564,533,965 564,533,965 

翌年度へ繰り越す 

べき財源 Ｄ 
0 0 

実 質 収 支 

（Ｃ－Ｄ） 
564,533,965 564,533,965 

 

 



 

 

第２ 一般会計 

 

 １ 歳  入 

  平成 29 年度の決算額は 5,490,774,001 円で、予算現額 5,225,082,000 円

に対して 105.1％となっており、その内訳は次のとおりである。 

 

第１款  分担金及び負担金 

 

第１項 負担金 

    負担金の決算額 1,975,225,632円は、組合運営費負担金 30,354,000円、

保健衛生費負担金 32,118,000円、スポーツ施設費負担金 18,843,000 円、

ごみ処理事業費負担金 884,597,000 円、リサイクル事業費負担金 

606,916,382 円、し尿処理事業費負担金 277,846,000 円、ごみ処理受託事

業負担金 124,551,250円である。 

 

第２款  使用料及び手数料 

 

第１項 使用料   

    使用料の決算額 740,605円は、行政財産目的外使用料 700,000円、 敷

地内占用料 40,605円である。 

 

第２項 手数料 

    手数料の決算額 876,699,156 円は、民間持ち込みの可燃物処理手数料 

873,089,040 円、不燃物処理手数料 660,440 円及びし尿処理手数料

2,949,676円である。 

 

第３款  県支出金 

 

第１項 県補助金 

県補助金の決算額 2,905,000 円は、富山県救急医療施設運営費等補助

金である。 

 

第４款  財産収入 

 

第１項 財産運用収入 

財産運用収入の決算額 1,681,054 円は、財政調整基金（平成 29.3.31  



 

 

現在 56,053,994 円）の一時運用利子 16,771 円、一般廃棄物処理施設整

備基金(H29.3.31現在 2,072,733,434 円）の一時運用利子 749,763円及び

土地建物貸付収入 914,520円である。 

 

第５款  繰入金 

 

第 1項 基金繰入金 

基金繰入金の決算額 988,178,000 円は、一般廃棄物処理施設整備基金

繰入金である。 

 

第６款  諸収入 

 

第 1項 預金利子 

預金利子の決算額 23,703 円は、預金利子である。 

 

第２項 雑入 

雑入の決算額 1,147,085,372 円は、有価物売払収入 199,100,789 円 

(溶融メタル売払収入 41,177,829 円、溶融スラグ売払収入 257,330 円、

リサイクル品売払収入 156,858,830 円、乾燥肥料売払収入 806,800 円）、

余剰電力売払収入 906,264,509 円、雑入 41,720,074 円（雇用保険料戻

入金 186,944円、自転車登録代金 62,400円、ペットボトル等有償入札拠

出金 29,004,591 円、再商品化合理化拠出金 11,669,038 円、その他の雑

入 797,101 円）である。 

 

第７款  繰越金 

 

   第１項 繰越金 

繰越金の決算額 498,235,479 円は、平成 28年度より繰越したものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ２ 歳  出 

  平成 29 年度の決算額は 4,926,240,036 円で、予算現額 5,225,082,000 円

に対して 94.3％となっており、その内訳は次のとおりである。 

 

 第１款 組合費 

 

第１項 議会費 

議会費の決算額 982,752円は、予算額 1,276,000円に対し 77.0％の執

行率である。 

これは、主に報酬 446,830 円、旅費 197,700 円、需用費 60,356 円、

使用料及び賃借料 270,216円などであり、不用額は 293,248円である。 

 

   第２項 事務局費 

事務局費の決算額27,270,817円は、予算額32,964,000円に対し82.7％

の執行率である。 

これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）23,002,886

円、旅費 44,700 円、需用費 852,346 円、役務費 380,522 円、委託料

1,337,364 円、使用料及び賃借料 1,143,438 円などであり、不用額は

5,693,183円である。 

 

   第３項 衛生費 

衛生費の決算額 34,866,432円は、予算額 35,037,000 円に対し 99.5％ 

の執行率である。 

これは、病院群輪番制実施病院に対する補助金であり、不用額は

170,568円である。 

      富山市民病院・富山赤十字病院・済生会富山病院・ 

      厚生連滑川病院・かみいち総合病院 

 

   第４項 スポーツ施設費 

スポーツ施設費の決算額 17,123,910 円は、予算額 18,847,000 円に対

し 90.9％の執行率である。 

これは、常願寺ハイツの需用費 5,795,604円、役務費 28,306円、委託

料 11,300,000円などであり、不用額は 1,723,090 円である。 

 

 

 

 



 

 

第２款 衛生費 

 

第１項 清掃費 

清掃費の決算額 3,950,190,183 円は、予算額 4,236,150,000 円に対し

93.2％の執行率である。 

 

   （1) ごみ処理事業費 

ごみ処理事業費の決算額 2,832,901,626円は、予算額 3,028,250,000 

円に対し 93.5％の執行率である。 

     これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）356,101,673

円、需用費 462,193,174円、役務費 3,716,346円、委託料 2,000,244,446

円、 使用料及び賃借料 4,195,106 円、備品購入費 1,172,620円、負担

金補助及び交付金 3,172,591 円、公課費 1,551,200 円などであり、不

用額は 195,348,374円である。 

 

     (2) リサイクル事業費 

     リサイクル事業費の決算額 581,144,452 円は、予算額 645,767,000

円に対し 90.0％の執行率である。 

     これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）112,821,234

円、報償費 133,497,786円、需用費 73,814,459 円、役務費 1,368,725

円、委託料 257,591,706 円、使用料及び賃借料 907,951 円、負担金補

助及び交付金 595,251 円、公課費 435,400 円などであり、不用額は

64,622,548円である。 

 

   （3）し尿処理事業  

     し尿処理事業費の決算額 171,394,342 円は、予算額 195,023,000 円

に対し 87.9％の執行率である。 

     これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）64,915,658

円、需用費 42,556,477 円、役務費 554,624円、委託料 53,761,974 円、

使用料及び賃借料 8,634,800 円、負担金補助及び交付金 889,949 円な

どであり、不用額は 23,628,658円である。 

 

（4）ごみ処理施設建設事業費 

ごみ処理施設建設事業費の決算額 364,749,763円は、予算額 367,110 

,000円に対し 99.4％の執行率である。 

     これは、積立金であり、不用額は 2,360,237 円である。 

 



 

 

 第３款 公債費  

 

第１項 公債費 

公債費の決算額 895,805,942 円は、予算額 895,808,000 円に対し

100.0％の執行率である。 

 

(1) 元 金 

     決算額 877,797,164 円は、予算額 877,798,000 円に対し 100.0％の

執行率である。 

     これは、地方債償還元金であり、不用額は 836円である。 

 

(2) 利 子 

     決算額 18,008,778 円は、予算額 18,010,000 円に対し 100.0％の執

行率である。 

     これは、地方債償還利子であり、不用額は 1,222円である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


