
別紙様式１－3（平成19年度承認計画用）

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

①　地方債現在高

当初計画比での増加額

過疎法の改正により、22年度から当該債がソ
フト事業へ充当可能となった。

過疎法の改正により、22年度から当該債がソ
フト事業へ充当可能となった。

当初計画比での増加額

119              
過疎対策事業債

（22年度・ソフト事業充当分）

過疎対策事業債
（23年度・ソフト事業充当分）

125              

363              

6,708

7

7

7

団体名

119              

-1.4% -4.5%

24,177                    

▲ 371 ▲ 1,076

502              

田川市

備考

310 343

-0.4% 1.1% 1.2%

26,074                    

502              

30,425                  28,884                    27,233                    

30,314                    29,194                    27,576                    

平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度

実績（見込）値（B）

平成22年度平成21年度平成20年度

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

計画最終年度における
未達成の要因

▲ 111

臨時財政対策債（22年度）

臨時財政対策債（23年度）

会計名

（単位：百万円）

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

25,253                  

類型 c

やむを得ない
事情

7

普通会計

21.0%

31,961                    

影響額（単位：百万円）

平成19年度

26,445                  

-                 1,109           -                 -                 合計 621              



（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

臨時財政対策債及び災害復旧事業債等、本市の努力による削減が困難な地方債の発行が増加する際には、その他事業債の発行抑制を図り、地方債現在高
が財政健全化計画の目標値を達成するよう努めてきた。しかしながら、臨時財政対策債の発行額がその他事業債の発行額を大きく上回る状況が続いている。
また、法改正により平成22年度から過疎対策事業債がソフト事業へも充当可能となったことに伴い、22年度は限度額全額（119百万円）の発行を行っており、23
年度も同様の計画である。これらの状況から目標達成は困難な見込となっている。

平成22年度
　臨時財政対策債の増（当初計画比＋502百万円）、過疎対策事業債（ソフト事業充当分）の皆増（119百万円）

平成23年度
　臨時財政対策債の増（当初計画比＋363百万円）、過疎対策事業債（ソフト事業充当分）の皆増（125百万円）

（ⅴ）改善方針の進捗状況

23年度の臨時財政対策債発行額は22年度比で約1.4億円減少したものの、健全化計画の当初計画比では約3.6億円増加しており、地方債現在高を引き上げる
要因となっている。近年、臨時財政対策債の発行額がその他事業債の発行額を大きく上回っており、その他事業債の発行抑制を図っても、その抑制額を上回
る臨時財政対策債の増加が続いている。また、過疎対策事業債についても、当初計画時点では不可能であったソフト事業への充当が可能となっており、本市で
は22、23年度であわせて244百万円の発行を行っている。このようなことから、目標達成は非常に厳しい見込である。



別紙様式１－4（平成19年度承認計画用）

②　実質公債費比率

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

13.4  

13.4再算定比率

a 

13,026         

3,363           

13.6             

やむを得ない
事情

11.9             単年度再算定比率

× 837             

1,824           

 例年、住宅使用料を公営住宅建設に係る元利償還金に
充当しているが、当初計画時に比べ充当先の元利償還
金額が減少したため、当該特財額も減少している。

636             

12,970         

14.8             

採用係数

単年度再算定比率

1,908           

13,099         

×

863             

3,633           

（単位：百万円、％）

やむを得ない
事情

採用係数

×

採用係数

3,825           

準元利償還金              686 746             

             947

やむを得ない
事情

746             

× 946             

1,985           

-

地方債の元利償還金            3,529 3,363           

準元利償還金              688

地方債の元利償還金又は準元
利償還金に充てられる特定財
源

             890 837             53               

           1,877

946             

普通地方交付税の額の基準財
政需要額に算入された地方債
の元利償還金

地方債の元利償還金又は準元
利償還金に充てられる特定財
源

1,824           -

標準財政規模          12,075 13,026         

普通地方交付税の額の基準財
政需要額に算入された地方債
の元利償還金

           1,784

-

636             

-

会計名
団体名

1,908           

 例年、公営住宅の維持管理費へ充当していた基金取崩を皆減
したことに伴い、住宅使用料を公営住宅の維持管理費へ充当し
たため、公債費へ充当する特財額が減少した。

乖離要因

 例年、住宅使用料を公営住宅建設に係る元利償還金に
充当しているが、当初計画時に比べ充当先の元利償還
金額が減少したため、当該特財額も減少している。

60               

1                 

-

乖離要因

単年度再算定比率

地方債の元利償還金            3,753 3,633           -

普通会計
田川市

654             

類型

係数項目
平成22年度

654             

             986

計画目標値（A)

15.1

乖離値（A-B)実績見込値（B)

           1,959

標準財政規模

-

         12,648

準元利償還金

地方債の元利償還金又は準元
利償還金に充てられる特定財
源

普通地方交付税の額の基準財
政需要額に算入された地方債
の元利償還金

             673

0.4

0.7% 1.4% 2.8%

           3,888

0.1 0.2 0.0

0.0%5.4%

1.70.8

11.3%

13.9                       13.4                       

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

15.1                       

平成22年度

14.7                       
13.4                       

平成21年度平成20年度平成19年度

13.9                       13.8                       14.4                       

12,970         

（単位：％）

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

実績（見込）値（B） 13.8                       13.6                       14.0                       

係数項目
平成21年度

乖離値（A-B)実績見込値（B)計画目標値（A)

 病院会計へ基準外繰出しを行ったことによる

14.8

123             863             

1,985           

-3,825           

標準財政規模          12,560 13,099         -

単年度実質公債費比率

-

-

地方債の元利償還金

単年度実質公債費比率 13.6

係数項目
平成23年度

計画目標値（A) 実績見込値（B) 乖離値（A-B)

15.1

乖離要因

単年度実質公債費比率 11.9

13.5実質公債費比率 15.1

15.0



（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



別紙様式１－５

③　職員数

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

-                -                合計 -                

会計名
団体名

普通会計
田川市

0.0 4.0 13.0

10.4%0.0%

371                       

40.0

346                       

平成２１年度
計画目標値

計画最終年度
（平成23年度）

355                       

9.09.0

386                       

平成23年度平成22年度

実績（見込）値（B） 416                       403                       373                       

平成21年度平成20年度平成19年度

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

平成20年度平成19年度

416                       407                       

計画最終年度における
未達成の要因

影響人数（単位：名）

362                       

（単位：名）

平成21年度

386                       

1.0% 3.4% 2.4% 2.5%

平成22年度

類型 a 

やむを得ない
事情

-                -                

備考



（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



別紙様式１－6（平成19年度承認計画用）

④　改善額

（ⅰ）推移表 （単位：百万円）

（ⅱ）要因分析

田川市
会計名
団体名

-                

普通会計

-                

-                

-                

-                

3                                 

-                

-                

-                

-                

補償金免除額

合計平成23年度

改善額合計平成23年度平成22年度平成21年度

1,800           

112.5%

72.0

136             

64               

31.5%

58.0

242             

184             

平成19年度

平成20年度平成19年度

平成20年度
影響額（単位：百万円）

0.0

2,035           662             

662             

平成21年度

526             

556             

5.7%

30.0

平成22年度

67,733.3%

2,032.0

13.1%

235.0

備考

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

類型 a 

やむを得ない
事情

20.6%

75.0

439             

364             

0.0%

-                -                

-                

-                

-                -                

計画最終年度における未達成の要因

合計

計画目標値（A）

実績（見込）値（B）

乖離値（C）
（B－A）

乖離率（D）
（C／A）



（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況


