
別紙様式１－2（平成22年度延長承認計画用）

１．基本的事項

２．判定結果

乖離値 乖離値

▲ 1,212.0 ▲ 488.0

1.8 6.1

37.0 107.0

総合判定

④　公営企業債現在高

17.8

109.0

団体名

①　地方債現在高

計画最終年度（又は改善額合計）

11.7

小浜市

実績見込値

13.5

目標値

14608.0

2.0

15332.0

目標値

承認年度会計名 普通会計

⑤　累積欠損金比率

③　改善額 72.0

15820.0

当初計画最終年度目標値（又は補償金免除額）

c

a 

c

平成22年度

財政健全化計画等執行状況報告書

項目

②  実質公債費比率

類型

a 



別紙様式１－3（平成22年度延長承認計画用）

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

846             1,442           239             376             

58               

412             386             

137             

合計 239             376             846             

①　地方債現在高

平成23年5月の豪雨災害に対する災害復旧
債

平成23年5月の豪雨災害に対する災害復旧
債

市長マニフェスト（安全/安心な暮らし）

市長マニフェスト（安全/安心な暮らし）

58               

137             

災害復旧債
（平成23年度繰越分）

緊急防災・減災事業債
（平成25年度）

緊急防災・減災事業債
（平成24年度）

緊急防災・減災事業債
（平成25年度繰越分）

74               

134             

74               

200             

▲ 488

8

1

1

14345             

財政健全化計画策定時での借入予定額と実
際の借入額との差

139             

団体名

58               

-3.8% -8.3%

14,608                    

▲ 556 ▲ 1,212

202             

小浜市

備考

▲ 121

239             

137             

▲ 429

-0.7% -0.8% -2.9%

緊急防災・減災事業債
（平成24年度繰越分）

154             

14,792                    

239             239             

国の補正予算（第1号）

15,830                  15,453                  15,444                  

15,717                    15,332                    15,015                    

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度平成22年度

実績（見込）値（B）

平成25年度平成24年度平成23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

▲ 113

臨時財政対策債（平成22年
度）

災害復旧債（平成23年度）

239             

うち、やむを得ない事情

14

会計名

（単位：百万円）

当初計画
最終年度目標値

計画最終年度
（平成26年度）

15,820                  

国の緊急経済対策による

8

類型 c

やむを得ない
事情

7

普通会計

-3.2%

15,332                    

影響額（単位：百万円）

平成22年度

15,348                  

165             

1468               68               

200             

国の緊急経済対策による

平成25年9月の台風被害に対する災害復旧
債

災害復旧債
（平成25年度繰越分）

災害復旧債（平成25年度）

市長マニフェスト（安全/安心な暮らし）

1

57               
平成25年9月の台風被害に対する災害復旧
債 1

1,316           

1,316           1,442           



（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

中期財政計画に基づき地方債（一般債）の発行を年5億円に抑制していく。

理由：予定していなかった臨時財政対策債の発行、平成23年5月の集中豪雨および平成25年9月の台風被害による災害復旧の為の災害復旧債の発行の
　　　  ほか、市長マニフェストの早期実現（安全・安心な暮らし：防災行政無線の整備、小中学校耐震化の推進）のため、緊急防災・減災事業債を発行した
　　　　影響により「地方債現在高」について計画目標値に届いていない。

検討事項：上記の理由により、やむを得ない事情に該当すると判断した。



別紙様式１－4（平成22年度延長承認計画用）

②　実質公債費比率

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

再算定比率

やむを得ない
事情

単年度再算定比率

採用係数

単年度再算定比率

（単位：百万円、％）

やむを得ない
事情

採用係数

採用係数

準元利償還金

やむを得ない
事情

地方債の元利償還金

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

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

標準財政規模

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

団体名

乖離要因

a 

乖離要因

単年度再算定比率

普通会計
小浜市

類型

会計名

計画目標値（A) 乖離値（A-B)実績見込値（B)

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

1.0

0.0% 1.5% 7.2%

0.0 0.2

係数項目
平成24年度

乖離値（A-B)

6.1

34.3%10.9%

1.81.5

13.3%

11.7                       

当初計画
最終年度目標値

計画最終年度
（平成26年度）

13.5                       

平成25年度

13.7                       
17.8                       

平成23年度平成22年度

13.5                       13.5                       13.8                       

12.2                       

（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） 13.5                       13.3                       12.8                       

平成24年度

実績見込値（B)計画目標値（A)

標準財政規模

単年度実質公債費比率

標準財政規模

係数項目
平成25年度

地方債の元利償還金

地方債の元利償還金

単年度実質公債費比率

係数項目
平成26年度

計画目標値（A) 実績見込値（B) 乖離値（A-B) 乖離要因

単年度実質公債費比率

実質公債費比率



（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22年度延長承認計画用、加算分あり）

④　改善額

（ⅰ）推移表 （単位：百万円）

（ⅱ）要因分析

-                -                -                -                合計 -                -                -                

-                

公営企業会計
加(減)算分

加算分

-62.5%

小浜市
会計名
団体名

-                

普通会計

-                

-                

-                

2                                 

-                

-6               

10.0

-                

-                

-                

-                

平成25年度平成24年度

-                

16               -16             

補償金免除額

合計平成26年度

改善額合計平成26年度

72               

50.0%

7.0

21               

14               

50.0%

8.0

24               

平成22年度

平成23年度平成22年度

平成23年度
影響額（単位：百万円）

0.0

109             20               

20               

平成24年度

20               

23               

15.0%

3.0

平成25年度

18               

0.0% 51.4%

37.0

備考

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

類型 a 

やむを得ない
事情

50.0%

9.0

27               

5350.0%

107.0

-                

-                

-                

-                -                

-                

計画最終年度における未達成の要因

うち、やむを得ない事情

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


