
平成30年度（2018年度）決算

とよなかの
お財布事情



市全体の支出 2,664億円

市では、一般的なお財布と特別なお財布を用途によって使い分け
て、それぞれの仕事にかかったお金の支払いをしています。
特別なお財布は、収入だけではお金が足りないので、一般会計か
らもお金を受け取っています。

一般会計 1,453億円

特別会計 822億円
（国民健康保険、介護保険など）

病院 196億円

上下水道 193億円

平成30年度の
市の収入と支出
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市全体の収入 2,739億円

一般会計 1,496億円

特別会計 846億円
（国民健康保険、介護保険など）

病院 190億円

上下水道 207億円

市のお財布には、一般的なお財布（一般会計）と、用途が決まっ
ている特別なお財布（特別会計・企業会計）があります。国民健
康保険や介護保険などが特別会計、市立豊中病院・水道・下水道
が企業会計です。
一般会計の収入は市税など、特別会計・企業会計の収入は、国民
健康保険や介護保険などの保険料、市立豊中病院の診療報酬、水
道・下水道の使用料などです。



一般会計の支出 1,453億円

民生費（福祉や子育てなど）760億円

総務費（窓口や体育館など）140億円

土木費（工事など） 120億円

教育費（学校など） 114億円

その他の支出 319億円

平成30年度に一般会計から支払ったお金の約半分は、福祉や子
育てなどに使ったお金（民生費）でした。

次のページで、市税で支払ったお金の内訳について、使われた内
容を細かく分けながら見ていきます。

一般会計の収入 1,496億円
市税 689億円

交付税等 162億円

国・府支出金 398億円

市債（借金） 115億円

その他の収入 132億円

一般会計に入ってくるお金には、市に納められた税金（市税）や、
国や府からの補助金など（国・府支出金）、国や銀行からの借金
（市債）などがあります。

平成30年度に市が支払ったお金1万円のうち、4,610円が市税、
2,670円が国や府から受け取ったお金、770円が借入れでした。
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市税1万円あたりの
支出の内訳

福祉・健康・衛生施策
（介護予防や障害者支援、病院・
保健所など）

3,120円（前年度比160円減）

一般的なお財布（一般会計）に入ったお金は、いろいろなかたちで、豊
中市を暮らしやすいまちにするために使われています。

平成30年度の市税の支払い内訳を見ると、1万円の市税のうち、大きな割
合を占めるのは、健康・衛生に係る施策や、介護予防・障害者支援など
の福祉の分野と、若い世代を支える子育て・教育の分野、過去の借金の
返済と学校や道路などの工事分野です。

子育て支援・教育
（待機児童対策や学校関係
など）

2,440円（前年度比50円増）

施設・道路等
（建替や改修工事関係、
借金の返済など）

1,990円（前年度比60円減）
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平成30年度は大きな地震や台風があったので、市に納めた税金1万円のう
ち40円を、被災者支援や施設の修繕など、災害復旧のために使いました。
これは、年間の消防・救急や防災関係の費用や、ごみ処理などに係る費用
の1割程度にあたります。
またこのほか、体育施設関係や市役所の運営、産業振興などに使ったお金
が1,550円ありました。

災害復旧
（被災者支援、施設修繕など）

40円（前年度比40円増）

消防・防災
（消防者や救急車の運用、
防災対策など）

430円（前年度比10円増）

清掃・環境美化
（ごみ収集など）

430円（前年度比10円減）

（注）３ページ以降の数値は、総務省が定めた全国一律の基準で計算する
統計上の数値（普通会計）で計算しています。
豊中市の普通会計には、一般会計のほか、２つの特別会計を含みます。
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支出でできたこと、
作ったもの（財務諸表）

施設や道路、預金などの
市の資産をどうやって
作ってきたかを集計する
表です。
豊中市の現在の資産のう
ち、これからの負担とな
る負債の割合は約15％
です。

未来に残る施設などの負担（貸借対照表）

資産
7,264億
うち現金預金
64億

負債
1,124億

純資産
6,140億

財務諸表は、1年間のお金の動きを整理して、未来に引き継ぐ施設や
道路などの資産とその年の市民サービスに使った費用、これからの
負担となる負債と、これまでの負担である純資産をわかりやすくす
るために作ります。

業務活動収支 73億

投資活動収支 △64億

財務活動収支 16億

前年度末残高 18億

当年度末残高 43億

お金の出入りの集計（資金収支計算書）

現金の出入りを集計する
表です。
平成30年度に投資活動や
財務活動で作った資産は、
市民サービスの収支（業
務活動）で出た余裕を投
資してできたものです。
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コストをどう支払ったか（純資産変動計算書）

税収などの財源とコスト
の差引で、純資産の増減
を確認する表です。
平成30年度は、純行政コ
ストを税収等の財源でま
かなえたため、将来の市
民へ引き継ぐ財産（純資
産）が増えました。

純行政コスト
1,244億

財源
1,271億

前年度末
純資産残高
5,908億

当年度末
純資産残高
6,140億

市の財布から出ていくお金は、市民の安心・安全を維持するため、
豊中市を市民が暮らしやすいまちにするために使います。平成30年
度の1年間のお金の使い道は、その年度に使ったもの（費用）と、未
来にも使えるもの（資産）とに大きく分けることができます。

平成30年度の市民サービスのコスト
（行政コスト計算書）

1年間の市民サービス提
供に要したコストを示す
表です。
使用料や手数料などの直
接の負担で払ったのは、
平成30年度の費用の4％
ほどです。

費用
1,299億

収益 55億

純行政
コスト
1,244億
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お財布診断
財務諸表をもとに、これまでの負担とこれからの負担につ
いて、４つの観点から市のお財布を診断します。

純資産比率 84.5％
前年度:84.1％ 前年度中核市平均:70.1％
資産のうち、これまでの負担で作った資産の比
率を示す純資産比率は、中核市平均を大きく上
回っています。

84.5

4.4
将来世代負担比率 4.4％
前年度:4.5％ 前年度中核市平均:17.0％
固定資産に対しての、これからの負担となる借金
残額の比率を示す指標です。豊中市は固定資産が
多く、今残っている借金の比率は低くなります。

②これまでとこれからの負担の割合

一人当たり資産 179万円
前年度:174万円 前年度中核市平均:146万円
平成30年度の豊中市民の一人当たり資産は中核
市平均を大きく上回りました。未来に残る資産
は増えていますが、資産はいずれ負担にもなる
ことには注意が必要です。

179

69.4
資産老朽化比率 69.4％
前年度:68.5％ 前年度中核市平均:60.3％
資産の中身が古くなっているか（有形固定資産減
価償却率）を示す指標です。中核市平均より高い
のは、資産の更新が他市に比べて進んでおらず、
今後は更新の費用が必要なことを示しています。

①未来に残る資産
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28

32
基礎的財政収支 32億
前年度:27億 中核市平均:18億
その年度の、業務活動収支（市民サービス）と投
資活動収支（資産形成）のバランスを示す指標で
す。黒字は、30年度にはこれからの負担が増えて
いないことを示しています。

③これからの負担の大きさ

総合評価 おおむね順調、今後のかじ取りが重要
お財布診断では、ほとんどの指標は中核市平均と比べても良好ですが、
資産老朽化比率が比較的悪くなっています。
このことは、今までと同じだけの資産の維持・更新等にお金をかけると、
市民サービスの費用を抑えざるを得ないことを示しています。

しかしながら、高齢化等に伴い、市民サービスの費用を現時点より下げ
ることは困難な状況です。
また、資産老朽化比率は施設の更新等を行わない場合は時間がたつほど
悪くなっていくので、施設や道路などの安心・安全を守るためには、今
は良好な一人当たり資産や純資産比率、将来世代負担比率等のバランス
をとりながら、この指標を良くしていかなければなりません。

一人当たり負債 28万円
前年度:28万円 中核市平均:44万円
平成30年度の、豊中市民の一人当たり負債（これ
からの負担）は28万円でした。負債が少なく資産
が多いので、施設や道路の更新にかかるお金が今
後増える可能性を示しています。

行政コスト対税収等比率 98.0％
前年度:96.1％ 中核市平均:101.0％
税収等の財源に対して、その年度の市民サービ
スのための費用がどのくらいの割合だったかを
示す指標です。100％に近いほど、資産に回す
お金の余裕がないことを示します。

98.0
④30年度の負担の余力（弾力性）
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お財布の今後
お財布診断では、平成30年度の結果は「おおむね順調」でしたが、
これからの負担が増えるかもしれないのが課題でした。
豊中市がずっと住み続けられるまちであるためには、市民のみなさ
んと行政が一緒になって、資産の持ち方やお金の使い方を考えてい
く必要があります。

少子高齢化などの社会の変化によ
り、医療・介護や子育て支援のた
めの支出は過去4年間で約200億円
（32.9%）と大幅に増え、今後も
同じ傾向が続きます。税収はあま
り増えないので、資産にかけるお
金の一部を、市民サービスに回す
必要が出てきます。

費用のこれから 各年度の市民サービス

豊中市の資産は昭和40年代に整備したも
のが多く、老朽化が進んでいます。施設
やインフラの維持・更新の費用はこの先、
年間平均で約40億円増える見込みです。

また、平成30年度は大阪府北部地震や台
風第21号などで豊中市も大きな被害を受
け、災害関係で約24億円を支払いました。
もし、熊本地震レベルの震災が大阪で発
生すると、50億円程度の支払いが発生す
ることになります。

資産のこれから 未来に残す施設や道路
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暮らしやすい豊中でありつづけるために

お財布を「おおむね順調」に保つことで、市民
の負担が増えすぎないようにしつつ、福祉・健
康や子育て支援などの市民サービスを維持する
ことができます。そのためには、ひとりひとり
のものの見方や考え方を少しずつ変える発想も
たいせつです。

健康づくりのために歩く距離を増やす、近所の
人と防災訓練をする、生活スタイルを見直して
ごみを減らす、クラウドファンディングに参加
するなど、できることを少しずつ持ち寄ること
が、将来にわたってみんなが暮らしやすい豊中
市をつくる第一歩です。

お財布診断から、施設などを今と同じ
ように持ち続けると未来の負担が増え
たり、生活を支えるサービスの費用が
増えるとあとの余裕が少なくなったり
するという、豊中市の今の状況がわか
ります。

今のお財布の状況と未来の負担がどう
結びついているかを市民間で共有しな
がら、施設の使い方を考え直すことや、
災害に備えて市も一定のたくわえを
持っておくことが必要です。

選んで残す、選んで使う お財布診断と日ごろの暮らし
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令和2年（2020年）3月
豊中市財務部財政課


