
          
           南加賀広域圏事務組合告示 第 ６ 号 

 
 
 
 財政状況の作成及び公表に関する条例に基づき，平成 23年 4月 1日から 
 
平成23年9月30日までの本組合の財政状況並びに平成22年度の決算状況を， 
 
次のとおり公表する。 
 
 
 
 
 
 
 
平成 23年 12月 1日 
 
 

 
 
           
 

          南加賀広域圏事務組合 
            管理者  和 田 愼 司 



１．　平成23年度の平成23年4月1日から平成23年9月30日までの財政状況

　（１）歳入歳出予算の状況

　　　一般会計        　　　　　平成２３年９月３０日現在

　　　歳　　　入      （単位：円　％）

　　　歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円 ％）　　　      （単位：円　％）

 

　１．議　　　会　　　費

　２．総　　　務　　　費

　３．予　　　備　　　費

歳　　出　　合　　計

49.3

執　行　率

23,337,734

41.3

71.6

50.830,000

支　出　済　額

執　行　率

　１．分担金及び負担金

　２．繰　　　入　　　金

歳 　　入　　合　　 計

44,784,000

16,067,000

59,000

60,910,000

　３．諸　　　収　　　入

　　款 　予　算　現　額 収　入　済　額

11,500,000

18,500,000

30,030,000

款 予　算　現　額

24.0

40.1

0.0

39.1

2,060,000

58,150,000

60,910,000

494,604

0

23,832,338

700,000
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 　　　            平成２３年９月３０日現在

公設地方卸売市場事業特別会計

歳　　入 　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　            （単位：円　％）      （単位：円　％）

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　                  （単位：円　％） 

0 0.0

40.9119,040,000 48,695,379

　３．予　　　備　　　 費

3,734,826

  １．卸　売　市　場　費

  ２．公　　　債　　　費　　　

執　行　率

110,570,000 44,960,553 40.7

50.0

歳　出　合　計

款 予　算　現　額

款 予　算　現　額

7,470,000

1,000,000

　３．　諸　　　収　　　入 21,000,000

　２．　使用料及び手数料

50.610,629,055

歳　　入　　合　　計 119,040,000 41.349,130,700

76,000,000 34,501,645 45.4

　１．　分担金及び負担金 22,040,000 4,000,000 18.1

収　入　済　額 執　行　率

支　出　済　額
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ふるさと振興事業特別会計 　　　　　　　平成２３年９月３０日現在

歳　　入 　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　    （単位：円　％）      （単位：円　％）

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          （単位：円　％） 

歳　　出　　合　　計 48,200,000 563,115 1.2

　１．総　　 務　　 費　 48,200,000 563,115 1.2

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

歳　　入　　合　　計 48,200,000 48,991,510 101.6

　４．諸　　　収　　　入 29,000 38,000 131.0

  ３．繰　　　越　　　金 1,000 0 0.0

  １．財　 産 　収 　入 36,170,000 48,953,510 135.3

款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率
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　２．繰　　　入　　　金 12,000,000 0 0.0



 

急病センター事業特別会計 　　　            平成２３年９月３０日現在

歳　　入 　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　            （単位：円　％）      （単位：円　％）

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　                  （単位：円　％） 

 ３．予　　　備　　　費 300,000 0 0.0

款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率

　１．分担金及び負担金 20,059,000 10,500,000 52.3

　２．事　　業　　収　　入 117,500,000 72,968,979 62.1

　３．使用料及び手数料 20,000 520 2.6

　４．繰　　　越　　　金 1,000 0 0.0

　５．諸　　　収　　　入 20,000 6,260 31.3

歳　　入　　合　　　計 137,600,000 83,475,759 60.7

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

 １．総　　　務　　　費　　 12,700,000 9,000,000 70.9

 ２．衛　　　生　　　費 124,600,000 56,706,951 45.5
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歳　　出　　合　　計 137,600,000 65,706,951 47.8



　（２）　財産･公債及び一時借入金の現在高

　　　ア　財　　産 　　　　　　　平成２３年９月３０日現在

　　　　　土   地

　　　　　一般会計

　　　　　　　　　㎡

　　　　　特別会計

　　　　　　　　　㎡

　　　　建　　物

　　　　特別会計

区　　　　分 木　　　　造 非　木　造　 延　面　積　計

　　（延面積） 　　　（延面積）

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

ー 270.53

　南加賀公設地方卸売市場 ー 16,045.73

270.53南加賀急病センター

16,045.73

区　　　分 　地　　　積 摘　　　要

　南加賀公設地方卸売市場 89,106.11

区　　　分 地　　　積 摘　　　要

　普　　通　　財　　産 260.69
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         　 物　　品

　　　　　一般会計

　　　　　　台

　　　　　特別会計

　　　　　　　　　台

　　　車　　　　両　　　　類 2

　　　(南加賀公設地方卸売市場）

　　　土木・農畜用機器類

　　　(南加賀公設地方卸売市場）

　　　医療用機器類

　　　（南加賀急病センター） 5

　　　　　基　　　金

　　退職手当積立基金

　　　　　　　　　円

2,220,000

　　　　　区　　　分 　数　　　量 　　　   　　　   摘　　　　　　　　要

1 除雪機　YSR165

区　　　分 　　　金　　　　　　額 　　     　摘　　　要

　　南加賀ふるさと振興基金
2,114,112,610

　車　　　 両　　 　類 1 　　トヨタカローラ
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　区　　　　　　分 　数　　　量 摘　　　要

　　　　　　　

　　　　　　　　　円

レントゲン撮影装置

デジタルX線画像診断システム装置一式

超音波診断装置

日産アベニールサリュー

ダイハツミニダンプ

心電計

自動血球計数CRP測定装置



　　　　イ　組　合　債 　　　　　　　平成２３年９月３０日現在

　　　　　　特別会計

　　　　　　　　円

卸売市場建設事業

（南加賀公設地方卸売市場）

　　　　ウ　一時借入金 　　　　　　　　平成２３年９月３０日現在

　　　　　　　　　　　該　当　な　し

59,048,592

金　　　　額　区　　　　　　分
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摘　　　　要



　（３）　各市町の負担の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年５月３１日現在　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔単位：円）          （単位：円）

　　　区分 事務費負担金 事業費負担金 事業費負担金

関係市町名 （一般会計） （公設市場事業特別会計） (急病センター事業特別会計）
計

　　　　　　　　平成２３年９月３０日現在
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小　松　市 8,529,000 3,360,000 5,700,000 17,589,000

加　賀　市 5,846,000 524,000 2,600,000 8,970,000

能　美　市 3,681,000 112,000 2,000,000 5,793,000

648,000

計 18,500,000 4,000,000 10,500,000 33,000,000

川　北　町 444,000 4,000 200,000



１．　平成２２年度の決算状況

　（１）歳入歳出決算の状況

　　　一般会計        　　　　　平成２３年５月３１日現在

　　　歳　　　入      （単位：円　％）

　　　歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円 ％）　　　      （単位：円　％）
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98.0

2,100,000

47,020,000

49,820,000

2,010,544

0

48,820,497

700,000

48,820,497

款 予　算　現　額

95.7

99.6

0.0

款 予　算　現　額 収　入　済　額

15,822,936

32,939,373

支　出　済　額

執　行　率

１．分担金及び負担金

２．繰　　　入　　　金

歳　　入　　合　　計

33,222,000

16,539,000

59,000

49,820,000

３．諸　　　収　　　入

99.1

95.7

98.658,188

98.0

執　行　率

46,809,953

１．議　　　会　　　費

２．総　　　務　　　費

３．予　　　備　　　費

歳　　出　　合　　計



 　　　            平成２３年５月３１日現在

公設地方卸売市場事業特別会計

歳　　入 　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　            （単位：円　％）      （単位：円　％）

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　                  （単位：円　％） 
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7,381,018 93.4

収　入　済　額 執　行　率

支　出　済　額

84,500,000 83,463,539 98.8

１．分担金及び負担金 7,900,000

101.522,025,327

歳　　入　　合　　計 114,100,000 98.9112,869,884

歳　　出　　合　　計

款 予　算　現　額

款 予　算　現　額

14,782,000

1,000,000

３．諸　　　収　　　入 21,700,000

２．使用料及び手数料

14,781,362

 １．卸　売　市　場　費

 ２．公　　　債　　　費　　　

執　行　率

98,318,000 98,088,522 99.8

100.0

0 0.0

98.9114,100,000 112,869,884

 ３．予　　　備　　　費



ふるさと振興事業特別会計 　　　　　　　平成２３年５月３１日現在

歳　　入 　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　    （単位：円　％）      （単位：円　％）

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          （単位：円　％） 
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款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率

 １．財　 産 　収 　入 116,370,000 115,780,294 99.5

 ２．繰　　　越　　　金 0 0 0.0

 ３．諸　　　収　　　入 30,000 32,000 106.7

歳　　入　　合　　計 116,400,000 115,812,294 99.5

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

１．総　  　 務  　　  費　 116,400,000 115,812,294 99.5

歳　　出　　合　　計 116,400,000 115,812,294 99.5



 

急病センター事業特別会計 　　　            平成２３年５月３１日現在

歳　　入 　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　            （単位：円　％）      （単位：円　％）

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　                  （単位：円　％） 

４．繰　　　入　　　金 63,464,000 63,377,069 99.9
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歳　　出　　合　　計 201,600,000 191,767,309 95.1

 ３．公　　　債　　　 費 59,514,000 59,439,569 99.9

 ２．衛　　　生　　　 費 128,730,000 119,997,365 93.2

 １．総　　　務　　　費　　 13,056,000 12,330,375 94.4

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

歳　　入　　合　　計 201,600,000 191,767,309 95.1

６．諸　　　収　　　入 1,000 17,620 1,762.0

５．繰　　　越　　　金 0 1,230,202 0.0

３．使用料及び手数料 20,000 3,140 15.7

２．事　業　収　入 117,000,000 123,215,763 105.3

１．分担金及び負担金 21,115,000 3,923,515 18.6

款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率

 ４．予　　　備　　　 費 300,000 0 0.0



　（２）　財産･公債及び一時借入金の現在高

　　　ア　財　　産 　　　　　　　平成２３年５月３１日現在

　　　　　土   地

　　　　　一般会計

　　　　　　　　　㎡

　　　　　特別会計

　　　　　　　　　㎡

　　　　建　　物

　　　　特別会計

区　　　　分 木　　　　造 非　木　造　 延　面　積　計

　　（延面積） 　　　（延面積）

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡
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区　　　分 地　　　積 摘　　　要

　普　　通　　財　　産 260.69

区　　　分 　地　　　積 摘　　　要

　南加賀公設地方卸売市場 89,106.11

　南加賀公設地方卸売市場 ー 16,045.73

270.53南加賀急病センター

16,045.73

ー 270.53



         　 物　　品

　　　　　一般会計

　　　　　　台

　　　　　特別会計

　　　　　　　　　台

　　　車　　　　両　　　　類 2
(南加賀公設地方卸売市場）

　　　土木・農畜用機器類
(南加賀公設地方卸売市場）

　　　医療用機器類

（南加賀急病センター） 5

　　　　　基　　　金

　　退職手当積立基金

日産アベニールサリュー

ダイハツミニダンプ

心電計

自動血球計数CRP測定装置

　　　　　　　　　円

レントゲン撮影装置

デジタルX線画像診断システム装置一式

超音波診断装置
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　区　　　　　　分 　数　　　量 摘　　　要

　車　　　 両　　 　類 1 　　トヨタカローラ

区　　　分 　　　金　　　　　　額 　　     　摘　　　要

　　南加賀ふるさと振興基金
2,114,112,610

　　　　　区　　　分 　数　　　量 　　　   　　　   摘　　　　　　　　要

1 除雪機　YSR165

2,220,000



　　　　イ　組　合　債 　　　　　　　平成２３年５月３１日現在

　　　　　　特別会計

　　　　　　　　円

卸売市場建設事業
（南加賀公設地方卸売市場）

円

医療施設及び医療機器器具

整備事業
(南加賀急病センター）

　　　　ウ　一時借入金 　　　　　　　　平成２３年５月３１日現在

　　　　　　　　　　　該　当　な　し
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摘　　　　要

0

61,711,657

金　　　　額　区　　　　　　分



　（３）　各市町の負担の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年５月３１日現在　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔単位：円）          （単位：円）

　　　区分 事務費負担金 事業費負担金 事業費負担金

関係市町名 （一般会計） （公設市場事業特別会計） (急病センター事業特別会計）

892,090

計 32,939,373 7,381,018 3,923,515 44,243,906

川　北　町 790,545 7,381 94,164

966,913 1,239,831 12,615,586

能　美　市 6,554,935 206,669 780,780 7,542,384

計

　　　　　　　　平成２３年５月３１日現在
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小　松　市 15,185,051 6,200,055 1,808,740 23,193,846

加　賀　市 10,408,842
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