
          
         南加賀広域圏事務組合告示 第 ５ 号 

 
 
 
 財政状況の作成及び公表に関する条例に基づき，平成 21年 4月 1日から 
 
平成 21年 9月 30日までの本組合の財政状況並びに平成 20年度の決算状況 
 
を，次のとおり公表する。 
 
 
 
 
 
 
 
平成 21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21年度の平成21年4月1日から平成21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２１年９月３０日現在

　　　歳　　　入      （単位：円　％）

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

 

47.8

2,100,000

47,232,000

50,032,000

522,870

0

23,932,086

700,000

30,524,000

款 予　算　現　額

24.9

49.6

0.0

　　款 　予　算　現　額 収　入　済　額

10,000,000

20,500,000

支　出　済　額

執　行　率

１．分担金及び負担金

２．繰  入  金

　　歳 入合 計

33,745,000

16,231,000

56,000

50,032,000

３．諸 収  入

60.7

61.6

42.924,000

61.0

執　行　率

23,409,216

１．議　会　費

２．総　務　費

３．予　備　費

　　歳　出　合　計



 　　　            平成２１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　％） 

14,000,000 47.1

収　入　済　額 執　行　率

支　出　済　額

85,800,000 39,379,719 45.9

　１．　分担金及び負担金 29,700,000

44.710,066,396

　　　歳　　入　　合　　計 138,000,000 46.063,446,115

　　 　歳　　出　　合　　計

款 予　算　現　額

款 予　算　現　額

14,782,000

1,000,000

　３．　諸　　　収　　　入 22,500,000

　２．　使用料及び手数料

7,390,681

  １．　卸　売　市　場　費

  ２．　公　　　　債　　　費　　　

執　行　率

122,218,000 49,605,802 40.6

50.0

0 0.0

41.3138,000,000 56,996,483

  3．　予　　　 備　　　 費



ふるさと振興事業特別会計 　　　　　　　平成２１年９月３０日現在

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

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          （単位：円　％） 

款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率

  １．　財　 産 　収 　入 28,869,000 14,390,000 49.8

  ２．　繰　　　越　　　金 1,000 0 0.0

　３．　諸　　　収　　　入 30,000 38,000 126.7

　　　歳　　入　　合　　計 28,900,000 14,428,000 49.9

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

　１．　総　　 務　　 費　 28,900,000 1,303,715 4.5

　　　歳　　出　　合　　計 28,900,000 1,303,715 4.5



 

急病センター事業特別会計 　　　            平成２１年９月３０日現在

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

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　                  （単位：円　％） 

　４．　繰　　入　　金 4,517,000 0 0.0

　　 　歳　　出　　合　　計 141,000,000 64,976,856 46.1

  ３．　公　　　債　　　費 4,517,000 2,259,823 50.0

  ２．　衛　　　生　　　費 123,265,000 54,694,826 44.4

  １．　総　　　務　　　費　　 12,918,000 8,022,207 62.1

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

　　　歳　　入　　合　　計 141,000,000 82,390,282 58.4

　６．　諸　　収　　入 1,000 7,000 700.0

　５．　繰　　越　　金 1,000 0 0.0

　３．　使用料及び手数料 20,000 1,040 5.2

　２．　事　業　収　入 85,000,000 52,882,242 62.2

　１．　分担金及び負担金 51,461,000 29,500,000 57.3

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２１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）

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

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

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

自動現像機（レントゲン撮影用）

超音波診断装置

　　　　　　　

　区　　　　　　分 　数　　　量 摘　　　要

　車　　　 両　　 　類 1 　　トヨタクラウンバン

区　　　分 　　　金　　　　　　額 　　     　摘　　　要

　　南加賀ふるさと振興基金
2,074,918,806

　　　　　区　　　分 　数　　　量 　　　   　　　   摘　　　　　　　　要

1 除雪機　YSR165



　　　　イ　組　合　債 　　　　　　　平成２１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）

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２１年９月３０日現在

　　　　　　　　　　　該　当　な　し

摘　　　　要

59,665,177

80,225,098

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）

714,000

計 20,500,000 14,000,000 13,200,000 47,700,000

川　北　町 500,000 14,000 200,000

1,834,000 2,500,000 10,834,000

能　美　市 4,000,000 392,000 2,500,000 6,892,000

計

　　　　　　　　平成２１年９月３０日現在

小　松　市 9,500,000 11,760,000 8,000,000 29,260,000

加　賀　市 6,500,000



１．　平成20年度の決算状況

　（１）歳入歳出予算の状況

　　　一般会計        　　　　　平成２１年５月３１日現在

　　　歳　　　入      （単位：円　％）

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

 

94.7

2,100,000

47,900,000

51,000,000

1,602,669

0

48,322,018

1,000,000

48,322,018

款 予　算　現　額

76.3

97.5

0.0

　　款 　予　算　現　額 収　入　済　額

20,340,432

27,890,938

支　出　済　額

執　行　率

１．分担金及び負担金

２．繰  入  金

歳　　入　　合　　計

30,285,000

20,658,000

57,000

51,000,000

３．諸 収  入

92.1

98.5

159.090,648

94.7

執　行　率

46,719,349

１．議　会　費

２．総　務　費

３．予　備　費

歳　　出　　合　　計



 　　　            平成２１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　％） 

42,619,992 93.3

収　入　済　額 執　行　率

支　出　済　額

94,700,000 93,433,858 98.7

　１．　分担金及び負担金 45,700,000

105.923,824,468

歳　　入　　合　　計 162,900,000 98.1159,878,318

歳　　出　　合　　計

款 予　算　現　額

款 予　算　現　額

26,721,000

1,000,000

　３．　諸　　　収　　　入 22,500,000

　２．　使用料及び手数料

26,720,716

  １．　卸　売　市　場　費

  ２．　公　　　　債　　　費　　　

執　行　率

135,179,000 133,157,602 98.5

100.0

0 0.0

98.1162,900,000 159,878,318

  3．　予　　　 備　　　 費



ふるさと振興事業特別会計 　　　　　　　平成２１年５月３１日現在

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

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          （単位：円　％） 

款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率

  １．　財　 産 　収 　入 28,968,000 28,623,616 98.8

  ２．　繰　　　越　　　金 1,000 0 0.0

　３．　諸　　　収　　　入 31,000 43,000 138.7

歳　　入　　合　　計 29,000,000 28,666,616 98.9

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

　１．　総　　 務　　 費　 29,000,000 28,666,616 98.9

歳　　出　　合　　計 29,000,000 28,666,616 98.9



 

急病センター事業特別会計 　　　            平成２１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 4,403,000 4,402,601 100.0

歳　　出　　合　　計 145,200,000 134,070,098 92.3

  ３．　公　　　債　　　 費 4,403,000 4,402,601 100.0

  ２．　衛　　　生　　　 費 123,550,000 112,932,059 91.4

  １．　総　　　務　　　費　　 17,247,000 16,735,438 97.0

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

歳　　入　　合　　計 145,200,000 134,070,098 92.3

　６．　諸　　収　　入 1,000 21,000 2,100.0

　５．　繰　　越　　金 1,000 0 0.0

　３．　使用料及び手数料 20,000 7,340 36.7

　２．　事　業　収　入 91,635,000 107,124,533 116.9

　１．　分担金及び負担金 49,140,000 22,514,624 45.8

款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率



　（２）　財産･公債及び一時借入金の現在高

　　　ア　財　　産 　　　　　　　平成２１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）

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

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

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

自動現像機（レントゲン撮影用）

超音波診断装置

　　　　　　　

　区　　　　　　分 　数　　　量 摘　　　要

　車　　　 両　　 　類 1 　　トヨタクラウンバン

区　　　分 　　　金　　　　　　額 　　     　摘　　　要

　　南加賀ふるさと振興基金
2,077,625,599

　　　　　区　　　分 　数　　　量 　　　   　　　   摘　　　　　　　　要

1 除雪機　YSR165



　　　　イ　組　合　債 　　　　　　　平成２１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２１年５月３１日現在

　　　　　　　　　　　該　当　な　し

摘　　　　要

61,925,000

86,251,791

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）

1,182,584

計 27,890,938 42,619,992 22,514,624 93,025,554

川　北　町 669,383 36,421 476,780

4,771,150 6,386,443 19,971,129

能　美　市 5,550,297 1,019,788 4,226,126 10,796,211

計

　　　　　　　　平成２１年５月３１日現在

小　松　市 12,857,722 36,792,633 11,425,275 61,075,630

加　賀　市 8,813,536
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