
          
           南加賀広域圏事務組合告示 第 2 号 

 
 
 
 財政状況の作成及び公表に関する条例に基づき，平成 22年 10月 1日から 
 
平成 23年 3月 31日までの本組合の財政状況を，次のとおり公表する。 
 
 
 
 
 
 
 
平成 23年 6月 1日 
 
 

 
 
           
 

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



１．　平成22年度の平成22年10月1日から平成23年3月31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３月３1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

98.6

執　行　率

46,751,513

100.0

95.7

98.658,188

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

　　款 　予　算　現　額 収　入　済　額

15,822,936

33,222,000

49,103,124

款 予　算　現　額

95.7

99.4

0.0

97.9

2,100,000

47,020,000

49,820,000

2,010,544

0

48,762,057

700,000
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 　　　            平成２３年３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　％） 

0 0.0

94.9114,100,000 108,237,263

　３．予　　　備　　　 費

14,781,362

  １．卸　売　市　場　費

  ２．公　　　債　　　費　　　

執　行　率

98,318,000 93,455,901 95.1

100.0

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

96.720,990,708

歳　　入　　合　　計 114,100,000 96.2109,784,746

84,500,000 80,894,038 95.7

　１．　分担金及び負担金 7,900,000 7,900,000 100.0

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３月３１日現在

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

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          （単位：円　％） 

歳　　出　　合　　計 116,400,000 115,809,302 99.5

　１．総　　 務　　 費　 116,400,000 115,809,302 99.5

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

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

　３．諸　　　収　　　入 30,000 32,000 106.7

  ２．繰　　　越　　　金 0 0 0.0

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

款 予　算　現　額 収　入　済　額 執　行　率
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急病センター事業特別会計 　　　            平成２３年３月３１日現在

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

     （単位：円　％）

歳　　出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　                  （単位：円　％） 

 ４．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 21,115,000 14,960,000 70.9

　２．事　　業　　収　　入 117,000,000 123,099,302 105.2

　３．使用料及び手数料 20,000 2,620 13.1

　５．繰　　　越　　　金 0 1,230,202 0.0

　６．諸　　　収　　　入 1,000 17,620 1,762.0

歳　　入　　合　　　計 201,600,000 202,686,813 100.5

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

 １．総　　　務　　　費　　 13,056,000 12,255,391 93.9

 ２．衛　　　生　　　費 128,730,000 115,678,738 89.9

 ３．公　　　債　　　費 59,514,000 59,439,569 99.9
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歳　　出　　合　　計 201,600,000 187,373,698 92.9

　４．繰　　　入　　　金 63,464,000 63,377,069 99.9



　（２）　財産･公債及び一時借入金の現在高

　　　ア　財　　産 　　　　　　　平成２３年３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）

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　㎡ 　　　　　　　　　㎡

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

　　　　　区　　　分 　数　　　量 　　　   　　　   摘　　　　　　　　要

1 除雪機　YSR165

2,220,000

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３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３月３１日現在

　　　　　　　　　　　該　当　な　し

　区　　　　　　分

0

61,711,657

金　　　　額
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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３月３１日現在
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小　松　市 15,316,000 6,636,000 5,060,000 27,012,000

加　賀　市 10,498,000 1,035,000 5,400,000 16,933,000

能　美　市 6,611,000 221,000 4,100,000 10,932,000

1,205,000

計 33,222,000 7,900,000 14,960,000 56,082,000

川　北　町 797,000 8,000 400,000
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