
          
           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 21年 10月 1日から 
 
平成 22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 22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21年度の平成21年10月1日から平成22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２２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

95.9

執　行　率

45,947,889

95.2

96.6

319.9179,123

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

　　款 　予　算　現　額 収　入　済　額

15,679,568

32,138,000

47,996,691

款 予　算　現　額

83.6

97.3

0.0

95.3

2,100,000

47,232,000

50,032,000

1,755,050

0

47,702,939

700,000
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 　　　            平成２２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

90.7138,000,000 125,148,654

　３．予　　　備　　　 費

14,781,362

  １．卸　売　市　場　費

  ２．公　　　債　　　費　　　

執　行　率

122,218,000 110,367,292 90.3

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 22,500,000

　２．　使用料及び手数料

91.020,467,534

歳　　入　　合　　計 138,000,000 94.0129,716,846

85,800,000 81,549,312 95.0

　１．　分担金及び負担金 29,700,000 27,700,000 93.3

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２２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 28,900,000 28,536,346 98.7

　１．総　　 務　　 費　 28,900,000 28,536,346 98.7

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

歳　　入　　合　　計 28,900,000 28,819,846 99.7

　３．諸　　　収　　　入 30,000 38,000 126.7

  ２．繰　　　越　　　金 1,000 0 0.0

  １．財　 産 　収 　入 28,869,000 28,781,846 99.7

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２２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 51,461,000 0 0.0

　２．事　　業　　収　　入 85,000,000 130,619,956 153.7

　３．使用料及び手数料 20,000 17,680 88.4

　５．繰　　　越　　　金 1,000 0 0.0

　６．諸　　　収　　　入 1,000 12,130 1,213.0

歳　　入　　合　　　計 141,000,000 135,166,070 95.9

款 予　算　現　額 支　出　済　額 執　行　率

 １．総　　　務　　　費　　 12,918,000 12,072,999 93.5

 ２．衛　　　生　　　費 123,265,000 108,346,770 87.9

 ３．公　　　債　　　費 4,517,000 4,516,304 100.0
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歳　　出　　合　　計 141,000,000 124,936,073 88.6

　４．繰　　　入　　　金 4,517,000 4,516,304 100.0



　（２）　財産･公債及び一時借入金の現在高

　　　ア　財　　産 　　　　　　　平成２２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

　　　　　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
2,080,984,959

　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

自動現像機（レントゲン撮影用）

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２２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２２年３月３１日現在

　　　　　　　　　　　該　当　な　し

　区　　　　　　分

58,490,000

74,126,834

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）

822,000

計 32,138,000 27,700,000 0 59,838,000

川　北　町 800,000 22,000 0

2,915,000 0 12,983,000

能　美　市 6,340,000 623,000 0 6,963,000

計

　　　　　　　　平成２２年３月３１日現在
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小　松　市 14,930,000 24,140,000 0 39,070,000

加　賀　市 10,068,000
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