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【お問い合わせ】　総務部　企画財政課　財政係 　☎945-4533

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、西原町の財政の状態を判断する四つの指標 ( 実質赤

字比率　連結実質赤字比率　実質公債費比率　将来負担比率　※以下｢健全化判断比率｣と表します。) 及び公営企

業（水道・下水道事業など）の経営状況を示す指標（※以下「資金不足比率」と表します。）を公表します。

　平成２７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は以下の表のとおり各基準を下回っております

が、本町の財政状況が厳しいことに変わりはなく、より一層の行財政改革努力を行い、引き続き健全な財政運営

に取り組んで行きます。

平成27年度 健全化判断比率等の公表平成27年度 健全化判断比率等の公表

【健全化判断比率】

実質赤字比率（③）
連結実質赤字比率（④）
実質公債費比率（⑤）
将来負担比率（⑥）

－ 　　　

－ 　　　

8.3％

86.0％

早期健全化基準（①）

14.25％ 

19.25％ 

25.0％ 

350.0％ 

西原町健全化判断比率 財政再生基準（②） 

20.0％ 

30.0％ 

35.0％ 

※財政状況が黒字の場合、赤字比率は算定されないため「―」表示となります。

【資金不足比率】

〈用語解説〉

水道事業会計
公共下水道事業特別会計
土地区画整理事業特別会計

資金不足比率（⑦）

－ 　　　

－ 　　　

－ 　　　

経営健全化基準（⑧）

20.0％ 

20.0％ 

20.0％ 

会　計　区　分 　　備 　考 

資金不足なし 

資金不足なし 

資金不足なし 

※いずれの会計も黒字で、資金不足比率は算定されないため「―」表示となります。

○この記事に関する情報や対象となる会計のイメージ図は、町ホームページでも公表しております。

　〔トップページ→西原町役場のご案内→財政→平成 27 年度→平成 27 年度西原町健全化判断比率等の公表〕

当該基準を超えた場合は、「財政健全化計画」を策定し、自主的かつ計画的に財政の
健全化を図らなければなりません。

当該基準を超えた場合は、「財政再生計画」を策定し、総務大臣に報告、同意を得て
財政の再生を図らなければなりません。

地方公共団体の一般会計等の赤字額の標準財政規模（⑨）に対する比率です。

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模（⑨）に対する比率です。

一般会計が負担する借入金の返済額の※標準財政規模に対する比率です。一部事
務組合への負担金や公営企業に対する繰出金の中の元利償還金（借入金の返済
額）相当分も加えられています。

現時点での借入金の残高をはじめ、退職手当など一般会計が将来負担すべき負債
の標準財政規模に対する比率です。

公営企業会計の資金不足額の事業規模（営業収入）に対する比率です。

当該基準を超えた場合は、「経営健全化計画」を策定し、自主的かつ計画的に経営の
健全化を図らなければなりません。

地方自治体の標準的・恒常的な収入で、税収及び普通交付税が主なものです。

①早期健全化基準

②財政再生基準

③実質赤字比率
④連結実質赤字比率

⑤実質公債費比率

⑥将来負担比率

⑦資金不足比率

⑧経営健全化基準

⑨標準財政規模

　熊本地震災害義援金として、日本赤十字社沖縄県支部西原町分区（上間明分区長）へ812,279円
が寄せられました（平成28年9月28日現在）。お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社沖縄県支部
に送金し、被災者のみなさまの支援に役立てていただきます。
　また、本町から義援金100万円を日本赤十字社に寄付しました。
　本町では、引き続き熊本地震の被災支援として義援金を受け付けておりますので、ご協力お願
いします。これまでに寄せられた善意に感謝し、詳細につき以下でご報告します。

「平成28年熊本地震災害義援金」「平成28年熊本地震災害義援金」
～たくさんの善意ありがとうございます～

【お問い合わせ】　福祉部こども福祉課 社会福祉係　☎945-5311

～たくさんの善意ありがとうございます～

かり  また   あき  と

派 遣 理 由 県選抜
九州地域少年サッカートレセンＵ-12大会派 遣 大 会

西原小学校サッカー

狩俣 瑛斗（６年）
すえ よし　あえ  な      かわ  みつ　  さくら

県 大 会 名 第３６回　新報児童オリンピック大会バトミントン競技

第３３回　全九州小学生バトミントン選手権大会
３位（ダブルス）県大会成績

派 遣 大 会

西原小学校バトミントン

末吉 和奈（4年） 川満 咲来（4年）

スポーツで大活躍！スポーツで大活躍！県外
派遣
児童、生徒の県外大会に係る派遣費用の一部を、西原町が助成しています。

 め  かる　 さ　 き　　　　　　　　　　　　  たけ うち　ゆい　　　　　　　　　　　　　　ほか   ま　   み　 も　　　　　　　　　　おお  はま　   さ　き　　　　　　　　　　　　  もり　ね　   ま   りん

しろ　ま　  はる　な　　　　　　　　　　　　   ご　 や　  りん　　　　　　　　　　　　　   ほり  かわ　かず  き　　　　　　　　　　   よ　 な    みね　  さきな　　　　　　　　　　 たま よせ

たま  な 　 は　  あい  み　　　　　　　　　　  ひ 　 が　　り　 み 　 な　　　　　　　　　　なか  まつ　まき  こ　　　　　　　　　　かね   こ　　さ　や　　　　　　　　　　　　  とう  やま　  ゆ   づき

 ひ　 が　    れ 　な　　　　　　　　　　　　   お   なが　たま   こ　　　　　　　　　　　　　き　 な　  あや   め　　　　　　　　　　   ま　  え　  だ　   り　  お　　　　　　　　　  あがり  え　   み　ゆ

くろ   き　  ゆう   こ　　　　　　　　　　　　 なか   そ    ね　あかり　　　　　　　　　　　   ぎ　  ま　   み  すず　　　　　　　　　    よ　  な　みね　りん　　　　　　　　　　　   たな はら

 い　  さ　　り　  り　  な　　　　　　　　　　  か   とう　 ゆう  か　　　　　　　　　　　　   め   かる　   ことの　　　　　　　　　　 やま  だ　    り　  あ　  な　　　　　　　　　   たま   な　  は　   あかり

 ち   ねん　  あ 　 か 　り　　　　　　　　　　 うえ  はら　   こはる　　　　　　　　　　　　　り　　かすみ　　　　　　　　　　　　   き　 な　    はるか　　　　　　　　　　　　　や　 び　 く　  とも   こ

 ひ　 が　   ま　  な　　　　　　　　　　　　  ひ 　 が　　　　　　　　　　　　　　　　　たま  な　  は　　か　ほ

県 大 会 名 第５６回　沖縄県合唱コンクール（第７１回九州合唱コンクール県予選）

第８回九州合唱コンクール（小学生部門）
金賞県大会成績

派 遣 大 会

坂田小学校合　唱

銘苅 彩希（６年）　　武内 結（６年）　　　外間 美萌（６年）　大濵 咲希（６年）　　森根 真鈴（６年）
城間 春菜（６年）　　呉屋 凜（６年）　　　堀川 和希（６年）　與那嶺 咲花（６年）　玉寄 みくに（６年）
玉那覇 愛心（６年）　比嘉 璃美那（６年）　仲松 蒔子（６年）　金子 紗也（６年）　　當山 優月（６年）
比嘉 玲菜（５年）　　翁長 珠子（５年）　　喜納 彩芽（５年）　眞榮田 梨央（５年）　東江 美夢（５年）
黒木 裕子（５年）　　仲宗根 陽（５年）　　儀間 未鈴（５年）　與那嶺 凜（５年）　　棚原 リリカ（５年）
伊佐 梨里菜（５年）　加藤 優佳（４年）　　銘苅 詩望（４年）　山田 利杏菜（４年）　玉那覇 朱莉（４年）
知念 明加梨（４年）　上原 小桜（４年）　　李 佳純（３年）　　喜納 陽花（３年）　　屋比久 智子（３年）
比嘉 麻渚（２年）　　比嘉 キララ（２年）　 玉那覇 佳歩（２年）

　　　　　 氏　　　名
「梅の香り」歌碑建立記念事業委員会
コールにしはら
自治会
西原町役場職員
匿　名（4件）
平伊工業
募金箱
西原町

金  　額（円）　
7,153
10,147
320,566
267,157
42,324
100,000
64,932

1,000,000

○日本赤十字社沖縄県支部
　西原町分区受付分
　　　　　　合計812,279円

○日本赤十字社沖縄県支部

平成27年度 健全化判断比率等の公表


