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問い合わせは　財政課　☎898-6542

　平成19年決算から、地方公共団体は健全化判断比率と
資金不足比率の公表が義務付けられています。健全化判
断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合や
資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、財
政健全化計画を策定し、計画的に健全化に向けて取り組ま
なければなりません。
　本市の状況は右表のとおりで、いずれも基準を下回って
います。今後もより一層の財政の健全化を図ります。

■用語解説
実質赤字比率…一般会計等の実質的な赤字額が、標準財
政規模に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標。
一般会計等…一般会計と簡易水道事業等特別会計。
標準財政規模…地方公共団体の標準的な一般財源を示す
もの。
連結実質赤字比率…全会計の実質的な赤字額が、標準財
政規模に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標。
実質公債費比率…一般会計等の公債費（借入金の返済額）
だけでなく、公営企業会計等の公債費に充てるための繰出
金などを含めた実質的な公債費が、標準財政規模に対して
どのくらいの割合になるのかを示す指標。
将来負担比率…一般会計等が抱える実質的な負債の残高

が、標準財政規模に対してどのくらいの割合になるのかを
示す指標。
実質的な負債…一般会計等の地方債現在高、公営企業債
のうち一般会計等からの負担見込み額、一般会計等が負
担する見込みの職員退職手当支給予定額、土地開発公社
等の負担見込額など。
資金不足比率…各公営企業の資金不足額が、事業の規模
に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標。

財政健全化判断比率など平成22年度分を公表します

　11月はねんきん月間。この機会に、身近で大切な年
金について考えてみましょう。年金は受給資格があっ
ても請求しないと受給できません。受給資格や請求方
法など、詳しくは問い合わせてください。
■世代と世代の支え合い
　国民年金は働く世代が高齢者世代を支える世代間扶
養です。働く世代が負担する保険料が高齢者の収入（年
金給付）になります。
■納めた保険料を上回る年金給付を保障
　年金の給付に必要な費用の一部は国の負担です。国
民年金は、生涯にわたり受け取ることができます。
■不測の事態の備え
　病気やけがで働けなくなったときや一家の支え手が
亡くなったときに、障害基礎年金や遺族基礎年金があ

なたやあなたの家族を支えます。
■保険料は必ず納めましょう
　これらの利点を受けるためには、保険料を納める
必要があります。保険料は、金融機関やコンビニで
直接納めるほか、口座振替やクレジットカード、イン
ターネット、携帯電話などでも納めることができます。
経済的に納めることが難しい人には、免除制度があ
ります。
■社会保険料控除証明書
　国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象。
控除を受けるためには、申告の際に11月上旬までに
送付される社会保険料控除証明書か、ことし１月か
ら12月までに納めた国民年金保険料の領収証書の添
付が必要です。

暮らしに欠かせない年金
仕組みをしっかり把握しよう

問い合わせは　市民課　☎898-6254
	 前橋年金事務所　☎231-1706

健全化判断比率

区分
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 

平成22年度
本市の状況 

実質赤字額 
なし

連結実質 
赤字額なし

12.70 111.70

早期健全化基準 11.25 16.25 25.00 350.00

財政再生基準 20.00 40.00 35.00 － 

資金不足比率

区分
水道事業 

会計 
下水道事業 

会計 
農業共済 
事業会計 

農業集落排水 
事業特別会計 

平成22年度
本市の状況 

資金不足額なし

経営健全化基準 各20.00

■空間放射線量
　表１のとおり測定を行っています。すべての施設で、国
が示す安心確保のために設けられた基準値の毎時1.0マイ
クロシーベルトを大きく下回っているため、通常の生活に
影響はありません。
■小中学校などのプールの水
　これまで小中学校では６回、社会体育施設では５回測
定を行いましたが、いずれも放射性物質は検出されませ
んでした。

■学校給食用の食材

　６月から全国に先駆けて放射性物質の測定を行ってい
ます。使用頻度の高い食材を対象に、これまで９回測定
を行いましたが、表２のすべての品目で放射性物質は検
出されませんでした。
　また、学校給食で使用する主な食材の産地について、
本市ホームページで公表しています。今後も、引き続き
放射性物質測定と産地公表を行い、安全安心な学校給食
の提供に努めていきます。

　本市では、公共施設などでの空間放射線量の測定
や、プールの水や学校給食用の食材などにおける放
射性物質の測定を行っています。
　今後も定期的に各測定を行い、本市ホームページ
などで随時お知らせしていきます。

学校給食用食材の放射性物質の測定
測定日＝６月８日〜10月19日

測定品目 産地 測定結果
キャベツ 本市産・群馬県産

不検出

コマツナ 本市産

牛乳 群馬県産

タマネギ 本市産

ニンジン 千葉県産・北海道産

ジャガイモ 長崎県産・本市産

豚肉 群馬県産

キュウリ 本市産

鶏肉 群馬県産

ダイコン 群馬県産

ネギ 茨城県産

ベーコン 本市産

モヤシ 栃木県産

エノキタケ 長野県産

チンゲンサイ 本市産

ハンバーグ 国産

カボチャ 本市産

ナス 本市産

シメジ 本市産

ピーマン 茨城県産

ホウレンソウ 群馬県産

鶏卵 本市産

煮干し 千葉県産

ハクサイ 群馬県産

こんにゃく 群馬県産

焼きそば麺 群馬県産他

海藻ミックス 国産

問い合わせは
　　環境政策課　☎898-6294
　　教育委員会総務課　☎898-5810

市内各地の放射線量測定結果（抜粋）
測定日＝９月21日〜27日

測定場所 町名
測定値（マイクロシーベルト/時）

地表 50cm １ｍ

市役所 大手町二丁目 0.081 0.092 0.082 

るなぱあく 大手町三丁目 0.067 0.058 0.055 

敷島公園 敷島町 0.046 0.049 0.056 

広瀬三丁目公園 広瀬町三丁目 0.061 0.049 0.054 

下川中央公園 下川町 0.067 0.061 0.056 

石関公園 石関町 0.063 0.054 0.061 

荻窪公園 荻窪町 0.060 0.053 0.052 

川曲緑地 川曲町 0.085 0.069 0.067 

赤烏公園 古市町一丁目 0.041 0.035 0.034 

清里前原公園 青梨子町 0.063 0.070 0.066 

下橋第２公園 駒形町 0.061 0.050 0.058 

大室公園 西大室町 0.063 0.057 0.057 

今井沼公園 今井町 0.072 0.058 0.052 

大胡支所 堀越町 0.080 0.073 0.062 

宮城支所 鼻毛石町 0.092 0.071 0.071 

ふれあいの橋付近 苗ヶ島町 0.169 0.163 0.151 

粕川支所 粕川町西田面 0.075 0.060 0.055 

富士見支所 富士見町田島 0.077 0.068 0.066 

市之木場ふれあい広場 富士見町市之木場 0.126 0.099 0.092 

市消防団箕輪器具置場 富士見町赤城山 0.175 0.145 0.130 

赤城少年自然の家 富士見町赤城山 0.115 0.122 0.120 

国立青少年交流の家 富士見町赤城山 0.090 0.085 0.084 

六供清掃工場南 六供町 0.076 0.049 0.052 

亀泉清掃工場北 亀泉町 0.064 0.053 0.052 

大胡クリーンセンター北 堀越町 0.055 0.056 0.056 

水質浄化センター東 六供町 0.064 0.057 0.051 

表２表１

（単位：%）

市内の放射線量などを測定しました

生活に影響のない数値です

安心して食べてね

（単位：%）


