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23,459

26,663 28,879 55,542

（６）就業人口比率（H27.10.1）

（住基）

15,536

（５）有権者数（H29.3.2）

女性 合計男性

66,201

（27.4%）
68,209

24,863

18,685 26,486

4.9 30.2 64.9
第一次産業 第二次産業 第三次産業

H29.1.1

H17.10.1
（世帯）

(27.4%)
18,175

上人口（人）

H27.10.1
（国調）

H22.10.1
（国調）

(23.5%)

タンチョウ

66,855

林野面積

（H27．2．1）

区分 人口（人）

（４）人口、世帯数［住基人口県内第　４　位］

13,768

市の花

24.90

（１）位置図

総面積
211.90

＜概要＞

耕地面積

（２）主要施設案内図

キャッチフレーズ　　　　岡山・倉敷に並ぶ新都心　総社　～全国屈指の福祉文化先駆都市～

山振，特農，特土，辺地
水利，農済，ごみ，税整
理，消防補償，競艇，後
期高齢者医療

もみじ れんげ

市の鳥 一部事務組合等加入事業

【法適】上水，工水
【非適】下水（公共，特
環，農集），観光（休養）

０８６６－９２－８２００

地域指定 公営企業

（新設）

（国調）
66,584 22,740

(20.7%)

市の木

ホームページ

ＦＡＸ ０８６６－９３－９４７９

（７）沿革

H17. 3.22 総社市、都窪郡山手村、清音村が合併

134.05

世帯数うち６５歳以

http://www.city.soja.okayama.jp/

（３）面積

［総面積県内第　１３　位］　　　（k㎡）

（H28．7．15）

（H28．10．1）

総社市
そ う じ ゃ し

〒

所在地

ＴＥＬ

市町村コード 法人番号

332089 3000020332089

７１９－１１９２

総社市中央１－１－１
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○障がい者千人雇用事業 ○ごみ袋変動相場制

○市民提案型事業 ○生涯現役促進地域連携事業（そうじゃ60歳からの人生設計所）

○多文化共生事業 ○そうじゃ「地・食べ」委員会設置による地産地消推進事業

○総社市新生活交通 ○観光プロジェクト

○ひきこもり対策推進事業（ワンタッチ）

＜ユニークな施策・事業＞

○そうじゃ吉備路マラソン ○「子育て王国」のまちづくり事業

○グランドデザイン改革

＜行政機構図＞

＜主要な施策・事業＞

○福祉王国プログラム2017

2 2 20

公 共 社 他 無 欠
職員数

（H２８．４．１現在）
５５０人（うち一般行政職２７３人） 定数

２４人
（２２人）

自 民

Ｈ 29. 10.  1

片岡　聡一 当選回数　３　回
議長 荒木　勝美

副市長 田中　博
副議長 頓宮　美津子

○昭和地区等英語教育推進事業

（８）執行機関、議会　（H29.4.1現在）

執
行
機
関

市長
かたおか　そういち 任期　Ｈ 31. 10. 13

議
会

任期

 

臨時福祉給付金等支給対策室

総合政策部

総 務 部
総務課，財政課，契約検査課，税務課，危機管理室，コンプライ
アンス推進室

秘書室

政策監

副市長市長

政策調整課，人口増推進室，ふるさと納税推進室，市政情報課

市民生活部
そうじゃ吉備路マラソン推進室，人権・まちづくり課，交通政策課，
市民課

保健福祉部 健康医療課，福祉課，こども課，長寿介護課

産 業 部 農林課，商工観光課，企業誘致対策室

建 設 部 地域応援課，土木課，都市計画課，建築住宅課

管理者

環境水道部 下水道課，環境課，上水道課

会計管理者 会計課
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150(150) 0.7 1.03,500 6.0 3,000,000～50,000 12.1 1.4 0.30

個人均等割 個人所得割 法人均等割 法人税割 200万以下 その他

436,435 7,853,374 98.7

②税目別税率（平成28年度） （円，％）

市町村民税
固定資産税 都市計画税 入湯税

鉱産税

固定資産税 その他 小計
個人分 法人分

2,878,894 401,797 3,573,410 562,838 7,416,939

連結実質赤字比率 -

（４）市町村税の状況

①税収状況（平成27年度，現年課税分） （千円，％）

法定普通税

目的税 合計 徴収率市町村民税

公債費負担比率 15.1 翌年度債務負担行為 5,477,345
実質赤字比率 -

補助費等 10.3 うちその他特定目的基金 5,189,381
公債費 18.1 地方債現在高 30,016,142

人件費 24.0 うち財政調整基金 4,427,722
物件費 11.9 うち減債基金 872,657

経常一般財源比率 95.3 実質収支比率 4.7
経常収支比率 90.8 基金現在高 10,489,760

財政力指数 0.58 実質公債費比率 10.4
標準財政規模 16,000,462 将来負担比率 44.2

（３）主要指標等 （千円，％）

区分 H27決算 区分 H27決算

その他 1,564,438 5.7 （注）構成比は表示単位未満を四捨五入して
いるため、合計と一致しない場合がある。歳出計 27,545,151 100.0

うち単独分 1,679,058 6.1
繰出金 3,089,634 11.2

補助費等 2,953,735 10.7
普通建設事業費 3,689,448 13.4

公債費 3,057,931 11.1
物件費 3,380,143 12.3

義務的経費計 12,867,753 46.7
人件費 4,571,915 16.6
扶助費 5,237,907 19.0

その他 5,812,563 20.3
歳入計 28,636,672 100.0

地方債 2,543,050 8.9
うち臨時財政対策債 1,113,650 3.9

地方交付税 6,762,480 23.6
国・県支出金 5,563,000 19.4

区分 H27決算 構成比

地方税 7,955,579 27.8

△ 277,390 522,716 - - 245,326

（２）主な歳入歳出 （千円，％）

28,636,672 27,545,151 1,091,521 748,037

単年度収支 積立金 繰上償還費 積立金取崩額 実質単年度収支

＜財政（普通会計）＞

（１）決算収支（平成27年度） （千円）

歳入決算額 歳出決算額 形式収支 実質収支
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（５）友好都市等
雪舟ゆかりの地（山口市，益田市，三原市，井原市，防府市），源流の家（新見市），福
山城（新潟県十日町市）

＜その他の情報＞

（１）名所・旧跡 備中国分寺，鬼ノ城，宝福寺，乳神さま（軽部神社），福山城跡，名勝豪渓

（２）祭り・イベント等
れんげまつり（４月），雪舟フェスタ（８月），赤米フェスタ（９月），宝福寺ライトアップ（１１
月），備中国分寺五重塔ライトアップ，SOJAイルミネーション（１２月），そうじゃ吉備路マ
ラソン（２月）

（３）名物・特産

施設数（所） 3 48 27

（４）姉妹都市 茅野市（長野県）

定員（人） 1,205 50 370

桃，ぶどう，千両ナス，セロリ，いちご，玉どうふ，赤米，きびみどり

＜医療＞（H27.10.1）

区分 病院 診療所 歯科

区分 保育所 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム

922

施設数（所） 13 1 7

210

＜教育＞（H28.5.1）

区分

学校数（園，校）

幼稚園

児童生徒数（人）

＜福祉＞（H28.10.1）

17 1 15 4

商業

事業所数（店） 従業者数（人） 販売額（百万円）

H26.7.1 H26.7.1 H26.7.1

441 3,316 73,212

工業

事業所数（所） 従業者数（人） 出荷額（百万円）

H26.12.31 H26.12.31 H26.12.31

146 8,892 228,293

H28.7.15 H28年 H27年

2,707 24.90 7,020 2,930

8.6 59.8 68.7

＜産業＞

農業

農家数（戸） 耕地面積（k㎡） 米収穫量（t） 産出額（百万円）

H27.2.1

＜公共施設＞（平成27年度末）

都市公園　住民基本台帳 下水道等普及率（％）

搭載人口１人当たり面積（㎡） 公共下水道（対行政区域内人口） 下水道等（対行政区域内人口）

678 91 0 0 △ 7 52

下水道事業（公共下水道） 下水道事業（特定環境保全公共下水道） 下水道事業（農業集落排水施設）
収支再差引 実質収支 収支再差引 実質収支 収支再差引 実質収支

314,860 319,628 - - - -
経常損益 利益剰余金 - - - -

3,944 1,966

幼保連携型認定こども園 小学校 中学校

＜財政（主な公営企業会計）＞（平成27年度決算） （千円）

上水道事業 簡易水道事業 病院事業




