
南あわじ市の基本情報:合併,駅,番地etc

南あわじ市[みなみあわじし]は全国564位(兵庫県内 18位)となる

49,834[人]の人口を抱える兵庫県の都市である。

兵庫県淡路島の最南端に位置する自治体。淡路島最高峰の諭鶴羽山(標高

607m)があり、紀伊水道に浮かぶ沼島も行政区域である。紀伊水道以外には鳴

門南あわじ市(兵庫県)の基本情報:合併,駅,番地etc

海峡と播磨灘にも面している。交通面では明石海峡大橋および大鳴門橋を通る

神戸淡路鳴門自動車道（市内には西淡三原 ICと淡路島南 ICがある）があるこ

とから、神戸などの本州側や海峡と播磨灘にも面している。交通面では明石海

峡大橋および大鳴門橋を通る神戸淡路鳴門自動車道（市内には西淡三原 ICと

淡路島南 ICがある）があることから、神戸などの本州側や徳島を結ぶ高速バス

があり、淡路交通や徳島バス、本四海峡バスといった多数の事業者が運行して

いる。また市内の路線バスについては淡路交通とコミュニティバスが運行して

いる。国道では28号が通る。海外の姉妹都市には米国オハイオ州のセライナ市

がある。

南あわじ市の特筆すべき全国的にも際だった指標をいくつか挙げれば、サービ

ス業(外国の会社)の売上金額は0[百万円]であり全国で10位(兵庫県内でも2

位)、第一次産業就業者数は7,508[人]で全国36位(兵庫県内1位)、耕種・産出

総額は1,623[千万円]で全国で44位(兵庫県内1位)、卸売業・事業所数は

173[箇所]で全国で267位(兵庫県内10位)、卸売業・販売額は32,236[百万円]

で全国494位(兵庫県内19位)となっている。

南あわじ市主な指標

南あわじ市(兵庫県)の主要指標を以下の表に挙げる。各指標や関連する指標に

ついて更に詳細な情報をもっと知りたい場合はページ上下にあるタブ[人口、

財政、製造etc]をクリックしてください。

主な項目 データ
全国ラン

ク

兵庫県内

ランク
総人口 49,834[人] 564位 18位
昼夜間人口比 96.56[％] 830位 18位
総面積 229.23[k㎡] 550位 12位
住宅地の地価平均価格 30,400[円／㎡] 574位 29位
商業地の地価平均価格 70,200[円／㎡] 376位 24位
地方税 6,021[百万円] 570位 22位
財政力指数 0.44 857位 30位
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実質公債費比率 14.9[％] 1488位 27位
経常収支比率 85[％] 580位 7位
課税対象所得 51,064[百万円] 597位 20位
地方自治体の年間人件費  (  最低値  )  3,227[百万円] 516位 22位
農林漁業の売上 2,222[百万円] 472位 10位
製造品出荷額 60,606[百万円] 694位 29位
卸売業・販売額 32,236[百万円] 494位 19位
小売業・販売額 42,931[百万円] 505位 18位
サービス業の売上金額 63,060[百万円] 415位 15位
一万人あたりの医師数 11.24[人] 985位 32位
一万人あたりの刑法犯認知件数 66.22[件] 1033位 37位
宿泊業，飲食サービス業の売上金額 9,424[百万円] 361位 16位

南あわじ市の財政情報:財政力指数,起債制限,地方税etc

南あわじ市は財政力指数において、0.44(全国ランキング：857位, 兵庫県内ラン

キング： 30位)、経常収支比率では、85[％](全国ランキング：580位, 兵庫県内

ランキング： 7位)、地方自治体の年間人件費(最低値)においては、3,227[百万

円](全国ランキング：516位, 兵庫県内ランキング： 22位)となっている。

その他の財政に関するデータはページ内の表を参照すること。また近年の財政

力指数など財政関連指標の推移については全国の都市の財政：南あわじ市  (  兵  

庫県  )  から参照可能であり、 財政情報以外のデータについてはページ最上部ま

たは最下部のタブから切り替えることが可能である。財政(2012)

財政項目 データ 全国ランク 兵庫県内ランク
財政力指数(2012) 0.44 857      位  30      位  
経常収支比率(2012) 85[％] 580      位  7      位  
実質公債費比率(2012) 14.9[％] 1488      位  27      位  
起債制限比率(2007) 18.2[％] 1590      位  32      位  
将来負担比率(2012) 149.4[％] 1641      位  34      位  
ラスパイレス指数(2012) 104.8 874      位  32      位  
財政力指数(2012)：当該団体の財政力（体力）を示す指数。 指数値が大きい方

が優秀。 1.0を上回れば地方交付税交付金の不交付団体となり、 下回れば地

方交付税交付金が交付団体となる。 基準財政収入額を基準財政需要額で除し

て得た数値の過去 ３ヵ年の平均値で示す指数。

経常収支比率[％](2012)：財政構造の弾力性を判断する指標。 比率が小さい

方が優秀。 「人件/扶助/公債費等の経常経費」割る「地方税・普通交付税等の

経常的一般財源」の比率。 端的に言えば人件費等の経常経費比率は75～80%

が妥当値のため、 80%以上は人件費等が高すぎるということになる。
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実質公債費比率[％](2012)：公債費による財政負担の程度を示すもの。 比率が

小さい方が優秀。 18%以上だと地方債の発行に国の許可が必要となり、 25%以

上となると一般事業等の起債が制限される。

起債制限比率[％](2007)：地方債の許可制限に係る指標として地方債許可方針

に規定されたもの。 比率が小さい方が優秀。 15～20%未満で要注意団体。 20

～30%未満で一般単独事業・厚生福祉施設整備事業の制限。 30%以上で一般事

業債の制限となる。

将来負担比率[％](2012)：将来負担しなければならない負債（第三セクターや

公社の負債も含む）の割合のこと。数字が大きいことは、将来世代の負債が大き

いこと（財政が不健全）を示し、数字が小さいことは将来世代の負債が小さいこ

と（財政が健全）を示す

ラスパイレス指数(2012)：地方公務員と国家公務員の平均給与額の差異の目安。

国家公務員給与を100として地方公務員の給与の平均を算出

財政関連(2009-2010)

財政関連項目 データ 全国ランク 兵庫県内ランク
歳入決算総額(2009) 26,749[百万円] 441      位  18      位  
歳出決算総額(2009) 25,985[百万円] 437      位  18      位  
地方税(2009) 6,021[百万円] 570      位  22      位  
住宅地の地価平均価格(2009) 30,400[円／㎡] 574      位  29      位  
商業地の地価平均価格(2009) 70,200[円／㎡] 376      位  24      位  
課税対象所得(2010) 51,064[(百万円)] 597      位  20      位  
納税義務者数(2010) 19,560[人] 573      位  19      位  
地方税[百万円](2009)：地方自治体が課税する税金で都道府県税と市町村税

がある。いずれも財政上の一般経費となる「普通税」と特定の目的に利用する

「目的税」の二種類に区分される

課税対象所得[(百万円)](2010)：所得総額から控除を差し引いた金額

納税義務者数[人](2010)：租税法における納税義務者の人数

地方公務員(2011)

公務員項目 データ 全国ランク 兵庫県内ランク

全職員数 553 501      位  21      位  
全職員の平均年齢 42.9[歳] 798      位  20      位  
月額・給料(全職員平均) 32.13[万円] 767      位  30      位  
月額・扶養手当(全職員平均) 0.79[万円] 1451      位  39      位  
月額・通勤手当(全職員平均) 0.59[万円] 370      位  25      位  
月額・特殊勤務手当(全職員平均) 0.25[万円] 582      位  30      位  
月額・管理職手当(全職員平均) 1.25[万円] 146      位  14      位  
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月額・時間外勤務手当(全職員平均) 1.46[万円] 1184      位  35      位  
月額・その他の手当(全職員平均) 0.57[万円] 1101      位  28      位  
年額・期末手当(全職員平均) 91.94[万円] 754      位  27      位  
年額・勤勉手当(全職員平均) 47.20[万円] 824      位  28      位  
知事/市区町村長の平均給料月額 85.00[万円] 397      位  18      位  
副知事/副市区町村長の平均給料月額 68.00[万円] 514      位  24      位  
議会議長の平均報酬月額 50.00[万円] 333      位  19      位  
議会副議長の平均報酬月額 42.00[万円] 390      位  19      位  
議会議員の平均報酬月額 38.50[万円] 420      位  19      位  
教育長の給料月額 60.00[万円] 587      位  29      位  
職員の平均年収 583.62[万円] 1025      位  36      位  
地方自治体の年間人件費(最低値) 322,741.86[万円] 516      位  22      位  
1万人あたりの職員数 110.97 867      位  16      位  
１人あたりの職員の年間人件費負担額 6.48[万円] 879      位  20      位  
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