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守ろう交通ルール　高めよう交通マナー
～交通事故で大切な人を失わないために～

◎問い合わせ　防災危機管理課　消防交通係　☎37-0104

　県内の交通事故発生率（人口10万人あたり）は全国で平成24年から続いていたワースト１位は脱したものの、ワー
スト２位となっています。県内の市町別でも神埼市はワースト３位です。
　このワーストレベル脱却のために、改めて交通安全について考えてみましょう。交通事故を起こすのも防ぐのも皆
さん次第です。

　佐賀県では平成30年に交通マナー向上のためのネーミングを県民から募

集されました。そこで生まれたのが、「やめよう！佐賀のよかろうもん運転」

です。

　皆さんは「よかろうもん運転」していませんか？

　「よかろうもん運転」は、交通事故に繋がる大変危険な運転です。ドライ

バーは、「よかろうもん運転」を絶対にやめ、緊張感を持ってハンドルを握

るようにしましょう。

ワースト順位 H27 H28 H29 H30 R1.12月末時点

1 江北町 吉野ヶ里町 神埼市 神埼市 吉野ヶ里町

2 佐賀市 神埼市 吉野ヶ里町 小城市 江北町

3 鳥栖市 佐賀市 江北町 吉野ヶ里町 神埼市

4 吉野ヶ里町 江北町 小城市 大町町 佐賀市

5 神埼市 上峰町 佐賀市 佐賀市 小城市

県　　内 発生件数 前年比

人身事故（件） 5,040 -685

死者（人） 34 +4

物損事故（件） 20,475 -548

神埼市 発生件数 前年比

人身事故(件) 230 -70

死者(人) 0 -3

追突事故(件) 129 -1

○交通事故発生市町ランキング（発生地別）

○県内および神埼市内における交通事故発生状況（令和元年中）
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やめよう！佐賀のよかろうもん運転

・車間詰めても よかろうもん

・合図出さんでも よかろうもん

・信号守らんでも よかろうもん

・スマホ使っても よかろうもん

・３秒間の車間距離

・３秒30メートル前の方向指示器

・３分前の出発（早めの行動かつ信号遵守）

・運転中は操作しない
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◎市内で発生している交通事故は、交通量の多い路線で多発しています。
・「国道34号線」では特に、神埼橋交差点から上犬童交差点までの間
・「国道２６４号線」では特に、姉交差点から藤ノ木交差点までの間
・「県道佐賀川久保鳥栖線」では特に、飯町交差点から中副交差点までの間

◎事故の形態は追突事故が一番多く、全人身事故の約53％を占めています。
【参考】佐賀県平均約44％、全国平均約35％

◎高齢者が関係する死亡事故が多く発生しています。
全人身事故の約34％は高齢者が関係しています。
また、死亡事故に関係した高齢者は全体の52.9％となっています。

１．追突事故に注意！
「前をよく見る」「車間距離を十分に取る」「運転に集中する」という習慣を身に付け、追突事故を防止しましょう。

２．余裕を持った運転！
交通事故は朝と夕方に多く発生しています。早めに出発するなど、時間に余裕を持って運転しましょう。

３．高齢者にやさしい運転！
　高齢者を見かけたときは、特に思いやりのある運転をしましょう。また高齢者が夜間に歩いて外出する時は、
明るい服装で反射材を付け、ドライバーが早く認知できるようにしましょう。

○神埼警察署管内人身事故マップ（令和元年中）

（神埼警察署管内の人身交通事故370件）

各数字は人身事故発生件数

田手交差点

久留米分岐
交差点

０

神埼市内で発生している交通事故の特徴

～交通事故で大切な人を失わないために～

▲春の交通安全県民運動街頭キャンペーン
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【用語解説】
自主財源…市が自主的に調達できる収入
依存財源…国、県から交付される財源や地
方債のこと
地方交付税…全国すべての市町村が等しく
行政サービスを提供できるよう国から交付
されるもの
地方債…市が財政上必要とする資金を外部
から借入れるもの
国庫･県支出金…特定の事業に対する国･県
からの補助金など
繰入金…これまで積み立てた基金などから
繰り入れる財源

【用語解説】
義務的経費…支出が義務づけられ毎年支出

しなくてはならない経費

投資的経費…普通建設事業費や災害復旧事

業費など社会資本の整備にかかる経費

扶助費…社会保障制度の一環として生活困

窮者や身体障がい者などの生活を維持する

ために支出される経費

補助費等…市から他の地方公共団体など

に、行政上の目的で交付される経費

普通建設事業費…道路、橋梁、学校など

公共施設の建設事業にかかる経費

国・県支出金など依存財源が６割
　最終予算は、前年度と比較して大幅に増加しました。自主財源が39.0％に対し依存財
源は61.0％、市の行政サービスの多くは地方交付税や国・県支出金などの依存財源で賄
われている状況です。中でも、地方交付税が25.9％、国庫支出金が9.9％で歳入全体の
約３割以上を占めています。
　今後も、地方交付税の大幅な伸び等は期待できず、厳しい財政状況が予想されます。
自主財源の確保と、歳入に見合った歳出規模を基本とすることが重要になります。

投資的経費が１割減少
　「義務的経費」が対前年度比2.5％の増加、「投資的経費」が対前年度比12.8％減少し
ました。扶助費は、介護サービスや障がい者サービス、子育て支援施策などの推進で増
加傾向にあります。普通建設事業費は、新庁舎建設事業や脊振町複合施設建設事業など
大型事業の進捗で、全体の13.6％を占めています。また、今後、道路橋梁や各施設の老
朽化対策などにかかる費用も増加することが見込まれます。

　市民の皆さんに納めていただいた税金がどのように使われているか、市の財政状況がどのような状況にあるのか
をお知らせするため、財政事情を公表します。

令和元年度　一般会計　
　歳入・歳出　最終予算額　１８７億８，５５５万円

歳入

歳出

～神埼市の財政事情～
◎問い合わせ　財政課　財政係　☎37-0101

歳入

地方税
34億634万8千円

地方税
34億634万8千円

分担金・負担金
6,873万5千円
分担金・負担金
6,873万5千円

使用料・手数料
2億2,706万9千円
使用料・手数料
2億2,706万9千円

繰入金
15億6,758万6千円
繰入金
15億6,758万6千円
繰越金
101万円
繰越金
101万円

寄附金・財産収入・諸収入
20億5,477万1千円
寄附金・財産収入・諸収入
20億5,477万1千円

地方譲与税
1億5,713万5千円
地方譲与税
1億5,713万5千円
各種交付金
6億5,396万4千円
各種交付金
6億5,396万4千円

地方交付税
48億5,100万8千円
地方交付税

48億5,100万8千円

依存財源
61.0％
依存財源
61.0％

自主財源
39.0％
自主財源
39.0％

国庫支出金
18億5,694万円
国庫支出金
18億5,694万円

県支出金
14億6,478万4千円

県支出金
14億6,478万4千円

地方債
24億7,620万円

地方債
24億7,620万円

歳出

人件費
22億6,530万1千円

人件費
22億6,530万1千円

扶助費
30億8,438万1千円

扶助費
30億8,438万1千円

義務的経費
38.2％
義務的経費
38.2％

投資的経費
15.0％
投資的経費
15.0％

その他経費
46.8％
その他経費
46.8％

公債費
18億2,655万1千円

公債費
18億2,655万1千円

普通建設事業費
25億5,717万3千円
普通建設事業費
25億5,717万3千円

物件費
18億9,132万1千円

物件費
18億9,132万1千円

維持補修費
7,179万8千円
維持補修費
7,179万8千円

補助費等
32億7,817万2千円

補助費等
32億7,817万2千円

災害復旧事業費
2億5,760万8千円
災害復旧事業費
2億5,760万8千円

繰出金
16億4,991万5千円

繰出金
16億4,991万5千円

積立金
18億5,133万円

積立金
18億5,133万円

予備費　2,000万円予備費　2,000万円

投資及び出資金・貸付金
3,200万円

投資及び出資金・貸付金
3,200万円


