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財政課

予
算
の
執
行
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

令和３年度の一般会計、特別会計及び企業会計における令和４年３
月 31 日現在の予算の執行状況をお知らせします。

令和３年度　執行状況報告
市民税や固定資産税などの市税を主な財源として、市民の皆さ

んの暮らしに直接関係のある道路や河川の整備、ごみ処理や福祉、
教育などの事業を行うための会計です。

一般会計

令和４年３月 ３１ 日現在、予算額 ９2３ 億 ６,６３4 万円に対し、収入率は 85.９％、支出率
は 8１.2％となっています。

【支出】
▶民生費…子供や高齢者な
どの福祉に使うお金
▶土木費…道路や河川整備
などに使うお金
▶衛生費…保健やごみ処理
などに使うお金
▶総務費…市役所の経営管
理、戸籍の管理、選挙な
どに使うお金
▶公債費…借り入れた地方
債（市債）の返済金（元金
と利子）など
▶教育費…学校・生涯教育、
文化・スポーツ振興に使
うお金
▶商工費ほか…商工業・農
林水産業の振興など、そ
の他に使うお金

【支出】　予算額 923 億 6,634 万円
　　　　　　　　　　　支出額 749 億 8,560 万円

3５５ 億 2，2５2 万円

3１6 億 ４，63４ 万円

９8 億 ４，０68 万円

１４５ 億 8４５ 万円

8１ 億  １2０ 万円

９４ 億 3，8１４ 万円

９５ 億 3，４3７ 万円
７6 億 ４，8１０ 万円

７０ 億 6，４５５ 万円
７０ 億 １，8４７ 万円

6４ 億 ５，368 万円
５3 億 2，2９９ 万円

９４ 億 ４，2０９ 万円
５8 億 １，０36 万円

【収入】
▶市税…皆さんが納めた市
民税や固定資産税など
▶国庫支出金…国からの補
助金や負担金など
▶県支出金…県からの補助
金や負担金など
▶市債…市が建設事業など
の財源に充てるために借
り入れる長期の借入資金
▶地方消費税交付金…消費
税のうち国から配分されたお金
▶�地方交付税…財源調整な
どのために国から再配分
されたお金
▶繰入金ほか…基金などか
ら繰り入れたお金など

【収入】　予算額 923 億 6,634 万円　
　　　　　　　　　　　収入額 792 億 9,999 万円

用 語 解 説

32９ 億 3，8０2 万円

１９０ 億 １，6０2 万円

83 億 6，７５５ 万円

７９ 億 ９，４3０ 万円
3７ 億 ４，７１０ 万円

４6 億 2，０００ 万円
４９ 億 １，４４2 万円

3０ 億 ９，０９１ 万円
3１ 億   ９４ 万円

１2５ 億 ７，8４０ 万円
１１０ 億   １９ 万円

４５ 億 8，33０ 万円

国庫支出金

市税

県支出金

市債

地方消費税
交付金

地方交付税

繰入金ほか

０ １５０１００５０ 3００2５０2００ 3５０

０ １５０１００５０ 3００ 3５０ ４００2５０2００

民生費

商工費ほか

教育費

公債費

土木費

総務費

衛生費

（億円）

（億円）

予算額
支出額

予算額
収入額

４００

3１8 億

23９ 億 １，５１8 万円
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　国民健康保険や介護保険など特定の事業を行う場合に、保険料などの特定の収入で、
その支出を賄うものです。このように独立して行う事業を特別会計として、一般会計
と別に経理しています。

特別会計

会　計 予算額 収入額 支出額

国民健康保険事業 21４ 億 ８,８４４ 万円 2０2 億 ９,０９４ 万円 1９９ 億 ４,９８5 万円

介護保険事業 1８1 億 ４,４61 万円 1７９ 億 2,４７2 万円 16４ 億 ７,1９０ 万円

後期高齢者医療事業 2７ 億 2,８００ 万円 2７ 億 1,2７７ 万円 2３ 億 ９,８21 万円

土地取得事業 6,３25 万円 6,2８1 万円 6,2８1 万円

　病院の診察料や水道料金などの特定の収入を財源とし、独立して行う特別会計の中
で、地方公営企業法の適用を受ける会計です。

企業会計
病院事業会計 水道事業会計 下水道事業会計

予算額 執行額 予算額 執行額 予算額 執行額
収益的
収　入 115 億 ７,566 万円 11３ 億 ８,４８４ 万円 2９ 億 ７,55９ 万円 ３０ 億 1,９6３ 万円 5３ 億 ４,９1３ 万円 52 億 ８,４2０ 万円

収益的
支　出 115 億 ４,121 万円 11０ 億 6,6４5 万円 2７ 億 5,７6９ 万円 25 億 ４,７７７ 万円 51 億 2,1９2 万円 ４９ 億 1,56０ 万円

資本的
収　入 ４ 億 ８,5４８ 万円 ４億 5,７４5 万円 16 億  ３９０ 万円 1３ 億 ４,61０ 万円 ４０ 億 5,2８2 万円 26 億 1,８９０ 万円

資本的
支　出 ９ 億 1,３6９ 万円 ８億 ８,８８０ 万円 ３８ 億 ８,４62 万円 ３2 億 ８,８5０ 万円 62 億 1,5９5 万円 ４９ 億 ３,９９３ 万円

市債の現在高

　市の借入金の残高は、令和４年３月 ３１ 日
現在、約 １,１６３ 億５千万円あります。
　１人当たりでは一般会計で約 ３３.９ 万円、
企業会計で約 27.2 万円となります。

�※�借り入れた市債は、道路や学校、下水道など
の公共施設の建設等に充てられます。その施
設が、将来の市民にも利用されることから、
　世代間で公平に整備費用を負担するための一
　つの方法です。

その他その他

教育教育

土木土木

臨時財政対策
�地方交付税の一部振替分
として借り入れたもの

6４6.４

2５.４

363.3

2４8.3

※４月１日から５月 ３１ 日までの２カ月間が出納整理期間（収入・支出を整理する期間）となっていますので、こ
　こでお知らせするものは、最終決算額ではありません。

市有財産の現在高
土地
32，９63，１82㎡

立木
１１6，3０７㎥

建物
6５４，０2５㎡

有価証券
７，４０3 万円

出資金
１５ 億 8，５6５ 万円

基金
１９8 億 3，１6５ 万円

市有地

23５.４

７8.6

8４.１

１28.４

一般会計 下水道 水道 病院
０

3００

2００

１００

6００

７００

５００

４００

（億円）


