
問財政課財政係☎516713

2011年（平成23年）６月号　広報 ４５ 広報　　　　　　　　2011年（平成23年）６月号

　市では、財政の運営状況や各会計予算の執行状況を年２回、市民の皆さんに公表しています。
　今号では、平成23年３月31日現在の平成22年度予算執行状況、市債および一時借入金の現在高などをお知らせし
ます。なお、予算執行を整理する出納整理期間（４月１日から５月31日まで）の歳入・歳出は含みません。

市　　税
市民税や固定資産税など、
皆さんに納めていただいた
税金

地方交付税 人口や財政状況に応じて、
国から交付されたお金

分担金及び
負　担　金

費用の一部を他の団体や個
人に負担していただいたお
金

使用料及び
手　数　料

公共施設の使用料や事務の
手数料

国・県支出金
特定の公共事業などに対し
て、国や県から交付された
お金

市　　　債
主に道路や施設整備などに
充てるために、国や金融機
関から借り入れたお金

そ　の　他 各種交付金や財産収入など

64億3,239万円64億3,239万円

63億8,682万円63億8,682万円

107億3,558万円107億3,558万円

107億3,558万円107億3,558万円

３億8,732万円３億8,732万円

３億5,874万円３億5,874万円

２億5,170万円２億5,170万円

２億6,573万円２億6,573万円

71億3,780万円71億3,780万円

51億4,838万円51億4,838万円

27億7,190万円27億7,190万円

16億6,220万円16億6,220万円

37億5,150万円37億5,150万円

36億4,654万円36億4,654万円

総　務　費 市の全般的な事務などに使
われたお金

民　生　費 幼児やお年寄りなどの福祉
に使われたお金

衛　生　費 各種健診、予防接種、ごみ
処理などに使われたお金

農林水産業費 農林畜産業の振興などに使
われたお金

土　木　費 道路、公園、住宅などの建
設や管理に使われたお金

教　育　費 学校教育、学校建設、生涯
学習などに使われたお金

公　債　費 借り入れたお金の返済に使
われたお金

そ　の　他 消防や商工業、観光の振興
などに使われたお金

42億4,563万円42億4,563万円

28億2,879万円28億2,879万円

89億9,540万円89億9,540万円

86億2,852万円86億2,852万円

49億3,039万円49億3,039万円

47億8,857万円47億8,857万円

11億5,889万円11億5,889万円

10億4,762万円10億4,762万円

32億2,363万円32億2,363万円

24億3,682万円24億3,682万円

26億6,569万円26億6,569万円

20億6,630万円20億6,630万円

37億5,522万円37億5,522万円

36億9,277万円36億9,277万円

24億9,334万円24億9,334万円

23億8,775万円23億8,775万円

歳入・歳出予算現額  予算現額  314億6,819万円314億6,819万円
　　　　　　　　　　　　　　　   　　           　　 　（１万円未満は四捨五入、平成21年度からの繰越分を含む）

収入済額合計
282億399万円

支出済額合計
278億7,714万円

▶市民１人当たり     9万7,220円（歳入の市税収入済額÷人口）
▶１世帯当たり      23万9,027円（歳入の市税収入済額÷世帯数）

▶市民１人当たり　42万4,348円（歳出の支出済額合計÷人口）
▶１世帯当たり 　104万3,306円（歳出の支出済額合計÷世帯数）

国民健康保険事業 地方卸売市場事業 老人保健 後期高齢者医療 介護保険事業 温泉事業

予算現額 78億2,165万円 2,558万円 1,258万円 ５億2,145万円 56億8,000万円 4,129万円
収入済額 65億2,535万円 1,358万円 1,258万円 ４億9,666万円 55億5,305万円 3,871万円
支出済額 70億2,412万円 2,313万円 1,258万円 ４億8,538万円 50億3,711万円 3,225万円

会計名 区　分 予算現額 執行額 備　考

病 院 事 業
収益的 収入 76億3,138万円 76億6,856万円 病床数　　　　　　　　379床

 患者数　　 （入院）100,968人   
　　　 　　 （外来）159,130人

支出 91億  942万円 86億7,909万円

資本的 収入 18億3,694万円 18億3,689万円
支出 7億5,421万円 7億4,228万円

水 道 事 業
収益的 収入 16億3,530万円 15億8,673万円

配水量 　　　　　7,158,046㎥
給水人口　　　　　　64,686人

支出 17億7,810万円 15億1,716万円

資本的 収入 3,445万円 3,445万円
支出 8億6,691万円 7億8,876万円

下水道事業
収益的 収入 19億8,781万円 19億8,941万円

処理水量　 　　　4,756,445㎥
処理区域内人口　　 49,931人

支出 23億2,041万円 22億  881万円

資本的 収入 15億5,055万円 14億7,645万円
支出 23億3,217万円 22億2,829万円

（平成23年３月31日現在）

会計名 金　額
一　般　会　計 348億  317万円

特別会計
地方卸売市場事業 5,614万円
介 護 保 険 事 業 2,006万円
温 泉 事 業 826万円

企業会計
病 院 事 業 159億6,372万円
水 道 事 業 99億7,944万円
下 水 道 事 業 245億1,309万円

※市債とは、市が多額の経費を要する事業を行う場合に借り
　入れできる借金のことです。この市債は長期にわたって計
　画的に返済を行うことから、世代間の公平化が図られます。

会計名 金　額
企業会計 病院事業 6億1,000万円

※一時借入金とは、一会計年度内に現金が不足した場合に借
　り入れるお金です。一般会計、特別会計では翌年度の５月
　31日までに、企業会計では当該年度の３月31日までに償還
　しなければなりません。
※企業会計は、３月31日における償還前の金額を表示してい
　ます。
※病院事業以外の会計の一時借入金の現在高はありません。

土　地 有価証券 財政調整基金
1,374万8,089㎡ 7,830万円 　山林　　264万153㎡

有価証券　235万円
現金  4億8,774万円

建　物 出資金
28万6,100㎡ 2億6,165万円

※財政調整基金とは、経済状況や災害などの事由により、予
　期しない収入の減少や不時の支出増加に備え、長期的視野
　に立ち、年度間の財源の不均衡を調整するための基金です。

区　分 病　院 水　道 下水道
建　物 127億1,226万円 12億  162万円 26億5,093万円
機　械 11億1,325万円 28億6,064万円 70億7,127万円
備　品 1億3,507万円 579万円
構築物 2億4,383万円 196億3,720万円 439億  748万円
土　地 2億7,344万円 1億7,051万円 2億5,823万円
車　両 46万円 3,546万円 211万円
その他 1,143万円 0 0
建設仮勘定 0 0 6,149万円
計 143億5,467万円 240億4,050万円 539億5,730万円

※収益的収入と支出……企業の経営活動により発生する収入と経営活動を行うための支出
　　　　　　　　　　　例収入…水道料金　支出…給水を行うための維持管理費、人件費
※資本的収入と支出……企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財源
　　　　　　　　　　　となる収入　例収入…病院建設のための借入金　支出…病院建設費

企業
会計

特別
会計

　市債の現在高 　一時借入金の現在高

歳 入歳 入 歳 出歳 出
予算現額予算現額

支出済額支出済額

予算現額予算現額

収入済額収入済額

　平成22年４月１日から平成23年３月31日までに納めていただいた市税額および
支出額は次の通りです。

歳　出歳　出

市税額市税額

一般会計・特別会計の財産 企業会計の財産

（平成23年３月31日現在）

（平成23年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

平
支出

市民１人市民１人当たり・当たり・
１世帯当たりにすると１世帯当たりにすると
人口65,694人
世帯数26,720世帯
（平成23年３月31日現在）

市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします
平成22年度平成22年度

一般
会計

※１人当たり9万7,220円の市税
　の収入に地方交付税などを加
　えて、１人当たり42万4,348
　円の支出で市の各種の施策が
　進められたことになります。


