
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

分担金および
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

使用料および
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

一般会計
歳入・歳出予算現額　 491億2,166万円 (１万円未満は四捨五入、令和元年度からの繰越分を含む）

人口59,963人　世帯数27,877世帯（令和３年３月31日現在）
※１人当たり11万5,965円の市税
　の収入に地方交付税などを加え
　て、１人当たり62万126円の支
　出で市の各種施策が進められた
　ことになります。

市税額 ▶市民１人当たり
▶１世帯当たり   

11万5,965円
24万9,438円

（歳入の市税収入済額÷人口）
（歳入の市税収入済額÷世帯数）

歳　出 ▶市民１人当たり
▶１世帯当たり

（歳出の支出済額合計÷人口）
（歳出の支出済額合計÷世帯数）

62万　126円
133万3,882円
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特別会計 一般会計とは別に特定の事業を行うために独立して経理を行う会計です。

国民健康保険事業 後期高齢者医療 介護保険事業 温泉事業

予算現額 67億3,867万円 ７億6,934万円 71億8,913万円 4,318万円

収入済額 58億9,052万円 ７億5,889万円 57億2,564万円 4,047万円

支出済額 60億1,790万円 ７億4,085万円 65億1,577万円 2,580万円

公営企業会計 民間企業のように、利用料金などの収益で運営する会計です。

▼収益的収入と支出
企業の経営活動により発生
　する収益と経営活動を行う
　ための費用
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…配水管整備のための
　　　　借入金
　支出…配水管整備費

会計名 区　分 予算現額 執行額 備　考

病 院 事 業
収益的 収入 94億2,977万円 87億3,975万円 病床数  　　     　　 369床

 患者数  （入院） 87,109人   
　　　   （外来）128,672人

支出 97億9,449万円 91億  642万円

資本的 収入 ８億 77万円 ７億6,607万円
支出 10億4,813万円 10億 629万円

水 道 事 業
収益的 収入 16億9,370万円 17億2,204万円

配水量 　　     6,874,416㎥
給水人口　　       59,142人

支出 16億4,154万円 14億4,044万円

資本的 収入 １億1,419万円 １億1,419万円
支出 ９億3,586万円 ９億1,761万円

下水道事業
収益的 収入 25億8,348万円 25億 134万円

処理水量　     5,133,452㎥
処理区域内人口　 50,113人

支出 25億6,582万円 24億1,446万円

資本的 収入 14億8,886万円 13億9,968万円
支出 24億3,740万円 23億5,016万円

１億1,951万円
１億1,210万円

２億1,800万円
２億　888万円

11億5,040万円11億5,040万円

29億  212万円29億  212万円

67億4,373万円67億4,373万円
69億5,358万円69億5,358万円

95億95億7,6257,625万円万円
95億7,625万円95億7,625万円

182億7,565万円182億7,565万円
155億3,143万円155億3,143万円

50 100 150
億円

57億7,392万円57億7,392万円

84億1,460万円84億1,460万円

歳入
予算現額
収入済額収入済額合計　364億3,476万円

200

予算現額
支出済額

総 務 費 市の全般的な事務などに使わ
れたお金

民 生 費 幼児や高齢者などの福祉に使
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

農林畜水産業の振興などに使
われたお金

土 木 費 道路、公園、住宅などの管理
や建設に使われたお金

教 育 費 学校教育、学校施設、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

支出済額合計　371億8,463万円

45億7,342万円45億7,342万円

27億1,957万円27億1,957万円
27億1,094万円27億1,094万円

32億2,832万円32億2,832万円

109億6,822万円109億6,822万円
 92億6,671万円 92億6,671万円

123億4,290万円123億4,290万円
101億   71万円101億   71万円

30億2,102万円30億2,102万円

16億2,635万円16億2,635万円
14億9,684万円14億9,684万円

32億4,413万円32億4,413万円
27億8,667万円27億8,667万円

億円

63億8,163万円63億8,163万円

85億3,714万円85億3,714万円

歳出
会計名 金　額

一　般　会　計 297億5,821万円

公営企業会計
病 院 事 業 103億2,133万円
水 道 事 業 70億4,233万円
下 水 道 事 業 182億1,160万円

※市債および企業債とは、学校や病院、道路などの建設や災
　害復旧工事など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。長期にわたり計画的に返済を
　行うことができるため、世代間の公平化が図られます。

市債および企業債の現在高 

会計名 金　額

一　般　会　計 13億1,311万円

公営企業会計 病 院 事 業 ５億6,000万円

※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。公営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。
※上記金額は、３月31日における償還前の金額です。

一時借入金の現在高 

公営企業会計の財産 

区　分 病 院 事 業 水 道 事 業 下水道事業
建　物 72億3,391万円 ６億2,441万円 18億1,800万円

機　械
９億8,768万円

５億4,244万円 24億4,430万円

備　品 803万円 328万円

構築物 3,619万円 151億8,225万円 289億5,113万円

土　地 ２億3,432万円 ２億　843万円 ２億5,722万円

車　両 179万円 483万円 15万円

その他 2,394万円 1,192万円 315万円

建設仮勘定 0円 ０円 １億　750万円

計 85億1,783万円 165億8,231万円 335億8,473万円
※建設仮勘定とは、建設中の建物などへの支出額を仮に計上する科目
　です。建設が完了すると、建物など他の区分に振り替えられます。

土　地 有価証券 財政調整基金
1,401万6,084㎡ 4,136万円 山林 236万5,441㎡

有価証券  208万円
現金 58億8,122万円

建　物 出資金
27万5,940㎡ ２億9,127万円

※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ものです。

一般会計・特別会計の財産 

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、令和３年３月31日現在の令和２年度予算執行・借入金・財産の状況をお知らせします。
なお、予算執行を整理する出納整理期間（令和３年４月１日から５月31日まで）の歳入・歳出は含みません。

令和２年度令和２年度　市の市の財政状況財政状況を　お知らせしますを　お知らせします 問政策財政課☎516713

33億  172万円33億  172万円

50 100 150 200

福祉や教育など市の基本的な事業を行う会計です。


