
市民一人あたりの借入残高 令和 2年度上半期 133 万円 令和 3年度上半期 129 万円

　　みなさんに納めていただいた税金がどのように使われ、市の財政状況がどのようになっているか知っていただくため、
令和 3年度上半期（令和 3年 4月 1日～ 9月 30 日）の市の財政状況をお知らせします。
　予算執行に際しては、今後も、最少の経費で最大の効果が得られるよう努めます。

問い合わせ先

財政課　28-6007財政公表財政公表令和3年度

上半期

一般会計 予算額 428 億 6,151 万円

予算額 収入済額（執行率） 予算額 支出済額（執行率）

その他
（地方譲与税など）

市税

40 億 5,308 万円
53 億 8,000 万円

（75.3％）

国庫支出金

100 億 5,508 万円
143 億 6,000 万円

（70.0％）

2億 6,199 万円
31億 9,114 万円

（8.2％）

42 億 7,753 万円
89 億 5,231 万円

（47.8％）

11 億 7,258 万円
25 億 2,532 万円

（46.4％）

11 億 5,283 万円
50 億 3,981 万円

（22.9％）

11 億 5,117 万円
35 億 6,384 万円

（32.3％）

民生費
（高齢者福祉、保育など）

衛生費
（保健やごみ処理など）

商工費
（産業振興など）

その他
（火災の予防、雇用対策など）

57 億 1,998 万円
156 億 5,265 万円

（36.5％）

収入済額
232 億 5,751 万円（執行率 54.3％）
【前年同期比約69億6,062万円減】

支出済額
156 億 3,941 万円（執行率 36.5％）
【前年同期比約 90 億 1,378 万円減】

☆一般会計を市民一人あたりに計算すると…（9 月末現在の人口　84,638 人を基に計算）

　市民一人が負担した市税　118,801 円　　　　　　　　市民一人に使われた行政経費　184,780 円

〔上半期の主な実施事業〕

会計名 予算額 収入済額 支出済額 差引額

 国民健康保険事業 92 億 6,300 万円　 35 億 1,888 万円　 36 億 3,388 万円　 △ 1億 1,500 万円　

 国民健康保険診療所事業 8,100 万円　 1,105 万円　 2,846 万円　 △ 1,741 万円　

 介護保険事業 115 億 1,000 万円　 45 億 1,036 万円　 44 億 9,367 万円　 1,669 万円　

 住宅新築資金等貸付事業 489 万円　 162 万円　 90 万円　 72 万円　

 福祉バス事業 1,500 万円　 65 万円　 582 万円　 △ 517 万円　

 港湾上屋事業 4億 5,461 万円　 3 億 7,187 万円　 9,548 万円　 2 億 7,639 万円　

 西部臨海土地造成事業 22 億 6,529 万円　 7 億 7,246 万円　 3 億 6,675 万円　 4 億 571 万円　

 寒川東部臨海土地造成事業 4億 7,900 万円　 6 億 2,136 万円　 2 億 1,997 万円　 4 億 139 万円　

 駐車場事業 2,100 万円　 1,846 万円　 331 万円　 1,515 万円　

 介護予防支援事業 1億 700 万円　 1,535 万円　 4,259 万円　 △ 2,724 万円　

 後期高齢者医療保険事業 13 億 2,600 万円　 4 億 9,273 万円　 4 億 9,760 万円　 △ 487 万円　

 城山下臨海土地造成事業 1億 1,300 万円　 2,298 万円　 20 万円　 2,278 万円　

 財産区管理会 617 万円　 5,646 万円　 36 万円　 5,610 万円　 

合計 256 億 4,596 万円　 104 億 1,423 万円　 93 億 8,899 万円　 10 億 2,524 万円　

特別会計 予算額 256億 4,596 万円 ●前年同期比 3億 2,884 万円減

土木費

○がけ崩れ防災対策事業
○塩谷・小山線街路改築事業
○住宅耐震化促進事業

教育費

○書道パフォーマンス甲子園
○ GIGA スクール構想推進事業
○寒川グラウンド整備事業
○北地区交流センター（仮称）整備事業

衛生費

○乳児紙おむつ支給事業
○県廃棄物処理センター解体事業
○クリーンセンター整備事業

商工費

○霧の森整備事業
○企業立地促進事業

消防費

○高機能消防指令シス 
　テム更新事業
○消防自動車更新事業

農林水産業費

○農道・水路改良事業
○鳥獣被害防止対策事業
○茶業振興事業

総務費

○ふるさと納税推進事業
○地域おこし協力隊事業
○高度無線環境整備推進事業

民生費

○生活困窮者就労準備支援事業
○障がい者福祉サービス事業
○放課後児童健全育成施設整備事業

新型コロナウイルス感染症対策費

○新型コロナウイルスワクチン接種事業
○子育て世帯生活支援特別給付金
○介護サービス等事業継続支援事業
○小・中学校施設トイレ改修事業 

諸収入 3億 2,101 万円
10 億 7,092 万円

（30.0％）

使用料及び
手数料 2億 7,638 万円

5億 9,022 万円
（46.8％）

地方交付税

地方消費税
交付金 11 億 1,037 万円

17 億 1,300 万円
（64.8％） 13 億 2,528 万円

33 億 2,747 万円
（39.8％）

教育費
（学校整備や社会教育など）13 億 8,304 万円

36 億 2,770 万円
（38.1％）

土木費
（道路や公園などの整備）

25 億 3,037 万円
50 億 7,641 万円

（49.8％）
公債費
（借りたお金の返済）

総務費
（戸籍や課税、選挙など）

12 億 416 万円
40 億 4,831 万円

（29.7％）会計名 収入 支出

 水道事業
収益的 10 億 2,497 万円　 5億 4,064 万円　
資本的 1億 4,116 万円　 12 億 931 万円　

 工業用水道事業
収益的 16 億 8,852 万円　 6億 1,429 万円　
資本的 0万円　 6億 9,630 万円　

 公共下水道事業
収益的 7億 2,044 万円　 2億 4,616 万円　
資本的 1億 5,724 万円　 5億 1,432 万円　

公営企業会計は、民間企業と同じように、事業で収益を上げて運営されている会計です。

公営企業会計

※収益的収支と資本的収支
　収益的収支…事業の運営活動によって発生する全ての収入と支出で、資本的支出以外のもの
　資本的収支…施設の建設改良に関する投資的な収入と支出で、将来の運営活動の基礎となり収益に結びついていくもの

下水処理で生活環境を守る川之江・三島浄化センター

土地 41,963,267 ㎡　
建物 613,890 ㎡　
立木       1,503,850　
基金 127 億 962 万円　
出資金 20 億 5,562 万円　

市の財産
会計名 金額 前年同期

 一般会計 584 億 2,197 万円　 607 億 2,701 万円　

 特別会計 121 億 8,199 万円　 129 億 4,958 万円　 

 水道事業会計 130 億 6,011 万円　 134 億 4,259 万円　 

 工業用水道事業会計 167 億 3,975 万円　 177 億 7,346 万円　

 公共下水道事業会計 84 億 5,390 万円　 91 億 9,822 万円　

合計 1,088 億 5,772 万円　　  1,140 億 9,086 万円　 

市債の残高

9 月末現在、一時借入金はありません。
一時借入金の残高

県支出金

29 億 207 万円（38.2％）
76 億 392 万円

●前年同期比 60 億 8,331 万円減
●繰越明許費等繰越額 13 億 8,551 万円を含む

※港湾上屋事業は、繰越明許費繰越額 61 万円を含む
※西部臨海土地造成事業は、継続費逓次繰越額 6,329 万円を含む

○子育て応援商品券事業
○小売店等応援商品券事業
○感染予防及び拡大防止対策
○中小企業経営支援対策

新型コロナウイルス感染症対策費

新型コロナウイルスワクチン接種事業


