
  

　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、令和元年度上半期（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財政公表令和元年度

上半期

一般会計 予算額 465億 885万円【前年同期比 33 億 4,878 万円増】

（9月現在）

予算額 収入済額（執行率） 予算額 支出済額（執行率）

市税

地方交付税

国庫支出金

地方消費税
交付金

県支出金

分担金及び
負担金

使用料及び
手数料

その他
（諸収入など）

96 億 5,190 万円
150 億 5,650 万円

（64.1％）

37 億 7,366 万円
57 億 9,402 万円

（65.1％）

15 億 9,980 万円
59 億 1,719 万円

（27.0％）

9億 2,946 万円
16 億 1,000 万円

（57.7％）

3億 6,795 万円
7億 3,473 万円

（50.1％）

2億 5,318 万円
29 億 3,333 万円

（8.6％）

2億 848 万円
5億 2,137 万円

（40.0％）

38 億 6,087 万円
139 億 4,171 万円

（27.7％）

24 億 3,667 万円
48 億 9,379 万円

（49.8％）

20 億 4,235 万円
59 億 8,749 万円

（34.1％）

16 億 8,847 万円
52 億 852 万円

（32.4％）

8億 9,698 万円
25 億 280 万円

（35.8％）

6億 2,297 万円
14 億 5,334 万円

（42.9％）

11 億 8,880 万円
30 億 1,988 万円

（39.4％）

民生費
（高齢者福祉、保育など）

総務費
（戸籍や課税、選挙など）

公債費
（借りたお金の返済）

土木費
（道路や公園などの整備）

教育費
（学校整備や社会教育など）

衛生費
（保健やごみ処理など）

消防費
（火災の予防・消火など）

その他
（産業振興、雇用対策など）

55 億 7,808 万円
158 億 2,618 万円

（35.2％）

33 億 7,758 万円
76 億 1,685 万円

（44.3％）

収入済額
206 億 4,530 万円（執行率 44.4％）
【前年同期比約11億6,276万円増】

支出済額
178 億 3,190 万円（執行率 38.3％）
【前年同期比約 5億 9,216 万円増】

☆一般会計を市民一人当たりに計算すると…（9 月末現在の人口　86,572 人を基に計算）

　市民一人が負担した市税　111,490 円　　　　　　　　市民一人に使われた行政経費　205,978 円

〔上半期の主な実施事業〕

総務費

新庁舎建設事業
（立体駐車場）

教育費

小・中学校ブ
ロック塀・冷房
設備対策事業
(中曽根小学校)

土木費

○浸水対策事業
○公園施設長寿命化対策事業
○空家等対策事業
○川之江地区整備事業

衛生費

○乳児紙おむつ支給事業
○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
○駅・周辺施設整備事業

教育費

○小・中学校ブロック塀・冷
　房設備対策事業
○書道パフォーマンス甲子園
○三島小学校整備事業
○金生公民館新築事業
○歴史考古博物館整備事業

消防費

○防火水槽設置工事
○消防自動車更新事業

農林水産業費

○技術導入支援事業
○漁港海岸整備事業

総務費

○市民文化ホール開館記念事業
○地域おこし協力隊事業
○新庁舎建設事業

民生費

○プレミアム付商品券事業
○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



市民一人あたりの借入残高 平成 30 年度上半期 128 万円 令和元年度上半期 130 万円

会計名 金額 前年同期

 一般会計 574 億 8,348 万円　 563 億 8,595 万円　
 特別会計 153 億 6,274 万円　 162 億 1,733 万円　 
 水道事業会計 100 億 3,773 万円　 89 億 1,251 万円　 
 簡易水道事業会計 6億 8,749 万円　 5 億 7,827 万円　  
 工業用水道事業会計 191 億 7,497 万円　 200 億 8,975 万円　
 公共下水道事業会計 98 億 8,558 万円　 107 億 161 万円　

合計 1,126 億 3,199 万円　 1,128 億 8,542 万円　 

土地 42,089,872 ㎡　
建物 608,775 ㎡　
立木 1,341,161　　
基金 121 億 1,022 万円　
出資金 20 億 5,562 万円　

市の財産市債の残高

9 月末現在、一時借入金はありません。

一時借入金の残高

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 93 億 5,700 万円　 40 億 1,665 万円　 38 億 7,577 万円　 1 億 4,088 万円　
 国民健康保険診療所事業 8,400 万円　 1,282 万円　 3,333 万円　 △ 2,051 万円　
 介護保険事業 111 億 1,900 万円　 45 億 259 万円　 43 億 3,500 万円　 1 億 6,759 万円　
 住宅新築資金等貸付事業 1,248 万円　 178 万円　 848 万円　 △ 670 万円　
 福祉バス事業 1,500 万円　 67 万円　 618 万円　 △ 551 万円　
 港湾上屋事業 4億 4,800 万円　 2 億 9,964 万円　 7,579 万円　 2 億 2,385 万円　
 西部臨海土地造成事業 8億 6,195 万円　 9 億 1,757 万円　 3 億 7,365 万円　 5 億 4,392 万円　
 寒川東部臨海土地造成事業 4億 9,800 万円　 6 億 1,601 万円　 2 億 2,615 万円　 3 億 8,986 万円　
 駐車場事業 2,100 万円　 1,844 万円　 504 万円　 1,340 万円　
 簡易水道事業 1億 2,090 万円　 1,005 万円　 5,132 万円　 △ 4,127 万円　
 介護予防支援事業 1億 200 万円　 1,354 万円　 3,711 万円　 △ 2,357 万円　
 後期高齢者医療保険事業 12 億 5,700 万円　 4 億 5,267 万円　 4 億 5,528 万円　 △ 261 万円　
 津根工業団地造成事業 14 億 1,270 万円　 3,672 万円　 88 万円　 3,584 万円　
 財産区管理会 621 万円　 4,781 万円　 35 万円　 4,746 万円　 

合計 253 億 1,524 万円　 109 億 4,696 万円　 94 億 8,433 万円　 14 億 6,263 万円　

特別会計 予算額 253 億 1,524万円【前年同期比 8億 7,335 万円増】

会計名 収入 支出

 水道事業
収益的 9億 4,841 万円　 5億 4,659 万円　
資本的 1億 2,456 万円　 9億 2,990 万円　

 簡易水道事業
収益的 5,904 万円　 3,498 万円　
資本的 739 万円　 2億 5,560 万円　

 工業用水道事業
収益的 16 億 7,618 万円　 6億 4,943 万円　
資本的 0万円　 4億 9,263 万円　

 公共下水道事業
収益的 8億 6,928 万円　 2億 6,743 万円　
資本的 2億 4,294 万円　 6億 2,458 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

更新整備中の中田井浄水場


