
　みなさんに納めていただいた税金がどのように使われ、市の財政がどのようになっているか知っていただくため、
平成 30 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。

土木費

○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
○地域産業人材定着事業
○企業立地促進事業

教育費

○学校給食センター建設事業
○三島小学校整備事業
○金生公民館新築事業

消防費

○消防団詰所改修工事
○消防自動車更新事業

農林水産業費

○農地収益力強化支援事業
○漁港海岸整備事業

総務費

○新庁舎建設事業
○地域おこし協力隊事業
○市民文化ホール建設事業

民生費

○認定こども園整備事業
○障がい者福祉サービス事業
○多子世帯支援事業

問い合わせ先

財政課　28-6007財政公表平成 30 年度

上半期

一般会計 予算額 431 億 6,007 万円【前年同期比 32 億 5,830 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 3,368 万円
148 億 9,620 万円

（64.7％）

36 億 6,312 万円
57 億 1,942 万円

（64.0％）

15 億 3,824 万円
53 億 9,566 万円

（28.5％）

9億 5,295 万円
15 億 7,000 万円

（60.7％）

3億 6,915 万円
8億 3,820 万円

（44.0％）

2億 5,853 万円
27 億 1,369 万円

（9.5％）

2億 1,428 万円
5億 2,539 万円

（40.8％）

28 億 5,259 万円
115 億 151 万円

（24.8％）

23 億 4,370 万円
48 億 9,185 万円

（47.9％）

18 億 5,096 万円
58 億 9,289 万円

（31.4％）

13 億 1,724 万円
45 億 351 万円

（29.2％）

9億 2,135 万円
26 億 3,553 万円

（35.0％）

6億 3,435 万円
16 億 591 万円

（39.5％）

11 億 678 万円
29 億 6,002 万円

（37.4％）

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）

54 億 8,279 万円
150 億 6,493 万円

（36.4％）

35 億 8,257 万円
56 億 543 万円

（63.9％）

収入済額
194 億 8,254 万円（執行率 45.1％）
【前年同期比約 7,600 万円増】

支出済額
172 億 3,974 万円（執行率 39.9％）

【前年同期比約 21 億 2,000 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　87,723 人を基に計算）

　市民一人が負担した市税　109,819 円　　　　　　　　市民一人に使われた行政経費　196,525 円

〔上半期の主な実施事業〕

新庁舎建設事業
（総務費）

空家等対策事業
（土木費）



市民一人あたりの借入残高 平成 29 年度上半期 129 万円 平成 30 年度上半期 128 万円

会計名 金額 前年同期

 一般会計 563 億 8,595 万円　 567 億 2,364 万円　
 特別会計 162 億 1,733 万円　 280 億 9,890 万円　 
 水道事業会計 89 億 1,251 万円　 80 億 1,535 万円　 
 簡易水道事業会計 5億 7,827 万円　 3 億 9,524 万円　  
 工業用水道事業会計 200 億 8,975 万円　 211 億 8,160 万円　
 下水道事業会計 107 億 161 万円　 ―　

合計 1,128 億 8,542 万円　 1,144 億 1,473 万円　 

土地 41,976,771 ㎡　
建物 615,993 ㎡　
立木 1,290,322　　
基金 138 億 4,687 万円　
出資金 20 億 5,762 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

※金子地区臨海土地造成事業は平成 29 年度で終了
※下水道事業は平成 30 年度から公営企業会計へ

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 94 億 7,300 万円　 41 億 6,762 万円　 35 億 2,166 万円　 △ 6億 4,596 万円　
 国民健康保険診療所事業 8,200 万円　 1,389 万円　 3,430 万円　 △ 2,041 万円　
 介護保険事業 110 億 6,800 万円　 42 億 8,650 万円　 42 億 9,119 万円　 △ 469 万円　
 住宅新築資金等貸付事業 1,678 万円　 184 万円　 1,278 万円　 △ 1,094 万円　
 福祉バス事業 1,400 万円　 72 万円　 604 万円　 △ 532 万円　
 港湾上屋事業 4億 5,200 万円　 3 億 468 万円　 7,766 万円　 2 億 2,702 万円　
 西部臨海土地造成事業 8億 4,519 万円　 9 億 8,691 万円　 4,177 万円　 9 億 4,514 万円　
 寒川東部臨海土地造成事業 4億 8,800 万円　 4 億 4,328 万円　 2 億 2,555 万円　 2 億 1,773 万円　
 駐車場事業 2,100 万円　 1,648 万円　 483 万円　 1,165 万円　
 簡易水道事業 6,690 万円　 1,299 万円　 2,808 万円　 △ 1,509 万円　
 介護予防支援事業 8,900 万円　 1,153 万円　 3,667 万円　 △ 2,514 万円　
 後期高齢者医療保険事業 12 億 2,500 万円　 4 億 3,257 万円　 4 億 3,767 万円　 △ 510 万円　
 津根工業団地造成事業 5億 9,450 万円　 1,750 万円　 2 億 3,712 万円　 △ 2億 1,962 万円　
 財産区管理会 652 万円　 4,876 万円　 35 万円　 4,841 万円　 

合計 244 億 4,189 万円　 107 億 4,527 万円　 89 億 5,567 万円　 17 億 8,960 万円　

特別会計 予算額 244 億 4,189 万円【前年同期比 60 億 7,075 万円減】

会計名 収入 支出

 水道事業
収益的 9億 6,797 万円　 3億 9,669 万円　
資本的 1億 4,386 万円　 6億 3,040 万円　

 簡易水道事業
収益的 6,141 万円　 2,751 万円　
資本的 835 万円　 1,927 万円　

 工業用水道事業
収益的 17 億 8,264 万円　 6億 3,545 万円　
資本的 0万円　 4億 8,315 万円　

下水道事業会計
収益的 8億 8,771 万円　 2億 8,658 万円　
資本的 2億 1,906 万円　 5億 3,422 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すべての収入と支出で、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


