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　みなさんに納めていただいた税金等が、どのように使われているのか、
どのような状態にあるのかを知っていただくため、年に２回、財政状況を
公表しています。今回は、令和 3 年度上半期（９月30日現在）の予算の執行
状況等をお知らせします。

一般会計

特別会計

公営企業会計

一般的な行政運営に必要なお金を扱う財布
　　　…予算額（上段）　　　　…収入済額・支出済額（下段）
※（　）内の数値は、予算額に対する割合（執行率）です

町民税や固定資産税等みな
さんに納めていただいた税金 町　税

国や銀行等からの借入金 町　債

国からの負担金や補助金等 国庫支出金

県からの負担金や補助金等 県支出金

地方消費税のうち
町に交付されるお金

地方消費税
交付金

地方譲与税や環境性能割
交付金等 その他交付金等

施設の使用料や住民票
等の発行手数料

使用料及び
手数料

町の財政状況に応じて
国から交付されるお金 地方交付税

福祉事業等に対する負担金
分担金及び

負担金
財産収入・寄附金・繰入金・

繰越金・諸収入 その他諸収入

子どもや高齢者、障がい者等
の福祉に使ったお金 民生費

学校教育や生涯学習等に
使ったお金 教育費

道路や公園、まちづくり等に
使ったお金 土木費

町民の健康管理やごみ収集等
に使ったお金 衛生費

行政の運営、広報の発行、税の
賦課・徴収等に使ったお金 総務費

町の借金の返済に使ったお金 公債費

消防・防災設備や消防団の
運営等に使ったお金 消防費

農業・畜産振興の管理等に
使ったお金

農林水
産業費

観光や商工業の振興等に
使ったお金 商工費

町議会の運営や議会だより
の発行等に使ったお金 議会費

勤労者福祉や雇用対策等
に使ったお金 労働費

災害復旧費、諸支出金、予備費 その他

74 億2,780 万円
46 億9,027 万円（63.1%）

55 億5,248 万円
20 億8,888 万円（37.6%）

26 億2,141 万円
　　　　　　 ０円（0.0%）

45 億8,118 万円
  6 億6,664 万円（14.6%）

10 億2,456 万円
　　  7,838 万円（7.7%）

16 億7,217 万円
  6 億9,167 万円（41.4%）

  4 億6,246 万円
  1 億9,287 万円（41.7%）

  6 億4,060 万円
  3 億   826 万円（48.1%）

18 億1,636 万円
  5 億9,386 万円（32.7%）

20 億2,323 万円
  6 億4,637 万円（31.9%）

  9 億円
  5 億1,521 万円（57.2%）

14 億2,023 万円
  5 億7,795 万円（40.7%）

  ２億　644 万円
  １億　136 万円（49.1%）

  5 億9,095 万円
  2 億5,786 万円（43.6%）

  1 億6,878 万円
  1 億1,068 万円（65.6%）

  1 億7,417 万円
        6,129 万円（35.2%）

7,704 万円
2,671 万円（34.7%）

 1 億5,559 万円
　　 5,832 万円（37.5%）

22 億6,986 万円
  4 億5,724 万円（20.1%）

  1 億2,572 万円
　　  6,465 万円（51.4%）
　　  2,338 万円
　　  2,156 万円（92.2%）
　　  1,501 万円
　　　　　 0 万円（0.0%）

歳 入

歳 出

予算額
169 億 7,471 万円
収入済額
67 億 6,658 万円
　（執行率 39.9%）

予算額
169 億 7,471 万円
支出済額
  54 億 4,345 万円
　（執行率 32.1%）

町　民　税 11 億9,572 万円

固定資産税 28 億3,998 万円

軽自動車税   １億2,644 万円

町たばこ税   １億3,225 万円

都市計画税   3 億9,588 万円

合　　　計 46 億9,027 万円

会計名 予算額 収入済額 支出済額
 国民健康保険事業 36 億8,574 万円 　13億9,677万円(37.9％) 　13億9,469万円(37.8％)
 後期高齢者医療   5 億9,797 万円 　 ２億1,390万円(35.8％)      1億1,562万円(19.3％)
 介護保険事業 25 億7,134 万円 　11億5,173万円(44.8％) 　10億8,487万円(42.2％)

町税の収入済額の内訳町民税の負担状況

１人あたり
27,543 円

１世帯あたり
64,519 円

世帯数：18,533 世帯 　人口：43,413 人
　　　　　　　　（令和3年10月１日現在）

保険料や使用料等、特定の収入で実施する事業の運営に必要な経費を扱う財布

地方公営企業法に基づき指定された事業で、独立採算制の経営方式をとっている

※（　）内の数値は、予算額に対する割合（執行率）です

会計名 区　分 予算額 執行額

水道事業会計
 収益的収支

収入 　　 9億 1,318 万円             　　 ３億 7,111 万円
支出 　　 ７億 6,429 万円 　　 2 億    781 万円

 資本的収支
収入 　　        4,021 万円 　　               0 万円
支出 　　 ３億 7,044 万円 　　        3,017 万円

下水道事業会計
収益的収支

収入  　 10 億 3,449 万円 　　 1 億 7,833 万円
支出  　　９億 6,784 万円 　　 1 億 4,055 万円

資本的収支
収入 　　 ４億 7,124 万円 　　  　　　204 万円
支出 　　 ７億 3,619 万円 　　 3 億 4,051 万円

■町債の状況

■町有財産の状況

現在高の総額：118 億8,485 万円

土地：3,164,130㎡ 建物：123,776㎡ 出資金：4,405万円基金：17億3,786万円

※特例地方債には、減収補てん債、
　減税補てん債、臨時財政対策債
　等が含まれています
※庁舎債等には、消防債と公営住
　宅債が含まれています

一般会計
63 億3,415 万円

（53.3％）

特例地方債
（43.0％）

土木債
（23.4％）

教育債
（22.3％）

民生債
（9.9％）

下水道事業会計
54 億5,537 万円

（45.9％）

水道事業会計 9,533 万円（0.8％）

庁舎債等（1.4％）

(会計別)

(目的別)

令和３年度上半期 予算執行状況

問合せ  役場総務課

予算執行状況


