
予算全体の姿

◆令和３年度当初予算（一般会計）の規模は、

対前年度比 4.2％の減で、総額 525億6,439万2千円

R３ R２

当初 ａ 当初 b

52,564,392 54,890,870

a-b

予算比 ▲2,326,478

伸率 ▲4.2%

令和３年度当初予算（一般会計）のポイント

（単位： 千円）
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市税の状況

◆令和３年度当初予算における市税収入は、

対前年度比 ▲15億2,000万円、9.3％の減で、総額 148億円

Ｒ３ Ｒ２ 予算比 伸率 備考

個人市民税 5,852,000 6,289,000 ▲437,000 ▲6.9 コロナの影響による減

法人市民税 539,000 914,000 ▲375,000 ▲41.0 コロナの影響及び税率改定による減

固定資産税 6,012,493 6,651,911 ▲639,418 ▲9.6 評価替及びコロナの影響による減

軽自動車税 409,000 393,000 16,000 4.1 税率改定による増

市たばこ税 729,507 700,089 29,418 4.2 税率改定による増

入湯税 14,000 25,000 ▲11,000 ▲44.0 コロナの影響による減

都市計画税 1,244,000 1,347,000 ▲103,000 ▲7.6 評価替及びコロナの影響による減

計 14,800,000 16,320,000 ▲1,520,000 ▲9.3

（単位： 千円・ ％）



地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 2億9,000万円、2.9％の増で、

総額 104億円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 12億円、85.7％の増で、

総額 26億円

区分 Ｒ３ Ｒ２ 予算比 伸率

普通交付税 9,700,000 9,410,000 290,000 3.1

臨時財政対策債 2,600,000 1,400,000 1,200,000 85.7

小計 12,300,000 10,810,000 1,490,000 13.8

特別交付税 700,000 700,000 0 0.0

合計 13,000,000 11,510,000 1,490,000 12.9

※地方交付税 10,400,000 10,110,000 290,000 2.9

（単位： 千円・ ％）

※ 国の状況

・地方交付税 17兆4,385億円 （前年度比 ＋8,503億円、 ＋5.1％）

・臨時財政対策債 5兆4,796億円 （前年度比 ＋2兆3,399億円、 ＋74.5％）

地方交付税総額について前年度を0.9兆円上回る17.4 兆円を確保するとともに、

臨時財政対策債の増加額を可能な限り抑制。
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市債の状況

◆市債発行は、対前年度比 11億 3,480万円、16.1％の減で、

総額 59億3,220万円

◆合併特例債は、R2年度で終了

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 予算比 伸率
構成比

Ｒ３ Ｒ２

臨時財政対策債 2,600,000 1,400,000 1,200,000 85.7 43.8 19.8

建設地方債 3,332,200 5,667,000 ▲2,334,800 ▲41.2 56.2 80.2

うち 通常債 3,332,200 4,595,500 ▲1,263,300 ▲27.5 100.0 81.1

うち 合併特例債 0 1,071,500 ▲1,071,500 皆減 0.0 18.9

合計 5,932,200 7,067,000 ▲1,134,800 ▲16.1 100.0 100.0

※通常債、合併特例債の構成比は建設地方債に占める割合

（単位： 千円・ ％）



義務的経費の状況

◆義務的経費は、対前年度比 2億3,545万8千円、0.9％の増で、

総額 275億4,915万円

【人件費】 対前年比 3億1,662万円 +3.1％

職員給与費 3億2,615万5千円 ＋3.4％

うち退職手当及び退職手当負担金

2億9,630万2千円 ＋103.5％

【扶助費】 対前年比 3,818万3千円 +0.3％

特定教育・保育施設型給付事業 ＋1億円 ＋4.0％

障害者介護給付等事業 ＋6,929万円 ＋2.5％

児童手当支給事業 ▲5,200万円 ▲3.1％

【公債費】 対前年比 ▲1億1,934万5千円 ▲2.1％
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投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 ▲37億4,127万4千円、44.2％の減で、

総額 47億3,249万円

【主な事業】

二見地区小中学校整備事業 １，０６１，２５０千円

高向小俣線ほか1線整備事業 ３３７，８３２千円

避難所等整備事業 ３０８，６２１千円

二見地区統合園整備事業 ２９１，６７６千円

機械等管理経費 １６４，０９５千円

排水機場維持管理経費（ポンプ場機能更新） １２９，０００千円

一之木５丁目16号線整備事業 １１１，７１３千円

体育施設整備事業 ９７，８５７千円

排水施設整備事業 ８６，３００千円

中心市街地再生事業 ６９，３７８千円



繰出金の状況

◆特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 6,125万9千円、0.7％の増で、

総額 82億9,169万3千円

後期高齢者医療特別会計 ＋５,６１２万４千円

介護保険特別会計 ＋５,８７５万円

下水道事業会計 ▲５,０００万円

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金38億800万円を繰入予定

令和２年度当初予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、38億2,700万円

※Ｒ２年度末財政調整基金残高見込み 82億4,958万7千円

※Ｒ３年度末財政調整基金残高見込み 44億5,918万8千円

財政調整基金の状況
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補正前 ７３０億１９１万７千円

補正額 ▲２０億３,２８０万１千円

補正後 ７０９億６,９１１万６千円

○ 通常の最終的な計数整理に伴う補正予算

○ コロナの影響等による市税の減額

市税 ▲３億２,０００万円

○ 計数整理等に伴う基金繰入れの減額

財政調整基金繰入金 ▲１０億８,６１４万４千円

Ｒ2 補正予算

一般会計 １３号補正状況



国補正予算の対応状況

◆ 国の補正予算（第３号）で措置された、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための

総合経済対策」を実施するための事業等を編成中。

〇新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用

〇その他、国の経済対策への対応
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