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〈ピクトグラム〉シンプルなマークで記事の情報を伝えます
…パブリックコメント 　 …お知らせ 　 …お出かけ 　 …講演・講座・教室 　 …募集 　 …健康・検診 　 …予防接種

その他　7億5516万円（1.9％）

市税
172億1518万円（44.5％）

地方譲与税
2億7206万円（0.7％）

利子割交付金　3006万円（0.1％）
地方消費税交付金　21億1593万円（5.5％）
地方特例交付金　7963万円（0.2％）自動車取得税交付金　9814万円（0.3％）

配当割・株式等譲渡所得割交付金
1億8890万円（0.5％）

その他交付金　3773万円（0.1％）
地方交付税　33億20万円（8.5％）

分担金及び負担金
6億52万円（1.6％）

使用料及び手数料
6億8540万円（1.8％）

国・県支出金
83億1365万円（21.5％）

繰入金　10億5809万円（2.7％）
繰越金　9億6519万円（2.5％）
市債　30億450万円（7.8％）

公債費
30億1303万円（8.0%）

議会費　2億9840万円（0.8%）

総務費
45億5279万円（12.1%）

民生費 
164億9788万円（43.9%）

衛生費　36億4596万円（9.7%）
労働費　2269万円（0.1%）

農林水産業費
3億1249万円（0.8%）

商工費　3億3894万円（1.0%）

土木費
29億2130万円（7.8%）

消防費
18億6301万円（5.0%）

教育費
41億4751万円（11.0%）

災害復旧費　15万円（0.0%）

普通会計

　市の財政がどのような状況にあり、皆さんが納めた税金や国・県からの支出
金などが、どのように使われているかを知っていただくため、市では財政状況
の公表を行っています。また、平成30年度決算を分かりやすく説明した「我孫
子市の家計簿」を今回の決算内容と併せて市ホームページに掲載しています。
※表示単価を四捨五入しています。このため、構成比の積み上げと合計が一致
しない場合があります。

　財政課・内線220、水道局経営課☎7184−0114

平成30年度決算と
令和元年度上半期の収支状況

一般会計　歳入（収入）
区分 予算額 収入済額

市税 171億9390万円 85億9752万円
地方譲与税 2億7418万円 7509万円
利子割交付金 3100万円   745万円
地方消費税交付金 21億3000万円 12億  192万円
地方特例交付金 1億4253万円 9907万円
自動車取得税交付金 4276万円 3489万円
配当割・株式等
譲渡所得割交付金 2億5800万円 2897万円

その他交付金 4000万円 1051万円
地方交付税 35億5871万円 24億7015万円
分担金及び負担金 6億4981万円 2億7732万円
使用料及び手数料 5億8218万円 2億8147万円
国・県支出金 86億7511万円 21億5222万円
繰入金 6億6164万円 　　　0円
繰越金 8億4467万円 8億4467万円
市債 25億1263万円 　　　0円
環境性能割交付金※1 1834万円 　　　0円
その他 10億8354万円 2億2841万円
合計 386億9900万円 163億  966万円

一般会計　歳出（支出）
区分 予算額 支出済額

議会費 2億9100万円 1億 5076万円
総務費 41億1442万円 16億 3148万円
民生費 177億8374万円 83億 4084万円
衛生費 34億3059万円 11億 2007万円
農林
水産業費 3億3718万円 9988万円

商工費 5億1076万円 3億 6247万円

区分 予算額 支出済額
土木費 33億2446万円 11億 7161万円
消防費 17億1376万円 8億 4694万円
教育費 39億  596万円 15億 7492万円
公債費 32億  943万円 15億 1477万円
予備費※2 7770万円          0円
合計 386億9900万円 168億 1374万円

特別会計
区分 予算額 収入済額 支出済額

国民健康
保険事業 125億6835万円 56億3776万円 45億9395万円

公共下水
道事業 32億4465万円 12億1558万円 12億  381万円

介護保険 108億9888万円 47億  896万円 40億8999万円
後期高齢
者医療 20億7782万円 8億7356万円 4億8741万円

水道事業会計
区　分 予算額 執行済額

収益的
収支

収益（水道料金など） 27億4627万円 11億9998万円

費用（水道水をつ
くる費用など） 24億9760万円 7億2217万円

資本的
収支

収入（水道負担金など）   5億  902万円          0円

支出（施設建設費など） 14億8924万円 1億1415万円

特別会計
区分 内容 収入済額 支出済額

国民健康保険事業 国民健康保険事業を運営する
ための会計 131億7637万円 130億5202万円

公共下水道事業 下水道を維持・建設するため
の会計 36億3530万円 34億4888万円

介護保険 介護保険事業を運営するため
の会計 99億5122万円 96億4226万円

後期高齢者医療 後期高齢者医療保険事業を運
営するための会計 20億7434万円 20億2428万円

水道事業会計

収益的収支（税抜き）…経営活動に伴う収支で、収益は主に水道料金収入・長期前受金戻入
益、費用は人件費・動力費・修繕費・委託料・減価償却費など

収益 費用 当年度純利益
26億1936万円　 22億4830万円　 3億7106万円

事業に必要な経費を水道料金収入で賄う「独立採算制」です。

資本的収支（税込み）…水道施設の建設や改良などの収支で、収入は水道負担金、支出は建
設・改良工事費や企業債償還金など

収入 支出
912万円 9億6879万円　

歳入の説明
市税…市の歳入の中心で、市民税・固定資産税・軽自動車税など
地方譲与税…本来市税となる税源をいったん国税として徴収し、市に譲与されるもの
利子割交付金…預金などの利子所得の課税に対して県から交付される交付金
地方消費税交付金…消費税の１.7％相当額が地方消費税として国から県に交付され、その2分の1
相当額が市に交付されるもの
地方特例交付金…地方税の減収補てんのために交付されるもの
自動車取得税交付金…県に納付された自動車取得税の一定割合が県から市に交付されるもの
配当割・株式等譲渡所得割交付金…県から株などの配当や譲渡所得に対して交付される交付金
その他交付金…ゴルフ場利用税・交通安全対策の各交付金の合計
地方交付税…地方自治体の財源として、国が使い方を特定せずに交付するもの
分担金及び負担金…特定の事業を行うことにより利益を受ける団体や個人から徴収するもの
使用料及び手数料…市の施設利用や行政サービスに対する料金として徴収するもの
国・県支出金…国や県から特定の事業を実施するために交付されるもの
繰入金…弾力的な資金運用を行うため、基金から繰り入れるものなど
繰越金…前年度決算で生じた剰余金のうち、平成30年度の歳入になるもの
市債…市の事業や財政運営のために国や金融機関などから借り入れる資金
その他…財産収入・寄付金・諸収入の合計

歳出の説明
議会費…議会活動に要する経費で、議員の報酬や議会事務にかかる経費 
総務費…市の管理的経費と近隣センターなど他に区分できない経費
民生費…高齢者・障害者・児童などの社会福祉にかかる経費
衛生費…病気予防のための各種検診・環境対策・ごみ処理などにかかる経費
労働費…普通会計決算上だけの分類で、失業対策や雇用促進などにかかる経費
農林水産業費…地産地消の推進など農業の振興や農業委員会の運営にかかる経費
商工費…商業や工業の振興、観光事業、消費生活の改善などにかかる経費
土木費…道路や公園の整備、排水対策などにかかる経費
消防費…防火や救急業務などにかかる経費
教育費…小・中学校の運営や社会教育事業、図書館・市民体育館などにかかる経費
災害復旧費…大規模な災害が発生した場合に、その復旧に要する経費
公債費…市債として借りた資金に利子を付けて返済するもの

歳入（収入） 387億2034万円 歳出（支出） 376億1415万円

■ 平成30年度決算

■ 令和元年度上半期の収支状況 上半期（平成31年4月～令和元年9月）の収支状況を公表します。

※1　環境性能割交付金…消費税率の引き上げに伴い、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割の導入により新設された交付金
※2　予備費…予算外の支出又は予算超過の支出にかかる経費
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