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歳 入 合 計
202億7,700万円

歳 出 合 計
202億7,700万円

平成25年度

予　算

大切な税金の使い道 大切な税金の使い道

一般会計 202億7,700万円
特別会計 131億4,912万円
公営企業会計 8億506万円
全会計合計 342億3,118万円

　平成25年度の当初予算
が3月定例議会で可決されま
した。
　予算とは、会計年度(4月1
日から翌年3月31日)ごとに
皆さんから納めていただく税
収入などを｢歳入｣として見積
り、それに応じて、どのような
目的でどれだけの経費を使う
かを「歳出」としてあらかじめ
定めるものです。このうち一
般会計は市の中心となるも
ので、市の基本的な予算が
計上されています。
　平成25年度の一般会計
当初予算は、202億7,700
万円で、前年度に比べて4億
7,100万円(2.3%)の減額と
なっています。

　歳入には大きく分けて、自主財源と依存財源があります。
　自主財源は、市が独自に収入できる財源のことで、このうち皆さんに納めていただ
いている市税は、自主財源の約７割を占め、市の予算を支える大きな柱となっていま
す。平成25年度の市税は昨年度に比べ8,146万円(1.5％)減の53億3,067万円を見
込みました。
　依存財源は、国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする財源の
ことです。主なものには地方交付税や国庫支出金、県支出金、市債などがあります。
前年度に比べ10億7,428万円(8.6％)減の124億4,564万円を見込みました。

　歳出の費目別で第１位は民生費で全体の30.2%を占めています。続いて総務費（14.3%）、公債費（13.8%）、教育費（
12.2%）となっています。
　それぞれの費目で主な内容は下記のとおりです。

特別会計
　国民健康保険特別会計(事業勘定) 80億6,510万円
　国民健康保険特別会計(施設勘定) 1億5,080万円
　後期高齢者医療特別会計 4億150万円
　介護保険特別会計 41億6,400万円
　組合立国保成東病院事業清算事務特別会計
 2億4,271万円
　地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計
 1億2,501万円

公営企業会計
　農業集落排水特別会計 2億6,060万円
　水道事業会計 5億4,446万円

一般会計歳入の動向

民生費
　・障害者自立支援事業 7億2,056万円
　・児童手当支給事業 6億5,253万円
　・生活保護者扶助事業  4億8,651万円
総務費
　・松尾地域賑わい空間創出事業  1億3,303万円
　・情報通信機器管理事業 1億257万円
　・身近な公共交通確保事業 8,507万円

一般会計歳出の動向

歳 　 出　  内　  訳

特別会計・公営企業会計の予算
歳入内訳の自主財源(グラフ■の部分）
　■皆さんに納めていただいた税金や使用料、手数料など、市
　　が独自に収入した財源をいいます。
　　・市　税…市民税、固定資産税など
　　・使用料及び手数料…市の施設やサービスなどが利用され
　　　　　　　 　　　　 たときに収入されるお金
　　・繰入金…基金(市の貯金）の取りくずし
　　・繰越金…前年度から繰り越されるお金
　　・諸収入…給食費など
　　・その他…財産収入など
　
歳入内訳の依存財源(グラフ■の部分）
　■国や県からルールにより定められた額を交付されたり割り当
　　てられた財源をいいます。
　　・地方交付税…市の財政力に応じて国から交付されるお金
　　・国庫支出金…市で行なった事業に対して国が負担するべ
　　　　　　　　 きお金や補助されるお金
　　・県 支 出 金…市で行なった事業に対して県が負担するべ
　　　　　　　　 きお金や補助されるお金
　　・市　　　債…大規模な事業を行う時に借りるお金など

歳　入　内　訳

市税
53億3,067万円

（26.3％）

地方交付税
69億5,800万円

（34.3％）

依存財源
124億4,564万円

（61.4％）

自主財源
78億3,136万円

（38.6％）
国庫支出金

17億620万円
（8.4%）

県支出金
11億7,424万円

（5.8％）

総務費
28億9,432万円

（14.3％）

民生費
61億2,929万円

（30.2％）

教育費
24億8,142万円

（12.2％）

消防費
11億9,424万円

（5.9％）

土木費
14億9,522万円

（7.4％）

公債費
27億8,948万円

（13.8％）

衛生費
20億9,863万円

（10.3％）

市債
15億4,620万円

（7.6％）

地方譲与税
3億8,300万円（1.9％）

地方消費税交付金
4億4,000万円（2.2％）

使用料及び手数料
2億863万円

（1.0％）

その他
2億6,200万円（1.2％）

繰入金
10億8,350万円

（5.3％）

繰越金
2億円

（1.0％）
諸収入
6億6,288万円

（3.3％）
その他
3億4,568万円

（1.7％）

議会費
2億665万円（1.0％）

農林水産業費
7億6,168万円（3.8％）

予備費
5,000万円（0.2％）

商工費
1億7,608万円

（0.9％）

公債費
　・市債償還元金 25億1,226万円
教育費
　・学校給食センター施設管理運営事業（成東・山武合計）
 4億3,865万円
　・小学校情報化教育環境整備事業 1億4,604万円
　・中学校情報化教育環境整備事業 7,315万円

議会費…議会の運営に係
る経費

総務費…市の行政運営、
財産管理、市民
サービス、情報
化の推進に係る
経費

民生費…高齢者、障がい
者、児童の福祉
などに係る経費

衛生費…病気予防のため
の各種健診、さ
んむ医療センタ
ー等医療に係る
経費およびごみ
処理等環境に係
る経費

農林水産業費…農林水産
業の振興と農道
等の整備に係る
費用

商工費…商工業および観
光振興などの経
費

土木費…道路、河川およ
び公園整備など
に係る経費

消防費…消防活動や防災
のために係る経
費

教育費…学校や社会教育
およびその施設
に係る経費

公債費…借入金の返済に
係る経費

　市ホームページではより詳しいデータを掲載
しています。また、予算書のダウンロードが可
能です。
　http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/5/
 問 財政課財政係　☎（８０）１１２１
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