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⃝経済対策事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1億９,4７0万円
　（プレミアム付き商品券事業、飲食店緊急支援金給付事業、
　中小零細事業者支援金給付事業など）
⃝子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（先行給付金分を含む）　 4億2,601万円
⃝市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業　　　　　　 4億９,７９6万円
⃝新型コロナウイルスワクチン接種事業　　　　　　　　　　　　　 2億2,９36万円
　など

新型コロナウイルス感染症対策費の主な施策

　福祉の推進や安全・安心な暮らしの確保、道路・公園などの公共施設の維持整備、教育・文化の振興などに市
民の皆さんからいただいた税金や国からの補助金などを充てています。
　新型コロナウイルス感染症の流行で、衛生・経済対策などを実施したことにより、近年の決算額は増加傾向に
あります。令和 3年度は子育て世帯や市民税非課税世帯に対する臨時給付金、新型コロナウイルスワクチン接種
事業などを行ったことにより歳出が201億4,262万円になりましたが、国や道からの補助金や交付金を活用したこ
とにより歳入も214億2,608万円に増加し、歳入歳出差引額は12億8,346万円になりました。

令和 3 年度決算のあらまし
問　企画財政課財政係（市役所 2階☎82－3114）

　一般会計：市の行政運営の基本になる会計

➡１年間に支出したお金を市民 １人あたりに換算すると　617,891円
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　� 　 　（昨年は666,140円）

歳入　214億2,608万円 歳出　201億4,262万円
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8億4,454万円
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14億9,931万円
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16億1,151万円

地方交付税（33.7％）
　市の財源力不足などに応じた国
からの交付金
●普通交付税　 63億2,238万円
●特別交付税　 ９億81万円

総務費（28.2％）
●総務管理費（庁舎維持、自治会
　支援など）　 31億6,405万円
●職員費　　　 24億5,379万円
　など

民生費（23.2％）
●障がい者福祉費
　　　　　　　 17億1,920万円
●児童福祉費（子育て支援など）
　　 　　　　 13億5,220万円
●生活保護費 　５億9,750万円
●高齢者福祉費　１億9,489万円
　など

教育費（8.3％）
●小学校費　　　 ６億141万円
●中学校費　 　１億6,025万円
●社会教育費（生涯学習、図書館
　など）　 　　 ２億8,389万円
●保健体育費（スポーツ振興、学
　校給食など） 　 ５億3,384万円
　など

諸支出金（7.4％）
　特別会計（国民健康保険、介護
保険など）、公営企業会計への繰
出金

その他（8.1％）
　健康増進や農業振興、観光振興、
災害復旧など

公債費（11.0％）
　市債の償還
●償還元金　 21億1,180万円
●償還利子　 １億704万円

新型コロナウイルス感染症
対策費（7.4％）
　経済・衛生対策に要する経費
　※主な施策は下の囲みをご覧く
　　ださい

国庫支出金（19.9％）
　国から支出される負担金・補助
金・委託金
●新型コロナウイルスに係るワク
　チン接種や経済・衛生対策など
　に対する補助金  　　　　　　
　　　　　　　 15億1,612万円
●東小学校・伊達中学校の改修事
　業に係る交付金１億5,278万円
　など

道支出金（6.2％）
　道から支出される負担金・補助
金・委託金
●地域づくり総合交付金
　　　　　　　　　 1,519万円
　など

地方消費税交付金（3.9％）
　市に一定の割合で交付される道税

市税（18.0％）
●市民税　 16億4,820万円
●固定資産税　 15億5,792万円
●市たばこ税　　　３億228万円
　など

その他（13.4％）
　諸収入、使用料及び手数料、地
方譲与税、繰越金など

市債（4.9％）
　市が財政上必要とする資金の借
入金
●南大通外１街路整備事業
　　　　　　　　　　5,550万円
●東小学校・伊達中学校の改修事業
　　　　　　　　１億6,290万円
●臨時財政対策債　５億353万円
　など

土木費（6.4％）
●道路、橋梁の維持管理・整備な
　どに要する経費
　　　　　　　　 　10億3,327万円
●公園整備などに要する経費　
　 　 　 　 　 7,744万円
　など



7 2022年11月

　本市ではどの数値も基準以内です。

※�詳しい決算書・決算資料は、市ホームページで公開
しています

　特別会計は、特定の収入を財源として特定の事業を
行うもので、一般会計と区別して経理する必要がある
会計です。

　公営企業会計は独立採算制をとっていて、公共の福
祉を増進しつつ、採算も念頭に置きながら運営するも
のです。簡易水道事業会計や公共下水道事業会計は一
般会計からの繰入を行っています。また、資本的収支
の不足分は損益勘定留保資金などで補填しています。

　道路・公園などの土地や学校・公営住宅などの建物
を所有しています。また、このほかにも基金などの財
産を所有しています。
土地　　 40,458,652㎡　　　建物　　　　250,823㎡
有価証券　　2,080万円　　　出資金　　　７,33９万円
債権　　　　4,７９5万円　　　基金等　９6億4,506万円

　財政健全化判断比率など

　地方債（市債）現在高

　特別会計・公営企業会計

　財産の状況

特別会計決算収支一覧表　　　　　　　　（単位：万円）

会計名 歳入 歳出 差引

国民健康保険 418,７82� 405,6９７� 13,085�

介護保険 360,025� 35７,13９� 2,886�

霊園 411� 411� 0 �

後期高齢者医療 65,06７� 63,７35� 1,332�

合　計 844,285� 826,９82� 1７,303�

令和 ３年度決算に基づく健全化判断比率　　（単位：％）

健全化判断比率 伊達市の
比率

早期健全化�
基準

財政再生�
基準

実質赤字比率 － 13.13 20.0 

連結実質赤字比率 － 18.13 30.0 

実質公債費比率 4.6 � 25.0 35.0 

将来負担比率 － 350.0 

※�各比率の「－」は、赤字や資金不足がないことを表
します

公営企業会計の資金不足比率　　　　　　　（単位：％）

会計名 伊達市の比率 経営健全化基準

水道事業会計 － 20.0�

簡易水道事業会計 － 20.0�

公共下水道事業会計 － 20.0�

公営企業会計決算収支一覧表　　　　　　（単位：万円）

水道事業 収入 支出 差引

収益的収支 65,862 53,0９8 12,７64

資本的収支 5,4７0 3７,2７8 △�31,808

合　計 ７1,332 ９0,3７6 △�1９,044

簡易水道事業 収入 支出 差引

収益的収支 8,264 8,1９７ 6７

資本的収支 850 4,0７2 △�3,222

合　計 ９,114 12,26９ △�3,155

公共下水道事業 収入 支出 差引

収益的収支 123,1９5 122,542 653

資本的収支 45,７62 82,９6７ △�3７,205

合　計 168,９5７ 205,50９ △�36,552

　道路や公共施設など将来にわたって利用される施設
を整備するためには、一時的に多額の費用が必要にな
ります。市はその費用を国や銀行などから借り入れ、
数年から数十年に分割して返済することで、財政負担
の平準化を図るほか世代間における負担の公平性を担
保しています。

➡現在高を市民 １人あたりに換算すると721,700円
　　　　　　　　　　　　　　　（昨年は７56,800円）

令和 3年度地方債（市債）の現在高　235億2,685万円
　　　　　　　　　　　一般会計　1７3億９,6７3万円
　　　　　　　　　公営企業会計　 61億3,012万円

「広報だて」の決算
⃝広報だての発行にかかった金額　７,150,264円
　（総発行部数　158,080部）
⃝広報だての広告料収入　1,７0７,７50円
　�（全額広報だての発行費に充てさせていただき
ました）
問　総務課自治振興室広報広聴係
　　� （市役所 2階☎82－3162）




