
湯沢市財政状況の公表に関する条例に基づき、令和2年3月31日現在の令和元年度の財政状況を公表します。

※ 金額は令和2年3月31日現在のもので、決算額とは異なります。

また、各項目の数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。



地方公共団体が一定の水準の事務を
行えるよう国が交付するお金です。

地方交付税

市民の皆さんや市内に事務所を持つ
法人などに納めていただく税金です。

市 税

国から収入する負担金や補助金など
です。

国庫支出金

県から収入する負担金や補助金など
です。

県 支 出 金

資金を調達するための借入金のこと
で、複数年度で返済します。

市 債

他の収入科目に該当しない収入で、
預金利子、貸付金元利収入、雑入な
どがあります。

諸 収 入

主に基金を取り崩して一般会計へ繰り
入れるお金です。

繰 入 金

県が徴収した地方消費税を一定の配
分により市町村へ交付します。

地方消費税
交 付 金

前年度の決算で余ったお金です。 繰 越 金

寄附を受けたお金です。 寄 附 金

　※2　下記収入金の合計です。 そ の 他

※2　地方譲与税、使用料及び手数料、分担金及び負担金、財産収入、自動車取得税交付金、地方特例交付金、配当割交付金、利子割交付金、株式等

譲渡所得割交付金、交通安全対策特別交付金

　　令和元年度予算に対する歳入の執行状況です。（令和2年3月31日現在　※繰越明許費、継続費逓次繰越を含む）

　　予算に対し、どのくらいの収入があったかを表しています。

自治体の会計年度は4月1日から3月31日

までですが、地方自治法により5月31日ま

で収入、支出に関する事務整理期間が設け

られており、これを出納整理期間※１といい

ます。

年度の決算額は、出納整理期間後に確定し

ます。

予算の構成比

112億1,576万円

39億1,818万円

33億2,409万円

23億9,367万円

18億4,701万円

9億9,101万円

8億9,051万円

8億5,333万円

6億4,220万円

4億8,270万円

7億5,917万円

112億1,576万円

39億4,367万円

32億3,387万円

14億8,387万円

1億7,620万円

9億6,571万円

182万円

8億5,333万円

6億4,220万円

4億7,250万円

7億5,224万円

予算現額

収入済額

予算現額 273億1,762万円

収入済額 237億4,117万円

執 行 率 86.9％

歳入合計

地方交付税

41%

市税

14%国庫支出金

12%

県支出金

9%

市債

7%

諸収入

4%

繰入金

3%

地方消費税

交付金

3%

繰越金

2%
寄附金

2%

その他

3%

国庫支出金や県支出金は、3 月末の事業終了を待っ

て確定される場合などもあり出納整理期間に残りを

収入する見込みです。

市債は、返済に係る利子の支払い額を少なくするた

めに出納整理期間※1に借り入れるので、3月末時点

では収入が少なくなっています。

繰入金は、最終的な収支の見込みで金額を確定し収

入します。



高齢者・障がい者・児童などの福祉の
増進に必要な経費です。

民 生 費

住民票や戸籍、税務、選挙など市の
全般的な運営に要する経費です。

総 務 費

市の借入金の返済金です。 公 債 費

健康診断やごみ処理など、保健や環
境衛生のための経費です。

衛 生 費

道路や橋、公園などの整備やまちづく
りに要する経費です。

土 木 費

学校教育や社会教育などに必要な経
費です。

教 育 費

消防団の活動、災害対策などに必要
な経費です。

消 防 費

農林業・畜産の振興や基盤整備など
に必要な経費です。

農林水産業
費

商工業や観光の振興などに必要な経
費です。

商 工 費

基金への積立金や普通財産の取得
などに必要な経費です。

諸 支 出 金

議会費、労働費、災害復旧費、予備
費の合計です。

そ の 他

　　予算に対し、どのくらいの支出があったかを表しています。

　　令和元年度予算に対する歳出の執行状況です。（令和2年3月31日現在　※繰越明許費、継続費逓次繰越を含む）

83億9,833万円

31億9,067万円

31億2,523万円

26億8,030万円

24億3,629万円

20億0,405万円

15億8,512万円

13億9,786万円

10億8,212万円

10億7,207万円

3億4,558万円

67億2,924万円

28億3,688万円

31億2,257万円

25億2,674万円

16億3,364万円

17億6,653万円

11億6,727万円

12億4,961万円

10億3,866万円

0万円

2億8,708万円

予算現額

支出済額

予算現額 273億1,762万円

支出済額 223億5,823万円

執 行 率 81.8％

歳出合計

3 月末の事業終了により確定される経費や最

終的な収支の見込みで金額を確定し支出する経

費など、出納整理期間に支払う経費が多い項目

は、3月末時点での執行率が低くなっていま

す。

予算の構成比（％）
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区　　分 予算現額 収入済額 収入率

市 民 税 15億1,992万円 15億2,624万円 100.4%

固 定 資 産 税 19億2,687万円 19億4,114万円 100.7%

軽 自 動 車 税 1億5,498万円 1億5,581万円 100.5%

市町村たばこ税 2億8,573万円 2億8,934万円 101.3%

入 湯 税 3,069万円 3,114万円 101.5%

合 計 39億1,818万円 39億4,367万円 100.7%

会　計　名 残高

一 般 会 計 315億8,638万円

特 別 会 計 140億3,819万円

公 営 企 業 会 計 30億6,451万円

合 計 486億8,908万円

市民１人当たり負担額　111万円
※ 住民基本台帳人口（令和2年3月31日現在）

43,914人

市民１人当たり負担額　9.0万円
※ 住民基本台帳人口（令和2年3月31日現在）

43,914人

備　　考

簡易水道特別会計、下水道特別会計

上水道事業会計

令和２年3月31日現在の市税の収入状況です。

令和２年3月31日現在の借入金残高の内訳です。

市債は、公共施設などを

造るために国や金融機関か

ら借り入れたお金です。

複数年にわたって返済す

ることで施設を使う次の世

代にも費用を負担してもら

うことになり、世代間の負

担を公平にすることができ

ます。
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49%
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税
4%
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市税の構成比



収入済額 支出済額 収入済額 支出済額
（収入率） （執行率） （収入率） （執行率）

46億4,855万円 45億7,595万円 1,926万円 55万円

(90.8%) (89.4%) (104.3%) (3.0%)

収入済額 支出済額 収入済額 支出済額
（収入率） （執行率） （収入率） （執行率）

4億9,843万円 5億2,508万円 4,676万円 1,537万円

(90.5%) (95.4%) (102.5%) (33.7%)

収入済額 支出済額 収入済額 支出済額
（収入率） （執行率） （収入率） （執行率）

45億3,721万円 49億6,302万円 2,369万円 616万円

(81.8%) (89.5%) (100.0%) (26.0%)

収入済額 支出済額 収入済額 支出済額
（収入率） （執行率） （収入率） （執行率）

2億5,418万円 2億4,656万円 5億6,052万円 5億5,278万円

(94.2%) (91.4%) (100.4%) (99.0%)

収入済額 支出済額 収入済額 支出済額
（収入率） （執行率） （収入率） （執行率）

2億2,982万円 3億7,125万円 18億5,463万円 17億8,945万円

(53.4%) (86.2%) (101.2%) (97.6%)

予算現額

予算現額

予算現額

2,370万円

予算現額

5億5,828万円

簡易水道特別会計

4,562万円

予算現額

5億5,050万円

予算現額

55億4,799万円

予算現額

2億6,971万円

養護老人ホーム愛宕荘特別会計

皆瀬更生園特別会計 下水道特別会計

予算現額

4億3,062万円

予算現額

18億3,306万円

令和元年度予算に対する歳入・歳出の執行状況です（令和2年3月31日現在）。　  予算に対し、どのくらいの収入・支出があったかを表しています。

国民健康保険特別会計 湯沢財産区特別会計

後期高齢者医療特別会計 院内財産区特別会計

介護保険特別会計 秋ノ宮財産区特別会計

予算現額

51億2,079万円 1,846万円

保険料や使用料な
ど特定の収入によっ
て運営する事業の会
計を特別会計といい
ます。

事業ごとの収支を
明確にするために、
一般会計と区別して
経理しています。



令和元年度予算に対する執行状況です。（令和2年3月31日現在）　

■給水戸数 １２，３１４戸 ■給水量 ２，８９０千㎥

■主な建設改良事業

　　配水管布設工事 １，９８２万円

　　配水管布設替工事 １億１，９８６万円

４９７万円

２１９万円

〈収入〉 〈支出〉
収入額 執行額
（収入率） （執行率）
９億２，６１３万円 ７億４，８９５万円

(99.2%) (90.6%)

〈収入〉 〈支出〉
収入額 執行額
（収入率） （執行率）
１億７，３３７万円 ５億２，８１６万円

(101.2%) (92.2%)

予算額

予算額

５億７，２９９万円

予算額

１億７，１３７万円

配水管工事など施設を整備する事業

予算額

９億３，３４４万円 ８億２，６８２万円

収益的収支（営業経費）

飲料水をつくる事業

水道事業の概要

　　消火栓新設工事

　　配水池屋根防水改修工事

資本的収支（建設経費）

水道事業会計では、飲料水
をつくり、使用していただ
いた水道料金等によって水
道管を整備しています。
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