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総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H29 H30 R元 R2 R3

（億円）

（年度）

（年度）

（億円）

財

依

源

存
自
主
財
源

（53.2％）（53.2％）（46.8％）（46.8％）

町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）
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区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％
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「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入
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