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訓大田原地域職業訓練センター 湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県立県北体育館

目的別 借入先別

特別会計の状況

市債の借入残高

会計名 予算現額 収入済額 収入率
支出済額 支出率

国民健康保険事業費特別会計 100 億 5,429 万円 88 億 7,524 万円 88.3％
88 億 5,620 万円 88.1％

下水道事業特別会計 20 億 6,900 万円 16 億 8,271 万円 81.3％
15 億 9,845 万円 77.3％

農業集落排水事業特別会計 １億 9,100 万円 １億 8,470 万円 96.7％
１億 7,258 万円 90.4％

介護保険特別会計 70 億 2,714 万円 65 億 4,670 万円 93.2％
59 億     457 万円 84.0％

子育て支援券特別会計 １億 5,650 万円 １億 3,989 万円 89.4％
8,000 万円 51.1％

後期高齢者医療特別会計 ６億 6,050 万円 ６億 5,602 万円 99.3％
５億 6,782 万円 86.0％

須賀川財産区特別会計 80 万円 83 万円 103.4％
47 万円 58.3％

■一般会計　
　307 億 470 万円

■特別会計　99 億 7,724 万円
　下水道事業特別会計　90 億 2,989 万円　／　農業集落排水事業特別会計　9 億 4,735 万円

臨時財政対策債

教育債

総務債

災害復旧債

農林業債

衛生債

民生債

公営住宅債
消防債

土木債

160 億
5,979 万円
（52.3％）

45 億
3,800 万円
（14.8％）

70 億 5,774 万円
（23.0％）

８億    306 万円
（2.6％）

９億 6,650 万円
（3.2％）

４億 6,626 万円
（1.5％）

４億     612 万円
（1.3％）

３億 4,476 万円
（1.1％）

4,120 万円
（0.1％）

2,127 万円（0.1％）

　市債は、その返済について普通交付税措置のある地方債を優先的に発行し、財源の確
保に努めています。特に、返済額の 70％が普通交付税として措置される合併特例債を積
極的に活用しています（合併特例債現在高 96億 5,665 万円で全体の 31.5％）。
　なお、市債は平成 30年の４～５月にも借り入れますので、最終的な年度末残高はこれ
より増加します。

一時的な資金の不足については、一時借入金などにより対処し
ました。

資本的収入額が資本的支出額に不足する
額は、内部留保資金で補てんしました。

水道事業の経営状況
■収入および支出の状況

＜収益的収支＞
事業運営を目的とした収支

収入 16 億 3,950 万円

支出 15 億 1,782 万円

＜資本的収支＞
施設整備を目的とした収支

収入 １億 6,483 万円

支出 ７億 1,097 万円

■業務の状況

給水戸数 ２万 6,835 戸

給水人口 ６万 8,224 人

財務省など
105 億
　　3,956 万円
　　　（34.3％）

市中銀行	
53 億 3,679 万円

（17.4％）

地方公共団体金融機構
87 億 1,494 万円（28.4％）

その他金融機関
30 億    860 万円

（9.8％）

栃木県	
11 億   296 万円（3.6％）

ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	
2 億 7,289 万円（0.9％）

共済組合など	
17 億 2,896 万円

（5.6％）

区長連絡協議会役員が決まりました
▶親園地区…植木  重治（五本木）
▶野崎地区…筒井  雅治（薄葉第２団地）
▶佐久山地区…本多  房雄（荒町）、本堂  則光（仲町）
▶湯津上地区…深澤  正夫（湯津上下）
▶黒羽地区…佐藤  富夫（前田３区）
▶川西地区…新巻  満雄（桧木沢）、渡邊  誠一（大豆田）
▶両郷地区…大森  清五（大輪上）
▶須賀川地区…平久江  德昭（須賀川上）
●監事…鈴木  義一（片府田）、佐藤  純夫（松原）
●会計…伊藤  明男（上町）
　政策推進課　Ａ２階　　（２３）８７１５

大田原市

　大田原市区長連絡協議会は、市と区長（自治会長）相互
の連絡調整を図り、市政の発展に貢献することを目的に
結成されています。総会において、次のとおり役員が選
任されましたのでお知らせします。（敬称略、（　）内は
自治会名）
●会長…筒井  雅治（薄葉第 2 団地）
●副会長…小池  清一（川下刈切平林）、本多  房雄（荒町）、

佐藤  富夫（前田３区）
●理事
▶大田原地区…小池  清一（川下刈切平林）、車田  正信（荒

町）、平山  文夫（富士見ハイツ）、室井  敏雄（赤堀西）
▶金田地区…室井  祐之（南金丸）、印南  行雄（富池）、
　戸村  一之（北金丸）
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大田原市の財政状況
平成29年度下半期

　市では、毎年６月と 12 月の年２回、市の財政状況を公表しています。これは、市民の皆さんから納めていた
だいた税金や国・県からの支出金などの使いみち、財産の状況などをお知らせするものです。
　今回は、平成 29 年度下半期 ( 平成 30 年３月 31 日まで ) の執行状況をお知らせします。
　なお、市の決算は出納整理期間（４月１日～５月 31 日）後に作成しますので、今回の財政状況の数値と決算の
数値は異なります（決算については、広報１月号に掲載予定です）。

（平成 30年 3月 31日現在　住基人口：71,562 人　世帯：28,221 世帯）

一般会計の状況

歳出歳入

１世帯当たりの市税負担額は、　　36万8,329円 １世帯当たりの歳出金額は、 　108万3,502円

市税の状況 財産の状況
税　目 予算現額 収入済額 収入率
固定資産税 50 億　189 万円 50 億 1,834 万円 100.3％
市民税 45 億 3,055 万円 43 億 4,668 万円 95.9％
市たばこ税 ４億 8,160 万円 ４億 5,376 万円 94.2％
都市計画税 ３億 2,287 万円 ３億 2,639 万円 101.1％
軽自動車税 ２億 2,288 万円 ２億 2,737 万円 102.0％
入湯税 2,000 万円 2,208 万円 110.4％
合計 105 億 7,979 万円 103 億 9,462 万円 98.2％

土地 5,773,015㎡

建物 332,259㎡

基金 60 億 3,955 万円

上段：予算現額
下段：支出済額

上段：予算現額
下段：収入済額

市民１人当たりの歳出金額は、　42万7,287円

■一般会計予算を市民１人当たりに換算してみると・・・

市民１人当たりの市税負担額は、　14万5,253円

　財政課　　（２３）８７９７

　国庫支出金・市債・県支出金については、事業完了後に
収入となるため、翌年度へ繰越となったり、出納整理期
間（４月１日～５月 31 日）に収入されたりする分があり、
予算現額と収入済額に開きが生じています。

105 億 7,979 万円
103 億 9,462 万円

76 億 552 万円
76 億 552 万円

46 億 7,625 万円
41 億 7,138 万円

50 億 5,050 万円
19 億 6,960 万円

26 億 7,486 万円
16 億 3,737 万円

14 億 3,102 万円
14 億 3,102 万円

4 億　397 万円
3 億 8,186 万円

43 億 1,931 万円
37 億　582 万円

市税

地方交付税

国庫支出金

市債

県支出金

地方消費税
交付金

使用料及び
手数料

その他

民生費

教育費

総務費

土木費

公債費

衛生費

農林水産業費

消防費

その他

商工費

108 億 9,651 万円
97 億 8,490 万円

46 億 9,831 万円
40 億 7,935 万円

58 億 8,349 万円
37 億 7,830 万円
49 億 4,400 万円
33 億 6,714 万円

38 億 4,087 万円
37 億 8,161 万円

21 億 2,493 万円
19 億 4,310 万円

17 億 5,636 万円
13 億 7,050 万円

11 億 8,276 万円
11 億 4,255 万円

10 億 6,388 万円
10 億 2,373 万円

3 億 5,011 万円
3 億　634 万円
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