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体県立県北体育館黒黒羽庁舎

湯湯津上庁舎本本庁舎
新型コロナウイルス感染症の影響により掲載事業が中止・延期となる場合があります

　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、市民の皆さまから納めてい
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、令和２年度下半期（令和３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（決算の状況は広報おおたわら１月号に掲載予定です）。

（令和３年３月31日現在　住基人口：70,377 人　世帯：29,332 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、　　　36万181円 １世帯当たりの歳出金額は、　136万円6,824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 52 億 5,975 万円 53 億 3,091 万円 101.4％

市民税 43 億 2,092 万円 41 億 2,816 万円 95.5％

市たばこ税 ４億 5,400 万円 ４億 9,216 万円 108.4％

都市計画税 ３億 3,128 万円 ３億 4,238 万円 103.4％

軽自動車税 ２億 5,261 万円 ２億 5,777 万円 102.0％

入湯税 1,380 万円 1,346 万円 97.5％

合計 106 億 3,236 万円 105 億 6,484 万円 99.4％

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、　　56万9,670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、　　15万118円

　市債・国庫支出金・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。

市税

地方交付税

国庫支出金

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

土木費

教育費

総務費

公債費

衛生費

農林水産業費

消防費

その他

商工費

　 財政課　本６階　　（２３）８７９７本

473億 5,453万円
423億 8,404万円

473億 5,453万円
400億 9,169万円

区分 現在高

土地 　　　5,829,490㎡

建物 　　　   344,249㎡

基金 　 47 億 8333 万円

令和２年度下半期

市債

大田原市の財政状況

138 億 9,582 万円

106 億 3,236 万円

125 億　949 万円

105 億 6,484 万円

83 億 3,636 万円
83 億 3,636 万円

29 億 6,571 万円
23 億　390 万円

17 億　453 万円
17 億　453 万円

３億 1,852 万円
２億 9,968 万円

47 億　113 万円
44 億 4,874 万円

48 億       10 万円
22 億 1,650 万円

124 億 2,039 万円

110 億 3,282 万円

117 億 8,493 万円

101 億 3,897 万円

43 億 2,072 万円
25 億 6,336 万円

60 億　416 万円
45 億 1,632 万円

39 億 2,875 万円
28 億 1,088 万円

34 億 8,173 万円
34 億 5,648 万円

21 億 2,626 万円
19 億 8,123 万円

18 億 1,972 万円
11 億 9,117 万円

12 億 4,800 万円

６億 4,897 万円
９億 7,198 万円

９億 9,938 万円
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市中銀行 
27億
9,387万円

（9.1％）

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 80億 6,204万円

79億 2,534万円
（98.3％）

78億 4,461万円
（97.3％）

介護保険
特別会計 77億 7,736万円

70億 2,130万円
（90.3％）

63億 9,138万円
（82.2％）

子育て支援券
特別会計 3,050万円

3,087万円
（101.2％）

598万円
（19.6％）

後期高齢者医療
特別会計 ７億 5,040万円

7億 2,858万円
（97.1％）

7億 1,167万円
（94.8％）

須賀川財産区
特別会計 120万円

105万円
（87.5％）

92万円
（76.7％）

■一般会計
308億 1,817万円

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

152億
7,350万円
（49.6％）

46億8,226万円
（15.2％）

55億 8,799万円
（18.1％）

４億 9,142万円
（1.6％）

36億
7,748万円
（11.9％）

４億 4,617万円
（1.4％）

２億 3,148万円
（0.8％）

２億 1,866万円
（0.7％） １億 7,851万円（0.6％）

3,070万円（0.1％）

　市債の発行については、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 79 億 650 万円で全体の
25.7％）。
　なお、市債は令和３年４月～５月にも借り入れを行うため、市債の最終的な年度末
残高はこれより増加します。

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・下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 水道　　17億　833万円
下水道　20億4,058万円

支出 水道　　14億9,121万円
下水道　16億8,114万円

＜資本的収支＞
施設整備を目的とした収支

収入 水道　　３億7,558万円
下水道　４億2,020万円

支出 水道　　11億　  97万円
下水道　11億4,968万円

■業務の状況（令和３年３月 31 日現在）

給排水戸数 給水　２万7,761戸
排水　１万4,687戸

給排水人口 給水　６万6,735人
排水　４万5,166人

財務省など
108億 1,729万円

（35.1％）

118億
4,373万円
（38.4％）

地方公共団体
金融機構

その他金融機関
20億 4,987万円

（6.7％）

栃木県 
８億3,932 万円（2.7％）

ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険
１億 4,562万円（0.4％）

共済組合など
23億
2,847万円

（7.6％）臨時財政
対策債等

広報おおたわら有料広告募集
２号広告（青枠）※１号広告２枠分

●掲載枠…縦45㎜×横180㎜
●掲載料金…30,000円
●掲載ページ…広報おおたわら「お知らせ」の最下段

１号広告（グレー枠）
●掲載枠…縦45 ㎜×横90 ㎜
●掲載料金…15,000円
●掲載ページ…広報おおたわら「お知らせ」の最下段
●発行回数…毎月１日発行
●発行部数…21,100部
●申込方法…所定の用紙に必要事項を記入の上、
　要領に定められた書類を添えて下記まで申し込み
　　　　情報政策課　　６階 　（２３）８７００本
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