
呉市の

財政事情を公表します

予算執行状況

市債・一時借入金の状況
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　市の財産には、市庁舎や学校・公
園などの土地・建物のほか有価証券
や各種基金などがあり、それらを有
効に運用するよう努めています。
　各基金のうち、財政調整基金は、
ある年度の収支が厳しい時に取り崩
すことができる貯金のようなもの
で、令和2年3月31日時点の残高は
67億3,741万円となっています。

　市債とは、道路や公共施設の整備な
ど多額の費用がかかる事業の財源とす
るための長期借入金です。
　一時借入金とは、年度内の一時的な資
金不足を補うための短期の借入金です。

※�令和元年度終了後、2カ月間は元年度の現金の収入・支出を行うことができる「出納整理期間」であるため、
　最終的な執行状況（元年度決算）は12月にお知らせします。

収入・支出済額

●市債の現在高
29年度末 30年度末 元年度末

一般会計 1,162億円 1,101億円 1,168億円
市民1人当たり 512,581円 492,173円 529,949円

特別会計 250億円 229億円 194億円
市民1人当たり 110,515円 102,443円 87,950円

一般会計予算額
1,222億円

特別会計予算額
571億円

一般会計とは
市税を主な財源として、皆
さんの暮らしに身近な福祉
や道路、教育、消防などの
事業を行うための会計（財
布）です。

特別会計とは
特定の事業を行うために、
一般会計と区分している会
計（財布）で、国民健康保
険事業・介護保険事業など
16に分かれています。

歳入 972億円 （79.5%）

歳出 974億円 （79.7%）

土  地

有価証券

建  物

基  金

27,244,798㎡

3,910万円

1,206,221㎡

190億9,101万円

歳入 479億円 （83.4%）

歳出 508億円 （89.0%）

●一時借入金の現在高
一般会計 特別会計 計
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　毎年6月と12月に市の財政事情を公表しています。今回は、令和元年度予算の執行状況（令和2年3月31日
現在）、令和2年度一般会計と特別会計当初予算の概要（財務状況）などについてお知らせします。

０８
２３

一般会計当初予算の概要

特別会計当初予算の概要 単位：百万円

30年度 元年度 2年度

予算額 988.3億円 1,002.9億円 1,004.0億円

市
民
一
人
当
た
り
の
状
況

予算額 435,903円 448,372円 455,664円

市税負担額 137,426円 136,556円 140,203円

負
担
内
訳

市民税 (64,012円 ) (61,101円 ) (62,418円 )

固定資産税 (56,141円 ) (57,723円 ) (59,476円 )

都市計画税 (9,232円 ) (9,442円 ) (9,767円 )

市たばこ税など (8,041円 ) (8,290円 ) (8,542円 )

３月末人口 226,725人 223,685人 220,342人

特別会計 概　　　　　要 30年度 元年度 2年度

国民健康保険事業（事業勘定） 国民健康保険事業の運営� 23,770 23,230 21,226

国民健康保険事業（直診勘定） 音戸診療所、安浦診療所の運営� 35 35 51

後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業の運営� 3,791 3,812 3,941

介護保険事業（保険勘定） 介護保険事業の運営� 22,552 23,222 24,483

介護保険事業（サービス勘定） 総合ケアセンターさざなみの運営� 47 105 80

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 母子父子寡婦福祉資金の貸付 145 180 222

公園墓地事業 川尻公園墓地、音戸墓園の管理など 5 5 5

地域下水道事業 竹田浜住宅団地の地域下水道施設の管理など 24 15 16

集落排水事業 集落排水施設の整備・管理運営� 575 641 649

地方卸売市場事業 地方卸売市場の管理運営� 75 74 70

野呂高原ロッジ事業 野呂高原ロッジの管理運営� 29 46 38

駐車場事業 市営駐車場の管理運営� 187 227 232

内陸土地造成事業 内陸部の開発 66 20 461

港湾整備事業 港湾施設（中央桟橋、公共ふ頭）の整備・管理運営� 893 1,166 798

臨海土地造成事業 臨海部の開発（阿賀マリノポリス地区など）� 1,130 1,570 2,731

財産区事業 倉橋市民センター所管区域内の財産区の管理� 5 5 5

合　　　　　計 53,329 54,353 55,008

　令和2年度当初予算は、消防庁舎など
の建設完了や市債償還などの減少要因が
ある一方、災害公営住宅の整備、河川改良
などの緊急自然災害防止対策や介護保
険事業（保険勘定）繰出金の増加などによ
り、前年度（令和元年度）と同程度の予算
規模となっています。
　復興計画（復旧期）やくれワンダーラン
ド構想の考え方と一体的に推進する第4
次長期総合計画などの最終年度におい
て、必要な施策を着実に実施するための
予算を確保しつつ、健全な財政運営の確
保のため、行政改革にも取り組みます。
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