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　本宮市では、「本宮市財政状況の作成及び公表に関する条例」に基づき市の財
政を公表し、財政に対するご理解とご協力をいただいています。皆さんから納
めていただいている税金などの収入はどのくらいあるのか、また、そのお金は
どのように使われたのか、上半期（4月1日～ 9月30日）の財政状況がまとまり
ましたので、お知らせいたします。

今年度は6月に、新たに阿武隈川左岸築堤用地取得事業
特別会計を設置しました。

使用料金などの収益で運営している会計。本宮市では水
道事業があります。

市債残高（H22.9月末現在の未償還元金）：37億866万円　　　　一時借入金残高：0円

一 般 会 計

特 別 会 計

企 業 会 計

執行状況

＜歳　　出＞ ＜歳　　入＞

予算執行状況

会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険
事業勘定 28億6,918万円 9億79万円 31.40% 11億3,273万円 39.48%
直営診療所 1億538万円 3,621万円 34.36% 4,353万円 41.31%

老人保健 416万円 93万円 22.36% 0円 0.00%
後期高齢者医療 2億3,568万円 6,780万円 28.77% 7,080万円 30.04%

介護保険
保険事業 17億6,896万円 6億7,836万円 38.35% 7億2,137万円 40.78%
介護サービス事業 1,043万円 762万円 73.06% 161万円 15.44%

公共下水道事業 8億3,554万円 4億1,921万円 50.17% 3億5,141万円 42.06%
農業集落排水事業 5,123万円 528万円 10.31% 2,190万円 42.75%
工業用地造成事業 9億4,875万円 2億530万円 21.64% 1億8,044万円 19.02%
工業用地資産運用事業 1億1,462万円 4,763万円 41.55% 0円 0.00%
阿武隈川左岸築堤用地取得事業 3億83万円 1,293万円 4.30% 7,778万円 25.86%

合　計 72億4,476万円 23億8,206万円 32.88% 26億157万円 35.91%

会計名
収入 支出

予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率

水道事業
収益的 9億4,474万円 4億4,617万円 47.23% 8億4,485万円 2億7,038万円 32.00%
資本的 2億6,868万円 4万円 0.01% 7億9,938万円 5億3,265万円 66.63%

区　分 予算現額
（内繰越分）

支出済額
（内繰越分） 執行率

医療・福祉・保健
などに関する費用
 （民生費・衛生費）

42億511万円
（1,821万円）

16億8,993万円
（2万円） 40.19%

小中学校・幼稚園・
社会教育に関する
費用 （教育費）

16億7,509万円
（7,163万円）

9億2,896万円
（2,345万円） 55.46%

道路・公営住宅等に
関する費用 （土木費）

18億5,893万円
（3億7,734万円）

7億2,328万円
（1億4,707万円） 38.91%

過去に借りたお金
の返済金 （公債費） 11億1,986万円 5億2,539万円 46.92%

産業を育て経済を活
性化するための費用
 （労働費・商工費）

8億6,104万円 1億5,130万円 17.57%

農業振興に関する費用
 （農林水産業費）

3億6,144万円
（3,081万円）

1億2,423万円
（3,018万円） 34.37%

その他
 （議会費・総務費・
 消防費・予備費）

25億1,622万円
（3億5,601万円）

9億4,528万円
（1,922万円） 37.57%

合　計 125億9,769万円
（8億5,400万円）

50億8,837万円
（2億1,994万円） 40.39%

区　分 予算現額
（内繰越分）

支出済額
（内繰越分） 執行率

市 税 39億6,000万円 21億2,720万円 53.72%
交 付 税 29億1,170万円 20億929万円 69.01%

借 入 金 9億4,570万円
（4,590万円） 0円 0%

国からの補助金 18億7,631万円
（6億2,999万円） 2億8,670万円 15.28%

県からの補助金 6億29万円
(1,179万円)

1億793万円
(407万円) 17.98%

そ の 他 23億369万円
（1億6,632万円）

13億8,653万円
（1億6,060万円） 60.19%

合 　 計 125億9,769万円
（8億5,400万円）

59億1,765万円
（1億6,467万円） 46.97%
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■当初予算
　今年度は、本宮小学校の外構工事、あだたらドリームライン、名郷橋、菅田橋などの道路改良事業、情報通信ネットワー
ク整備事業などを行います。予算規模は前年度に比べて0.8%の減となりました。

■補正予算
　財政調整基金への積立金、国民健康保険特別会計への繰出金、白沢特産物直売所トイレ等改修工事、太陽光発電システ
ム設置費補助金などに2億7,569万円の予算を追加しました。

【主な補正予算項目】
・財政調整基金積立金 .............................. 1億2,240万円 ・国民健康保険特別会計繰出金 ............................4,430万円
・道路維持補修工事 .............................................1,790万円 ・用悪水路改良工事 .......................................................1,160万円
・教育施設等整備事業基金積立金 ................ 952万円 ・大山・松沢線道路改良工事 .................................... 910万円
・白沢特産物直売所トイレ等改修工事 ..... 724万円 ・本宮駅利用促進協議会補助金 ............................... 500万円
・第二児童館駐車場整備工事 ........................... 350万円 ・白沢中学校教室等出入口扉修繕工事 ............... 341万円
・太陽光発電システム設置費補助金 .......... 300万円 ・光ケーブル共架料 .......................................................... 214万円

■予算現額
〔当初予算額〕114億6,800万円+〔補正予算額〕2億7,569万円+〔前年度からの繰越額〕8億5,400万円…合計 125億9,769万円

　基金は、特定の目的のために積み立てた
貯金のことです。教育施設等整備事業基金
に3億5,017万円積み立てたので、平成21年
度末と比べて2億7,866万円増えました。

※１特別な市債： 国が交付すべきお金を地方が借入金でまかなうこととされたもの。 
返済した金額は交付税の基準財政需要額に算入されます。

市債残高 （Ｈ22.9月末現在の未償還元金。利子は含めない。)

債務負担行為残高 （Ｈ22.9月末現在の未償還元金利子及び事務費を含む。）

一時借入金の残高 すべての会計で借入残高はありません。※定額運用基金は含んでおりません。

予算の状況

平成22年度上半期の

基　金　名 H22.9月末残高
財 政 調 整 基 金 10億9,950万円
減 債 基 金 7,531万円
地 域 福 祉 基 金 4億1,057万円
教育施設等整備
事 業 基 金 4億387万円

本 宮 小 学 校
整 備 基 金 6,065万円

白沢総合支所庁舎
建 設 基 金 2,406万円

文 化 ス ポ ー ツ
振 興 基 金 1,617万円

そ の 他 4,636万円
合 計 21億3,649万円

基金の状況 借入金の状況

このページに関するお問い合わせは財政課財政係（内線232）へ
ホームページもご覧ください。　http://www.city.motomiya.lg.jp/

182億5,138万円

89億2,462万円

工業団地
（商工）
30億円

道路橋りょう（土木）
21億399万円

農林水産
3億1,425万円

一般会計

一般会計

特別会計

特別会計

学校等（教育）
21億3,078万円

社会福祉
2億9,027万円

特別な市債
※１

44億5,426万円

公共下水道
52億7,468万円

その他
（消防・農林など）
8億8,960万円

その他
3億9,326万円

農業集落排水
3億9,807万円

工業用地造成事業
79億2,684万円




