
課税徴収、財産管理などの市
の総括的な事務にかかる経費

総務費 21億6,359万円
9億9,207万円

予防接種、検診、ごみ処理
などにかかる経費

衛生費
26億4,306万円
8億6,101万円

道路、公園等の維持管理や
整備などにかかる経費

土木費 39億6,403万円
7億9,640万円

学校教育や生涯学習などの
教育全般にかかる経費

教育費 32億9,864万円
8億5,128万円

問合先 財務課財政グループ（☎84－5030）

令和４年度 市の財政状況
　市では、市民の皆さんに納めていただいた税金の使い道や、市の財政がどのような状況にあ
るのかを知っていただくために、財政状況を公表しています。今回は、令和4年9月30日時点
の財政状況を公表します。

市　税
市民税、固定資産税、軽自
動車税などの税収入

特定の事業に対する国の
負担金や補助金

大きな事業を行うために国や
銀行から借り入れるお金

市の事業に対する県の負担
金や補助金

使用料、手数料など

歳　入 歳　出
一般会計予算 市の中心となる会計、その歳入や歳出もさまざまな分野にわたります

国庫支出金

市　債

県支出金

市の財政状況に応じて国
から交付されるお金

地方交付税

その他

民生費
児童、高齢者、障がい者などの
福祉全般にかかる経費

市が事業を行うために借り
たお金の返済金

消防、救急、災害対策などに
かかる経費

農林水産業費、商工費、議会
費など

公債費

消防費

その他

99億1,840万円

44億4,324万円

18億8,120万円

13億7,153万円

24億4,000万円

10億4,511万円

14億2,500万円

19億7,011万円

59億9,246万円

7億6,228万円

0円

2億2,689万円

13億1,934万円

7億円

6億7,519万円

18億7,411万円

77億3,119万円

19億7,702万円

30億8,636万円

9億8,064万円

8億4,119万円
3億6,065万円

18億7,587万円
6億4,732万円

予  算  額  244億9,459万円
収入済額  115億5,027万円
　　　　（収入率  47.2％）

予  算  額  244億9,459万円
支出済額    85億7,573万円
　　　　（執行率  35.0％）

貯金（基金）から引き出す
お金

繰入金

地方消費税収入のうち、
市に交付されるお金

地方消費税交付金

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

基金 76億353万円

財政調整基金
（年度間の財源の不均衡を調整するための基金）

16億7,708万円

減債基金
（市債の償還を計画的に行うための基金）

6億6,531万円

リニア中央新幹線亀山駅整備基金 18億5,365万円
地域福祉基金 3,589万円
文化振興基金 1,133万円
ふるさと・水と土保全基金 1,689万円
ボランティア基金 915万円
土地開発基金 7億9,813万円

市民まちづくり基金 7億7,416万円
関宿にぎわいづくり基金 3億7,054万円
みえ森と緑の県民税市町交付金基金 503万円
森林環境整備基金 1,392万円

国民健康保険事業運営基金 7,245万円

一般会計の市債（長期借入金）の現在高 151億 2,319万円

令和４年度 市の財政状況

借入先別 費目別

財務省
100億201万円
（66.1%）

銀行など
30億7,768万円
（20.4%）

地方公営企業など金融機構
8億2,152万円（5.4%）

その他
12億2,198万円（8.1%）

教育債
24億4,143万円
（16.1%）

土木債
26億7,809万円
（17.7%）

衛生債
10億2,556万円
（6.8%）

消防債
5億9,913万円（4.0%）

その他
3,509万円（0.2％）

臨時財政対策債
82億519万円
（54.3%）

減税補てん債
7,320万円
（0.5%）

減収補てん債
5,300万円
（0.4%）

市の財産
土地 3,319,330㎡ 車両 167台
建物 192,409㎡ 有価証券 1,210万円

特別会計予算 一般会計と区分して、特定の収入をもって特定の事業を行うための会計

17億2,556万円

4億4,590万円

45億2,190万円
18億7,543万円

10億8,140万円
2億1,880万円

45億2,190万円

10億8,140万円

うち旧日本郵政公社
8,078万円（0.5%） 普通債その他

歳　入 歳　出
予  算  額  56億   330万円
収入済額  20億9,423万円
　　　 （収入率  37.4％）

予  算  額  56億   330万円
支出済額  21億7,146万円
　　　 （執行率  38.8％）

庁舎建設基金 13億円

その他
1,250万円（0.1％）
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