
区分　予算額 （構成比）
内容

凡例

一般会計歳入歳出予算額の内訳市民一人当たりの予算額 市民一人当たりの予算額

市税　100億2,423万円 （31.4％）
市民税や固定資産税など

都支出金　55億8,140万円 （17.5％）
都からの補助金など

国庫支出金
46億7,838万円 （14.7％）
国からの補助金など

市債　27億202万円 （8.5％）
施設の整備を行うためなどに
借りるお金

地方交付税　41億6,760万円 （13.1％）
所得税、 法人税、 酒税などを
財源とする国からの交付金

諸収入　8億1,357万円 （2.6％）
給食費など

地方消費税交付金
17億7,687万円 （5.6％）
地方消費税を財源とする国からの交付金

使用料及び手数料
4億4,713万円 （1.4％）
ごみ処理手数料など

その他　12億6,447万円 （3.7％）
前年度からの繰越金や私立保育所保育料など

12万4,958円

6万9,575円

5万8,319円

5万1,952円

3万3,682円

2万2,150円

1万141円

5,776円

5,574円

1万5,762円

民生費　143億6,709万円 （45.0％）
子育て世帯、 高齢者、 体の
不自由な方の支援など 17万9,094円

衛生費　34億938万円 （10.7％）
ごみ処理、 環境対策、 健康管理など 4万2,500円

土木費　25億3,929万円 （7.9％）
道路や公園の整備 ・ 維持管理など 3万1,654円

教育費　33億8,279万円 （10.6％）
学校教育や文化 ・ スポーツの
振興など 4万2,168円

総務費　30億5,370万円 （9.6％）
庁舎などの運営管理、 交通安全対策、
防犯対策など 3万8,066円

公債費　23億3,383万円 （7.3％）
市が借りているお金の返済 2万9,093円

消防費　12億6,667万円 （4.0％）
災害対策や消防団活動など 1万5,790円

災害復旧費　5億4,836万円 （1.7％）
台風や地震などによる災害の復旧 6,835円

商工費　3億6,196万円 （1.1％）
観光 ・ 商工業の振興など 4,512円

その他　3億1,188万円 （1.0％）
議会費、 予備費など 3,888円

※「市民一人当たりの予算額」 は、 それぞれの予算額を令和 3年 1月 1日現在の人口 （80,221人） で割ったものです。

繰入金　4億6,339万円 （1.5％）
他会計や基金からの繰入金

歳入 歳出
319億1,907万円 319億1,907万円

農林水産業費　3億4,412万円 （1.1％）
農林水産業の振興など 4,289円

令和３年度
　市の予算を
　　　お知らせします

　令和３年あきる市議会第１回定例会３月定例会

議で、令和３年度一般会計予算、６つの特別会計

予算と下水道事業会計予算が原案のとおり可決さ

れました。

　予算規模は、８会計を合わせて、前年度比1.1％

増の560億1,789万円となりました。

　ここでは、令和３年度における予算編成の概要、

会計別予算、一般会計の歳入と歳出の主な内容を

お知らせします。

予算編成の方針

　令和３年度の予算は、新型コロナウイルス感染症の

影響に対応しつつ、将来都市像である「人と緑の新創

造都市」の実現に向け、「後期基本計画」に掲げるテー

マと「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる基

本目標を踏まえ、重点的に取り組むべき施策を計画的

に推進するため、限られた財源の重点的かつ効率的な

配分に努め、編成を行いました。

会計別予算

区　　　分 予算額
対前年

度比（％）

一 般 会 計　 319億1,907万円 △ 0.8

特 別 会 計　 192億  836万円 6.0

国 民 健 康 保 険 82億9,855万円 △ 1.7

後 期 高 齢 者 医 療 21億5,950万円 0.3

介 護 保 険 69億6,337万円 1.9

戸 倉 財 産 区   369万円 △ 3.6

テレビ共同受信事業 4,071万円 △ 0.3

秋多都市計画事業武蔵引田
駅北口土地区画整理事業

17億4,255万円 170.7

公 営 企 業 会 計　 48億9,047万円 △ 3.8

下 水 道 事 業 48億9,047万円 △ 3.8

合　　　計 560億1,789万円 1.1

※下水道事業会計の予算の規模は、支出予算の総額として表記
しています。

※金額は、表示単位未満を四捨五入しており、端数処理の関係で、
合計数値が合わないことがあります。

一般会計予算の歳入の主な内容

〈市税〉
　前年度に比べ8億1,162万円、7.5％の減で

す。新型コロナウイルス感染症の影響による

市民税所得割の減や3年ごとの評価替えの影

響による固定資産税や都市計画税の減などに

よるものです。

　市民税と固定資産税の合計で、市税全体の

85.4％を占めています。

〈地方交付税〉
　前年度に比べ1,877万円、0.4％の減です。

高齢者保健福祉費の伸びや、市税の減収など

の増要因があるものの、臨時財政対策債への

振替などによる減少要因が大きいことによる

ものです。

〈国庫支出金・都支出金〉
　前年度に比べ合計で1億8,582万円、1.8％

の減です。小・中学校におけるＩＣＴ環境整

備事業、小和田グラウンド災害復旧工事及び

雨間東郷前地区法面改修工事の事業完了など

によるものです。

〈市債〉
　前年度に比べ5億9,080万円、28％の増です。

小・中学校ＩＣＴ環境整備事業債や中学校空

調設備整備事業債などが減少するものの、小

学校空調設備整備事業債や臨時財政対策債な

どが増加するためです。

一般会計予算の歳出の主な内容

〈福祉の充実〉
・がん検診事業…9,836万円

・児童館空調設備整備事業…4,590万円

・若葉第２学童クラブ整備事業…4,277万円

・私立幼稚園等特別支援教育費補助金 

…720万円

・介護人材確保・定着・育成事業…664万円

・多胎児家庭支援事業…437万円

・介護予防事業…283万円

・ＩＣＴを活用した地域見守り事業 

…275万円　など

〈防災力の強化〉
・留原中村地区排水ポンプ整備事業 

…4,400万円

・消防車両購入事業…1,150万円

・地域防災計画及び受援計画策定事業 

…1,067万円

・ハザードマップ作成事業…536万円　など

〈都市基盤の整備〉
・都道伊奈福生線道路整備事業 

…2億3,497万円

・武蔵引田駅北口土地区画整理事業 

…1億6,859万円

・橋梁維持事業…7,900万円

・公共交通検討事業…823万円　など

〈産業の振興〉
・林道整備事業…8,190万円

・創業就労支援事業…1,430万円

・商店街リノベーション事業…1,000万円

・石舟橋舗装改修事業…956万円

・森林環境保全事業…572万円

・感染症緊急経営支援事業…200万円　など

〈環境の保全〉
・郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業

…1,565万円

・郷土の恵みの森づくり事業…946万円

・ごみ分別アプリ事業…42万円　など

〈教育とスポーツ・文化の振興〉
・小学校体育館空調設備設置事業 

…3億811万円

・秋川キララホール舞台設備改修事業 

…4,719万円

・文化財修復補助事業…285万円　など

〈災害復旧関係事業〉
・市道戸倉１１９号線道路災害復旧事業 

…1億2,800万円

・農業用施設災害復旧事業…9,287万円

・消防用道路災害復旧事業…8,000万円

　など

〈その他〉
・市議会議員選挙執行事業…5,559万円

・衆議院議員選挙執行事業…4,048万円

・都議会議員選挙執行事業…3,377万円 

など
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