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３１億５３６２万１千円
︵対前年度比 ・１％増︶
介護保険料や支払基金交
付金︑国および県支出金︑
一般会計からの繰入金が主
な財源で︑被保険者の要支
援︑要介護度に応じて︑必
要な保険給付を行います︒
○学校給食センター事業
６億８５４６万７千円
︵対前年度比２・２％減︶
給食費や一般会計からの
繰入金が主な財源で︑小中
学校の児童・生徒などへ給
食の配食および幼稚園給食
の配食︵委託︶を行います︒
○下水道事業
１３億８１８２万８千円
︵対前年度比 ・７％増︶
受益者負担金や下水道使
用料︑国庫支出金︑市債︑
一般会計からの繰入金が主
な財源で︑公共下水道︵汚
水・雨水︶施設の整備およ
び維持管理を行います︒
◎企業︵水道事業︶会計
２０億５９１６万９千円
︵対前年度比 ・０％増︶
企業︵水道事業︶会計と
は︑市が企業として経営す
る事業の会計です︒
水道料金︑国および県支
出金︑企業債︑一般会計か
らの出資金や補助金が主な
財源で︑市民のみなさんに
安全で安心な水の供給を行
います︒

平成24年度の主な事業は２ページで紹介しています。

（単位：千円）
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当初予算額 当初予算額
当初予算額 当初予算額
市 税
6,820,123
7,031,753 △211,630 議会費
247,608
245,835
地方譲与税
207,000
210,000
△3,000 総務費
2,012,191
1,974,694
地方消費税交付金
635,000
614,000
21,000 民生費
7,260,996
7,646,462
地方交付税
3,810,000
3,800,000
10,000 衛生費
2,178,982
2,288,521
分担金および負担金
190,890
197,547
△6,657 農林水産業費
263,906
257,557
使用料および手数料
349,270
282,861
66,409 商工費
165,742
149,530
国・県支出金
4,281,835
4,124,549
157,286 土木費
1,175,366
1,261,069
繰入金 ※1
924,131
617,228
306,903 消防費
1,265,099
1,260,618
諸収入
320,197
223,843
96,354 教育費
1,658,125
1,755,460
市 債 ※2
1,566,300
1,266,200
300,100 公債費 ※3
2,494,864
2,518,048
その他
275,254
372,019 △96,765 その他
17,121
22,206
合 計
19,380,000
18,740,000
640,000 合 計
18,740,000
19,380,000
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平成 年度会計別予算規模
八街市議会３月定例会に
◎一般会計
上程していた平成 年度予
１９３億８０００万円
算が３月 日に可決・成立
︵対前年度比３・４％増︶
しました︒
一般会計とは︑市の基本
歳入面では︑国県支出金
の増額が見込まれるものの︑ 的な行政を行うための会計
です︒
歳入の根幹である市税は固
◎特別会計
定資産税の大幅な減少が予
想され︑また︑歳出面では︑ １４４億７４２６万円
︵対前年度比 ・５％増︶
生活保護費︑障害者給付事
特別会計とは︑特定の事
業費など民生費にかかる経
業を行う場合に一般会計と
費が大幅に増加するなど︑
区分して経理する必要のあ
引き続き厳しい財政状況と
るときに設ける会計です︒
なっています︒
当市には︑次のような会
このような厳しい財政状
計が設けられています︒
況を踏まえ︑予算全般につ
○国民健康保険
いて節減合理化を推進する
８８億８２９１万３千円
という基本姿勢に立ち︑歳
︵対前年度比 ・０％増︶
入面では滞納整理を含めた
国民健康保険税や国庫支
市税収入の確保︑受益者負
出金および一般会計からの
担の適正化の推進などに努
めるとともに︑歳出面では︑ 繰入金が主な財源で︑被保
険者の疾病︑負傷︑死亡︑
全般にわたる経費の節減合
出産などに際し︑必要な保
理化の推進や既存の制度・
険給付を行います︒
施策の見直しに努め︑限ら
○後期高齢者医療
れた財源を重点的・効果的
３億７０４３万１千円
に配分する通年型予算とし
︵対前年度比９・７％増︶
て予算編成を行いました︒
後期高齢者医療保険料や
この結果︑平成 年度の
一般会計からの繰入金が主
全会計を合わせた当初予算
な財源で︑ 歳︵一定の障
の総額は︑対前年度比５.
害のある方は 歳︶以上の
９％増の３５９億１３４２
方の医療費の給付を行う千
万９千円となりました︒
葉県後期高齢者医療広域連
詳しくは︑市役所財政課
合に対し︑収納された保険
☎４４３│１１１７へ︒
料などの納付を行います︒
○介護保険

繰入金とは、年度間の財源の均衡を図るために積み立てておいた基金から繰り入れるお金をいいます。
市債とは、建設事業などを行うときの財源とするために国や銀行などから借り入れるお金をいいます。
公債費とは、借り入れた市債の元金と利子を返済するお金をいいます。
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人口 75,441人（前月比ー135人） 男 38,184人 女 37,257人 世帯数 29,984世帯
４月１日現在
人口の動き
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