議会費
会議録反訳委託料・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 538万1千円
総務費
コミュニティバス運行委託料・ ・・・・・・・・・・8,152万8千円
ふるさと納税事務委託料・ ・・・・・・・・・・・・・7,909万9千円
民生費
教育・保育施設給付費・ ・・・・・・・・・・・ 36億5,562万9千円
児童手当・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13億6,402万5千円
障害福祉サービス給付費・ ・・・・・・・・・・・・ 12億8,000万円
児童発達支援・放課後等デイサービス給付費
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8億58万円
介護保険特別会計繰出金
（指定経費）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6億7,155万9千円
後期高齢者広域連合負担金
（療養給付費）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5億7,661万円
国民健康保険特別会計繰出金・ ・・・・・・・ 4億1,394万1千円
こども医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億3,758万1千円
児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2億9,880万円
医療費扶助費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2億4,000万円

令和４年度
地方公営企業会計予算
予算

衛生費
予防接種委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億2万5千円
菊池環境保全組合負担金・ ・・・・・・・・・・ 2億8,671万5千円
ごみ収集運搬委託・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億8,584万円
農林水産業費
多面的機能支払交付金事業補助金・・・・・・・4,618万5千円
農業次世代人材投資資金・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 2,925万円
商工費
総合健康センター施設管理委託料・・・・・・・1億5,000万円
合志市商工会補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,700万円
土木費
・ ・・・ 4億885万3千円
下水道事業会計出資金
（資本的収入）
下水道事業会計補助金
（営業外収入）・ ・・ 1億1,435万9千円
道路改良等工事
（補助）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1億370万円
区画整理事業補償補填
（補助）・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 1億円
消防費
菊池広域連合負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・5億8,293万円
教育費
会計年度任用職員・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 2億2,202万9千円
西合志中学校改修事業・ ・・・・・・・・・・・・ 2億1,448万3千円
合志中学校改修事業・・・・・・・・・・・・・・ 1億6,907万6千円

水道事業会計、工業用水道事業会計および下水道事業会計は、
『地方公営企業法』の全部を適
用した事業です。
このため、収益的収支と資本的収支の 2 つに分けた会計処理を行なっています。
内容

水道事業会計

収益的収入 料金・使用料など

9億2,389万6千円

収益的支出 施設の運転管理費など

資本的収入 負担金、補助金、企業債など

7億3,247万4千円

資本的支出 施設の建設費用、企業債償還など

4,606万7千円

10億9,768万8千円

●問い合わせ先
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合併特例事業債・ ・・・・・・・・・・・・・・・73億7,527万2千円
臨時財政対策債・ ・・・・・・・・・・・・・・・75億7,751万1千円
災害復旧事業債・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 3億6,301万8千円
その他市債・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・70億9,482万8千円
合 計
224億1,062万9千円

歳出の主なもの

令和４年度

市債の残高（令和３年度末見込高）

R�（年）
（骨格予算）

２３４ 億８００ 万円

国民健康保険特別会計
65億129万5千円
（＋2.3％）
（＋26.2％）
後期高齢者医療特別会計・ 8億5,087万1千円
（＋3.1％）
介護保険特別会計・ ・・・・・ 48億9,789万3千円
・・・・・・・
333万円
（＋4.0％）
工業団地整備事業特別会計

R�

一般会計予算

）内は前年度比

R�

（前年度比 ２億５７００万円の増）

※（

・ ・・・・

H��

（骨格予算）

令和４年第１回定例会で、令和４年度の当初予算が議決され

特別会計の当初予算額

・・・・・・・・・・・・27億9,812万2千円
個人市民税（現年分）
法人市民税（現年分）・・・・・・・・・・・・10億2,052万8千円
固定資産税（現年分）・・・・・・・・・・・・・・ 30億29万4千円
市たばこ税・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億3,118万8千円
地方消費税交付金・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12億400万円
地方交付税
普通交付税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41億5,000万円
特別交付税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億6,200万円
減債基金繰入金・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億円
繰越金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億5,000万円
臨時財政対策債・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4億7,000万円
障害者自立支援給付費
国庫負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6億4,840万円
県費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3億2,420万円
子どものための教育・保育給付費
国庫負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・17億1,143万3千円
県費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7億2,375万4千円
児童手当
国庫負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9億5,314万8千円
県費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億424万6千円
保育施設利用者負担金・ ・・・・・・・・・・ 2億1,123万5千円

�

ました。

国民健康保険特別会計・ ・・・・・・・・・・ 4億1,394万1千円
後期高齢者医療特別会計・ ・・・・・・・・ 1億8,066万9千円
介護保険特別会計・ ・・・・・・・・・・・・・ 7億1,266万5千円
下水道事業会計・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5億8,100万円

歳入の主なもの

H��

��

一般会計の予算額は２３４億８００万円、特別会計（４会計）

一般会計からの繰出金など

民生費
���億�,���万�千円
��.�％
（＋�.�％）
衛生費
��億���万�千円
�.�％（△��.�％）

���

億８６６１万７千円となりました。

財政調整基金・・・・・・・・・・・・・・・・・34億6,039万9千円
減債基金・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9億8,801万3千円
特定目的基金・・・・・・・・・・・・・・・・・31億1,001万2千円
合 計
75億5,842万4千円

���億���万円

���

４５

の予算総額は１２２億５３３８万９千円、企業会計
（３会計）の

基金（令和３年度末見込高）

農林水産業費
�億�,���万�千円
�.�％（△��.�％）

出

予算総額は

その他（自主財源）
��億�,���万円
�.�％（△��.�％）

商工費
�億�,���万�千円
�.�％（＋��.�％）

歳

一般会計総額を前年度と比較すると２億５７００万円の増加

市債
（依存財源）
�億�,���万円
�.�％
（△��.�％）
地方交付税
（依存財源）
��億�,���万円
��.�％
（＋��.�％）

土木費
��億�,���万�千円
�.�％（△��.�％）

一般会計

となりました。

���億���万円

消防費
�億�,���万�千円
�.�％
（＋�.�％）

これは、西合志中学校などの増改築に伴う事業費や、市債の

入

主なものは、下記をご覧ください。

歳

元金償還額が増加したことが影響しています。

一般会計

���

財政課 ☎
（２４８）
１６６７

教育費
��億�,���万�千円
��.�％（＋��.�％）

���

���億���万円

県支出金（依存財源）
��億�,���万�千円
��.�％（△�.�％）

総務費
��億�,���万�千円
�.�％（＋�.�％）

���

���億����万円

市税（自主財源）
��億�,���万�千円
��.�％
（＋�.�％） 災害復旧費
��万�千円
�%（＋��.�％）

（億円）

���億����万円

公債費
��億�,���万�千円
��.�％（＋�.�％）

その他（依存財源）
��億�,���万�千円
�.�％（＋�.�％）

国庫支出金
（依存財源）
��億�,���万�千円
��.�％（＋�.�％）

議会費
�億�,���万� 千円
�.�％（＋�.�％）

当初予算額の推移
���億����万円

■自主財源（37.0％）
■依存財源（63.0％）

一般会計

���億円

予備費
�,���万円
�.�％（±�％）

●問い合わせ先

自主・依存財源の割合

工業用水道事業会計

下水道事業会計

5,407万7千円

14億3,194万1千円

4千円

12億4,175万4千円

3,798万6千円
1,127万3千円

水道・工業用水道事業会計
下水道事業会計

13億8,310万3千円
13億2,409万3千円

水道課
☎248-1130
下水道課 ☎248-1159
広報 こうし
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