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令和３年度 柳井市当初予算

一般会計の概要
　今年度の予算規模は 152億3,300

万円で、前年度当初予算（156億9,900

万円）に比べ、4億6,600万円減少し

ています（△3.0％）。これは予算編成

方針に基づき骨格予算として編成し

たためで、政策的な判断を伴う事業

や新規事業などに係る経費について

は６月議会で補正計上する予定です。

歳入の状況
　市税は 46 億 910 万 1 千円で、前年

度に比べ 2.9％の減少を見込んでい

ます。新型コロナウイルス感染症の

影響による個人市民税、法人市民税、

固定資産税、都市計画税などの減収

見込によるものです。

　地方特例交付金は1億308 万9千円

で、前年度と比べ 481.4％の増加を見

込んでいます。新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策として固定資産

税などの軽減措置がとられ、その減

収分が国費で補てんされることによ

るものです。

　繰入金は 8,088 万 7 千円で、前年

度と比べ 82.5％の減少を見込んでい

ます。骨格予算での編成に伴い歳出

予算の計上を必要最小限に留めたため、

財政調整基金の繰入れが皆減したため

です。

　市債は 9 億 1,700 万円で、前年度

と比べ 8.8％の減少を見込んでいます。

骨格予算での編成に伴い建設事業費

が減少したためです。

歳出の状況
　人件費は平郡診療所医師の非常勤

化や国の基幹調査である国勢調査の実

施に伴う調査員報酬の皆減などにより、

前年度と比べ 1.0％減少しています。

　扶助費は障害福祉サービス費や子

どものための教育・保育給付事業費

の増加、昨年１０月から所得制限を撤

廃した乳幼児・子ども医療費助成事

業費の増加などを見込み、前年度と

比べ 1.2％増加しています。

　公債費は過去に借り入れた市債の

一部の償還が終了したことや、新た

な市債発行の抑制により、前年度と

比べ 2.1％減少しています。

　普通建設事業費は骨格予算での編成に

伴い建設事業費が大きく減少したため、

前年度と比べ 30.2％減少しています。

　災害復旧事業費は令和２年７月豪

雨災害に係る災害復旧工事費の皆増

により、前年度と比べ 530.9％増加

しています。
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令和３年度当初予算は、本年３月に市長任期の満了を迎えたことに伴い、骨格予算 ※と
して編成しました。具体的には、人件費や扶助費等の義務的経費、庁舎等の施設の維持
管理経費、継続して行っている事業などを中心に、必要最小限の経費を計上しています。
　政策的な判断を伴う事業や新規事業などに係る経費については、今後いわゆる肉付け
予算として補正計上する予定です。

※骨格予算とは…市長選挙時期などにより政策的な判断が難しい等の事由から、必要最小限の経
費のみを計上する予算のこと。また、これらの事由が解消した後に、政策的経費や新規事業費
などを加える補正予算を「肉付け予算」といいます。

●問い合わせ　財政課　☎�２１１１内線441

一般会計予算額の推移

↗



5広報やない　2021.4.8

区　分
予算額（千円） 増減率

（％）令和３年度 令和２年度

一般会計 15,233,000 15,699,000 △ 3.0

特別会計 8,655,408 8,492,238 1.9

国民健康保険事業 4,275,300 4,140,123 3.3

市有林野区事業 1,020 1,392 △ 26.7

市営駐車場事業 3,306 4,246 △ 22.1

介護保険事業 3,705,083 3,672,031 0.9

後期高齢者医療事業 670,699 674,446 △ 0.6

一般会計 + 特別会計 23,888,408 24,191,238 △ 1.3

義務的経費
投資的経費
その他の経費

公債費

補助費等

貸付金

普通建設・
災害復旧事業費

人件費

扶助費

物件費

その他

普通建設・
災害復旧事業費

歳出
（性質別）
内：２年度
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20億3,243万6千円

31億2,252万3千円

17億8,434万6千円

9億1,863万4千円

　　　　　                    自主
財

源
   36.8%

 
　　　　　　　　　　　　　　　　依存財源
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.2％
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市債
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国庫支出金

地方交付税
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市税
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外：３年度
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13億8,941万5千円

9億1,700万円

9億3,473万7千円

　補助費等は鉄道駅バリアフリー化設

備等整備事業補助金の皆減などより、

前年度と比べ 4.3％減少しています。

　予備費は近年多発している大雨に

よる災害などに緊急に対応するため、

25.0％増加しています。

特別会計の概要
　今年度の予算規模は 86 億 5,540 万

8千円で、前年度当初予算（84億9,223

万 8 千円）に比べ、1 億 6,317 万円増

加しています（1.9％）。これは国民健
康保険事業や介護保険事業におい
て、制度改正等による給付費の増加
を見込んだことなどによるためです。

一般会計歳出
（性質別グラフ）

一般会計歳入

◀用語解説

◦自主財源…市が自主的に収入できる財源

◦依存財源…市独自で収入額を決められない財源

◦市税…市民税、固定資産税、たばこ税など

◦地方交付税…地方自治体の行政サービスが一定水準を

確保できるよう国から交付されるもの

◦国庫（県）支出金…市が行う事業に対して国や県から交

付されるもの

用語解説▶

◦扶助費…社会保障制度の一環として支給される経費

◦人件費…職員等に勤労の対価として支払われる経費

◦公債費…市債を返済するための経費

◦普通建設事業費…道路など社会資本整備に要する経費

◦補助費等…各種団体への助成金等に支払われる経費
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  これからの自治体経営

中山間地域振興事業　1,004 万円

　地域おこし協力隊員を配置（平郡東地区）
　集落支援員を配置（伊陸地区、平郡西地区）

▲地域おこし協力隊として平郡島の魅力を発信するお
笑い芸人の古

ふる

谷
や

勇
はや

人
と

さん（芸名「ぶるぼん」／写真左
から２番目）

マイナンバーカード取得促進事業　1,274 万円

マイナンバーカードの普及啓発等

人口定住促進事業　185 万円

空き家バンクの登録促進
市有地等の活用による子育て世代への住宅建築費助成

  人権・子育て・教育

乳幼児・子ども医療費助成事業　5,216 万円

乳幼児、小学生及び中学生の医療費助成
（所得制限なし／中学生は入院のみ）

平郡東小学校屋内運動場改修事業　1億 4,225万円

平郡東小学校屋内運動場の改修工事等

学校図書活動支援事業　341 万円

小・中学校に学校司書を配置

▲学校図書館の図書整備や運営改善に努め、児童・生
徒の一層の利用促進を図ります。

 

  健康・福祉

予防接種事業　7,817 万円

定期予防接種を実施
対象となる成人男性に対して風しんの抗体検査・予防
接種を無料で実施

休日夜間応急診療所運営事業　4,678 万円

休日夜間応急診療所の運営

平郡診療所運営事業　3,428 万円

平郡診療所及び西出張診療所の運営

繰越 新型コロナウイルスワクチン接種事業
　1億 7,915 万円

新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備

令和３年度 主な事業
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  環境

花と緑の街かどづくり事業　424 万円

市民花壇の整備に対する支援等

可燃ごみ等収集業務委託事業　2,868 万円

　ごみ収集業務の民間委託

  観光・産業・文化

　  
観光振興対策事業　1,593 万円

金魚ちょうちん祭り等のイベント開催による地域活性化等

柳井花き産地育成対策事業  6,639 万円

やまぐちフラワーランド運営費や花のまちづくり推進
活動に対する補助

　地域おこし協力隊員を配置

新規 森林経営管理事業  1,821 万円

里山林の一体整備を支援

 
新規 内海地区水産環境整備事業　563 万円

　稚魚のえさ場・隠れ場となる魚礁を整備

▲稚魚のえさ場・隠れ場となる魚礁を整備し、つくり
育てる漁業の推進を図ります。

  安全・都市基盤

防災情報配信事業　73 万円

　避難情報や避難所開設情報等を多様な手段で提供

新規 伊保庄漁港海岸老朽化対策事業　3,000 万円

海岸保全施設の老朽化対策工事のための測量、設計

 
公共交通対策事業　4,097 万円

バス路線の維持・確保のための補助
日積・大畠地区の予約制乗合タクシー運行に対する補助

 
街路整備事業　1億 7,000 万円

古開作線街路へのガードレール等の設置
柳井駅南北地下道の補修工事

中央歩道橋の塗装補修工事

公営企業会計 
東土穂石雨水ポンプ場整備事業　5億 3,100万円

東土穂石雨水ポンプ場の整備（下水道事業会計）

▲築出、広瀬、北町地区などの浸水被害を防止する東
土穂石雨水ポンプ場の完成予定図（令和５年度完成
予定）。

公営企業会計 
配水管整備事業（老朽管更新事業）　1億 8,128 万円

　老朽管更新計画に基づく配水管の整備（水道事業会計）


