
令和２年度決算の状況

家計簿まちの家計簿まちの

町税 国庫支出金 県支出金 町債 地方消費税交付金

84億7,702万4千円 72億4,679万7千円 10億4,420万3千円 5億5,836万円 10億1,819万円

39.0% 33.3% 4.8% 2.6% 4.7%

歳入総額　217億3,370万8千円歳入総額　217億3,370万8千円

歳出総額　206億8,057万7千円歳出総額　206億8,057万7千円

民生費 総務費 土木費 教育費 衛生費 公債費 消防費 その他

59億4,590万
2千円

77億
2,238万円

17億8,011万
6千円

18億7,901万
2千円

11億2,274万
9千円

8億561万
3千円

7億138万
2千円

7億2,342万
3千円

28.8% 37.3% 8.6% 9.1% 5.4% 3.9% 3.4% 3.5%

繰入金 諸収入 寄附金 地方交付税 その他

7億4,465万2千円 4億6,660万円 6億1,991万8千円 5億8,423万7千円 9億7,372万7千円

3.4% 2.0% 2.9% 2.7% 4.6%

歳　入 歳　出

国民健康保険事業 43億7,793万6千円 42億7,347万5千円

土地取得 6,529万2千円 6,529万2千円

後期高齢者医療 7億2,187万9千円 7億2,084万5千円

特
別
会
計

特
別
会
計

占める
割合

占める
割合

健全化判断比率と健全化判断比率と
資金不足比率の公表資金不足比率の公表

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で定められた健全化基準

を上回ると、財政健全化計画などを策定し、早急に改善に取り組まなけれ

ばなりませんが、令和２年度決算については、いずれの指標も大きく下

回っており、健全な財政状況にあるといえます。実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

東浦町の数値 － － 0.0 －

早期健全化基準 13.27 18.27 25.0 350.0

財政再生基準 20.00 30.00 35.0

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率の「－」は、
収支が黒字となり赤字がないことを表しています。

健全化判断比率

（単位：％）

水道事業会計 下水道事業会計

東浦町の数値 － －

経営健全化基準 20.0 20.0

※各会計の「－」は、資金不足額が生じていないことを表してい
ます。

資金不足比率

（単位：％）

実質赤字比率…福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般

会計などの赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの

連結実質赤字比率…全ての会計の赤字や黒字を合算し、町全体としての

赤字の程度を指標化し、町全体としての財政運営の深刻度を示すもの

実質公債費比率…借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標

化し、資金繰りの危険度を示すもの

将来負担比率…一般会計の借入金や将来支払っていく可能性がある負

担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性

が高いかどうか示すもの

資金不足比率…公営企業（会計）の資金不足を料金収入などと比較して

指標化し、経営状況の深刻度を示すもの

用語説明

個人町民税負担状況

１人あたり　6万5,508円

１世帯あたり　15万6,917円

令和２年度一般会計決算は、前年度に比べ歳入では57億9,006万円、

36.3％の増、歳出では55億772万9千円、36.3％の増となりました。
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総務費 民生費 教育費 土木費

一般事務・
財産管理費
など

高齢者福祉・
保育園費
など

学校運営・
スポーツ振
興費など

道路・河川・
公園整備費
など

23億7,197万7千円 62億6,514万円 18億7,587万7千円 24億1,924万9千円

7億1,774万5千円 26億3,089万3千円 6億7,398万1千円 7億212万円

30.3% 42.0% 35.9% 29.0%

衛生費 公債費 消防費 その他

ごみ処 理・
保健衛生費
など

町が借り入
れた資金の
返済費

消防・救急
活動費など

議会費など

16億4,189万1千円 7億5,802万2千円 6億7,663万5千円 8億979万8千円

6億4,646万4千円 3億7,790万5千円 3億1,122万1千円 2億7,128万5千円

39.4% 49.9% 46.0% 33.5%

執行率

執行率

支出
済額

支出
済額

予算
現額

予算
現額

町債（長期借入金）の状況
　　  　          　　 （令和３年９月 30 日現在）

現
在
高

　1
4
9
億
3
3
0
0
万
5
千
円

〔目的別〕 〔借入先別〕

財務省
55.0%
82億920万8千円

土木債　8.7%
13億338万8千円

教育債　8.8%
13億1,362万6千円

臨時財政対策債
33.2%

49億5,738万4千円

その他　3.4%
5億417万8千円

地方公共団体金融機構
24.5%
36億6,773万円2千円

市中銀行など
20.5%
30億5,606万5千円

下水道債
45.9%

68億5,442万9千円

まちの財産　（令和３年９月30日現在）

土地 1,415,503ｍ2　 建物 136,603ｍ2　基金 62億9,970万3千円

収入済収入済

83億499万7千円83億499万7千円

収入率49.4％収入率49.4％

支出済支出済

63億3,161万4千円63億3,161万4千円

執行率37.6％執行率37.6％

一般会計 予算額

168億1,858万9千円

歳　入歳　出

令和３年度
上半期（４～９月）財政の状況 （令和3年９月30日現在）

繰越
含む

予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康
保険事業

43億7,062万

9千円

19億2,176万

2千円
44.0%

17億

1,588万円
39.3%

土地取得 154万8千円 106万1千円 68.5% 7万1千円 4.6%

後期高齢者
医療

7億3,156万

3千円

2億

8,012万円
38.3%

1億7,562万

7千円
24.0%

特
別
会
計

特
別
会
計

　町では、年２回（６月と12月）、財政状況を公表しています。今回は、令和２年度の　町では、年２回（６月と12月）、財政状況を公表しています。今回は、令和２年度の

決算と令和３年度上半期の財政状況を公表します。決算と令和３年度上半期の財政状況を公表します。

●問い合わせ●問い合わせ　　財政課　内線239財政課　内線239
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家計簿まちの家計簿まちの

皆さんからの水道料金が、事業の健全な経営を支えています

水道事業は「地方公営企業」として、独立採算で経営を行っています。

事業に必要な経費のほとんどが水道料金によってまかなわれています。

皆さんからの下水道使用料が、事業の健全な経営を支えています

下水道事業は平成 31 年４月から地方公営企業法の適用を受け、公営企業会計に移

行しました。事業に必要な経費は、一般会計からの繰入金、下水道使用料などによっ

てまかなわれています。

用語説明

収益的収入…事業の経営によって得られる下水道使用料など

収益的支出…事業の経営に必要な人件費や施設の維持管理費など

資本的収入…施設の整備などのための財源

資本的支出…施設の整備、拡充などの建設や借入金の返済などに要する経費

歳　入

科　目 決算額

収益的収入 1,016,145

資本的収入 53,099

歳　出

科　目 決算額

収益的支出 829,045

資本的支出 293,336

令和２年度 決算の状況

■令和２年度

　水道水１ｍ3あたりの収益とコスト（原価）の比較

　給水収益　142円92銭

　供給原価　120円12銭

（単位:千円）

歳　入

科　目 決算額

収益的収入 1,341,914

資本的収入 331,293

歳　出

科　目 決算額

収益的支出 1,304,961

資本的支出 639,586

令和２年度 決算の状況 （単位:千円）

歳　入

科　目 予算現額 収入済額 収入率

収益的収入 1,024,702 350,490 34.2%

資本的収入 79,099 17,732 22.4%

歳　出

科　目 予算現額 支出済額 執行率

収益的支出 867,411 262,593 30.3％

資本的支出 400,965 16,680 4.2％

※支出済額は、現金の支出を伴うものを記載

令和３年９月30日現在の状況 （単位:千円）

■企業債(長期借入金)の状況　財務省 1,541万円

歳　入

科　目 予算現額 収入済額 収入率

収益的収入 1,346,087 399,613 29.7％

資本的収入 359,518 120,856 33.6％

歳　出

科　目 予算現額 支出済額 執行率

収益的支出 1,346,087 169,221 12.6％

資本的支出 712,427 290,048 40.7％

※支出済額は、現金の支出を伴うものを記載

令和３年９月30日現在の状況 （単位:千円）

■企業債(長期借入金)の状況　685,443万円

水道事業水道事業
●問い合わせ

　上下水道課　内線 251

下水道事業下水道事業
●問い合わせ

　上下水道課　内線 254

企業会計の状況
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家計簿まちの家計簿まちの

一部事務組合・広域連合

単位：千円

令和２年度 決算の状況

一般会計決算

歳入合計 221,294

歳出合計 214,944

令和２年度 決算の状況

一般会計決算

歳入合計 2,689,133

歳出合計 2,652,973

令和２年度 決算の状況

一般会計決算

歳入合計 2,266,592

歳出合計 2,185,122

令和２年度 決算の状況

一般会計決算

歳入合計 3,842,614

歳出合計 3,823,847 

霊園事業特別会計決算

歳入合計 100,765

歳出合計 98,303

消防指令センター特別会計

歳入合計 331,934

歳出合計 325,482

介護保険事業特別会計決算

歳入合計 23,429,774 

歳出合計 22,921,199

各市町負担額

東浦町 285,802

大府市 505,842

豊明市 349,712

阿久比町 167,199

各市町負担額

東浦町 625,464

東海市 1,100,966

大府市 911,938

知多市 975,982

各市町負担額

東浦町 532,241

半田市 1,163,791

阿久比町 366,065

武豊町 498,499

各市町負担額

東浦町 46,000

東海市 103,299

大府市 83,503

知多中部知多中部

広域事務組合広域事務組合
東浦町･半田市･阿久比町･武豊町東浦町･半田市･阿久比町･武豊町

問い合わせ　 0569-21-1490

知多北部知多北部

広域連合広域連合
東浦町･東海市･大府市･知多市東浦町･東海市･大府市･知多市

問い合わせ　 052-689-1651

東部知多東部知多

衛生組合衛生組合
東浦町･大府市･豊明市･阿久比町東浦町･大府市･豊明市･阿久比町

問い合わせ　 46-8855

知北知北

平和公園組合平和公園組合
東浦町･東海市･大府市東浦町･東海市･大府市

問い合わせ　 48-5511

令和３年度 財政の状況（令和３年9月30日現在）

一般会計

歳入合計 169,212

歳出合計 51,253

霊園事業特別会計

歳入合計 54,209

歳出合計 31,269

財産の状況

土　地 145,742.05ｍ
2

建　物 2,413.48ｍ
2

基　金 1,646,287

令和３年度 財政の状況（令和３年9月30日現在）

一般会計

歳入合計 1,356,571

歳出合計 1,150,570

消防指令センター特別会計

歳入合計 143,409

歳出合計 85,339

地方債の現在高

消防債 459,975

斎場債 0

消防指令セン
ター整備事業費

411,235

財産の状況

土　地 7,912.00ｍ
2

建　物 9,287.07ｍ
2

基　金 246,044

令和３年度 財政の状況（令和３年9月30日現在）

一般会計

歳入合計 2,332,962

歳出合計 2,099,108

介護保険事業特別会計

歳入合計 11,762,793

歳出合計 10,022,828

財産の状況

基　金 2,418,867

東部知多クリーンセンター

令和３年度 財政の状況（令和３年9月30日現在）

一般会計

歳入合計 856,540

歳出合計 662,280

財産の状況

土　地 76,313.12ｍ
2

建　物 19,790.90ｍ
2

組合債の現在高

借入先 現在高

財務省 9,798,298

市中銀行 1,700,050

金融機構 178,500

合計 11,676,848
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