
収入済額 17,698,479 千円
予算現額 19,214,842 千円

（収入率 92.1%）

歳 入
町税町税
8,058,784
8,189,624（98.4%）

国庫支出金国庫支出金
3,019,471
3,868,238（78.1%）

町債町債
155,900
341,200（45.7%）

県支出金県支出金
   826,207
1,173,992（70.4%）

地方消費税交付金地方消費税交付金
1,115,442
   900,000（123.9%）

諸収入諸収入
495,763
657,526（75.4%）

繰入金繰入金
819,543
876,542（93.5%）

繰越金繰越金
693,131
693,130（100.0%）

その他その他
717,827
592,367（121.2%）

地方交付税地方交付税
1,046,621
1,038,610（100.8%）

使用料および手数料使用料および手数料
244,084
264,031（92.4%）

寄附金寄附金
505,706
619,582（81.6%）

一般会計

特別会計

企業会計

財政状況令和３年度下半期
令和４年３月31日現在の状況

※令和２年度から繰越明許費を含む

（単位:千円）

（単位:千円）

歳入 歳出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率

国民健康保険事業 4,533,283 4,176,303 92.1% 4,533,283 4,243,638 93.6%
土地取得 1,477 1,216 82.3% 1,477 1,216 82.3%

後期高齢者医療 740,166 725,630 98.0% 740,166 697,241 94.2%

歳入 歳出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率

水道
事業

収益的収入・支出 1,024,694 924,913 90.3% 861,625 556,345 64.6%
資本的収入・支出 79,099 54,715 69.2% 400,386 301,917 75.4%

下水道
事業

収益的収入・支出 1,352,081 1,285,376 95.1% 1,352,081 479,158 35.4%
資本的収入・支出 368,421 369,687 100.3% 721,330 699,909 97.0%

まちの家計簿
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支出済額 15,253,412 千円
予算現額 19,207,142 千円

（執行率 79.4%）

歳 出 民生費民生費
6,717,356
7,784,217（86.3%）

総務費総務費
1,970,727
3,037,667（64.9%）

教育費教育費
1,556,912
1,813,029（85.9%）

土木費土木費
1,539,283
2,596,194（59.3%）

衛生費衛生費
1,426,662
1,755,552（81.3%）

公債費公債費
755,887
755,891（100.0%）

消防費消防費
618,647
652,412（94.8%）

商工費商工費
328,297
384,955（85.3%）

その他その他
339,641
427,225（79.5%）

地方債の現在高

町有財産の状況

145億7,314万9千円
(千円)

(千円)

借入先別

借入目的別

財務省
7,985,783

地方公共団体金融機構
3,653,983

市中銀行など
2,933,383

下水道債
6,701,366

土木債
1,342,936

教育債 1,343,187

民生債 146,534 その他 315,224

臨時財政対策債
4,723,902

 土　地

1,416,270m2

 建　物（延床面積）

135,794m2

　町では年２回、財政状況を公表しています。これは皆さんから納められた税金などの収
入がどのように使われているかを知っていただくためのものです。
　今回は令和３年度下半期の財政状況をお知らせします。なお、今回お知らせする数値は
令和４年３月31日現在の数値のため、実際の決算額とは異なります。
■問い合わせ　財政課　内線 246

単位：千円（千円未満四捨五入）
上段：収入・支出済額
下段：予算現額

（   ）内は収入・執行率

用語説明
用　語 内　容

民生費 高齢者福祉・保育園費
など

総務費 一般事務・財産管理費
など

教育費 学校運営・スポーツ振
興費など

土木費 道路・河川・公園整備費
など

衛生費 ごみ処理・保健衛生費
など

公債費 町が借り入れた資金の
返済費

消防費 消防・救急活動費など

商工費 商工振興費や観光振興
費など

その他 議会費など

 基　金（土地を含む）

59億1,761万5千円

まちまちのの家計簿家計簿
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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

一般会計

歳入合計 249,245

歳出合計 213,708

霊園事業特別会計

歳入合計 113,234

歳出合計 108,684

財産の状況
土　地 145,742.05㎡

建　物 2,413.48㎡

基　金 1,747,066

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

令和３年度 財政の状況

一般会計

歳入合計 2,726

歳出合計 2,546

消防指令センター特別会計

歳入合計 364

歳出合計 208

地方債の現在高
消防債 593

斎場債 0
消防指令セン

ター整備事業費 345

財産の状況

土　地 7,912.00㎡

建　物 9,287.07㎡

基　金 246

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

令和３年度 財政の状況

一般会計

歳入合計 3,881,951

歳出合計 3,846,233

介護保険事業特別会計

歳入合計 23,830,817

歳出合計 21,389,116

財産の状況
基　金 1,882,892

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

令和３年度 財政の状況

一般会計

歳入合計 2,082,559

歳出合計 1,463,175

財産の状況
土　地 76,313.12㎡

建　物 19,790.90㎡

組合債の現在高

借入先 現在高

財務省 9,618,983

市中銀行 1,647,056

金融機構 178,500

合計 11,444,539

一部事務組合・広域連合
単位：千円令和４年３月31日現在

まちまちのの家計簿家計簿
不法投棄不法投棄はは

犯罪犯罪ですです！！
　山林・空き地・道路・河川敷など、様々な場
所でごみの不法投棄があとを絶ちません。土地
所有者や周辺住民の方などに迷惑となることは
もちろん、自然環境の悪化にもつながります。
ごみをみだりに捨てることは法律で禁止されて
おり、絶対にしてはいけない行為です。
●通報または環境パトロールで発見した町内

での不法投棄の件数

●土地所有者および管理者の方へ
　不法投棄されたごみは、投棄した人が不
明な場合、土地所有者または管理者の責任
で処理しなければなりません。
　不法投棄は、すでにごみが捨てられてい
る場所や雑草が生い茂った場所など、管理
が行き届いていない場所に捨てられる傾向
があります。雑草の刈り取りや防護柵を設
置するなど、不法投棄されにくい環境をつ
くりましょう。

●不法投棄で困っている方へ
　「不法投棄禁止」看板の貸
出しを行っています。希望
する方は、直接環境課へ

●問い合わせ
　環境課
　内線 282

主な不法投棄物 令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

家具類、建築廃材、自
動車部品、家電、布
団類、自転車 など

97件 93件 114件
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