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歳入内訳

令和３年度　当初予算

性質別歳出 目的別歳出

人件費
7億6,198万円（24.8%）

公債費
3億9,393万4千円
(12.8%)

扶助費
2億9,779万2千円

（9.7%）

普通建設事業費
1億2,807万9千円（4.2%）

災害復旧事業費
885万7千円（0.3%）

物件費
5億7,702万
8千円

（18.8%）

繰出金
2億9,717万
4千円

（9.7%）

補助費等
5億5,436万7千円（18.0%）

積立金
2,611万2千円（0.9%）

維持補修費
1,256万7千円（0.4%）

貸付金
300万円（0.1%）
予備費
1,000万円（0.3%）

義務的経費

投資的経費

14億5,370万6千円
　　 （47.3%）

1億3,693万6千円
　　 （4.5%）

その他の経費
14億8,024万8千円
　　 （48.2%）

３０億７,０８９万円
歳　出

議会費
6,296万7千円（2.0%）

総務費
3億8,307万4千円（12.5%）

民生費
6億6,053万5千円

（21.5%）

衛生費
3億6,004万9千円

（11.7%）

農林水産業費
1億4,603万9千円（10.7%）

商工費
8,910万7千円（2.9%）

土木費
1億6,688万6千円（5.4%）

消防費
1億2,751万3千円

（4.2%）

教育費
6億6,189万
5千円
(21.6%)

災害復旧費
885万7千円

（0.3%）

公債費
3億9,393万4千円

（12.8%）

労働費 3万4千円（0.0%）

３０億７,０８９万円
歳　出

予備費
1,000万円（0.3%）

県支出金
1億9,383万7千円 (6.3%)

地方交付税
7億9,000万円 (25.7%)

村債
1億6,000万円 (5.2%)

国庫支出金
3億6,348万7千円 (11.8％)

その他
 2億2,939万3千円 (7.5%)

（※２）

依存財源
17億3,671万7千円

（56.5%）

繰入金 6,947万7千円 (2.3％)

繰越金 1億円 (3.3%)

使用料・手数料 
3,562万5千円 (1.1%)

その他 4,493万4千円 (1.5%)
（※１）

３０億７,０８９万円
歳　入

自主財源
１３億3,417万3千円
（43.5%）

村税
10億8,413万7千円  (35.3%)

　一般会計予算の総額は３０億７,０８９万円で前年度と比べて２億７,８０２万円（△８.３％）減額となりました。
主な要因は、農林水産業費・教育費等の減額によるものです。
　特別会計予算の総額は、１５億５,６６３万円で前年度と比べて５,２１０万円（３.５％）増額となりました。主
な要因は、国民健康保険・介護保険特別会計等の増額によるものです。
　また、財政健全化を維持しながら、中長期的視点に立った堅実な財政運営に取り組んでいきます。

※ 1　分担金及び負担金、財産収入、寄附
金、諸収入

※ 2　地方譲与税、（利子割・配当割・株
式等譲渡所得割・法人事業税・地方
消費税・自動車税環境性能割・地方
特例・交通安全対策特別）交付金
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１人当たり・１世帯当たりの村税の負担と使われるお金
１世帯当たりの
　　村税の負担額　　461,335円
　　使われるお金　1,306,762円

※令和３年３月１日現在の住民基
　本台帳人口・世帯数で算出
　　　人　口：6,342人
　　　世　帯：2,350世帯

特別会計
特別会計は、特定の収入で特定
の事業を実施するための会計で
す。一般会計と区別することで、
それぞれの事業の収支や運営実
績を明確にすることができます。
村には、国民健康保険や農業集
落排水処理事業など４の特別会
計があります。

区　　分 Ｒ３当初予算額 Ｒ２当初予算額 増 減 率

 国民健康保険 7億5,209万円 6億9,702万3千円 7.9％

 後期高齢者医療 6,320万円 6,625万円 △4.6％

 介護保険 5億5,973万5千円 5億2,892万5千円 5.8％

 農業集落排水処理 1億8,160万円 2億1,232万9千円 △14.5％

合　　計 15億5,662万5千円 15億452万7千円 3.5％

企業会計
企業会計は、地方公共団体が社
会公共の利益を目的に経営する
地方公営企業の会計です。主に
利用者が支払う料金収入で事業
を行っています。

水道事業：資本的収入額が資
本的支出額に対し不足する額
5,515万6千円は当年度分損
益勘定留保資金3,217万1千
円及び過年度損益勘定留保資金
2,298万5千円で補てんしま
す。

住宅用地造成事業：資本的収入
額が資本的支出額に対し不足す
る９万円は当年度分損益勘定留
保資金9万円で補てんします。

工業用地造成事業：資本的収入
額が資本的支出額に対し不足す
る額1万8千円は当年度分損益
勘定留保資金1万8千円で補て
んします。

区　　分 Ｒ３当初予算額 Ｒ２当初予算額 増 減 率

 収益的収入 2億3,091万6千円 2億4,543万9千円 △5.9％

 収益的支出 1億9,752万4千円 1億9,960万6千円 1.0％

 資本的収入 5千円 5千円 0％

 資本的支出 5,516万1千円 6,625万7千円 △16.7％

水道事業

区　　分 Ｒ３当初予算額 Ｒ２当初予算額 増 減 率

 収益的収入 191万2千円 193万7千円 △1.3％

 収益的支出 189万4千円 191万9千円 △1.3％

 資本的収入 0円 0円 0％

 資本的支出 1万8千円 1万8千円 0％

区　　分 Ｒ３当初予算額 Ｒ２当初予算額 増 減 率

 収益的収入 1億1,480万8千円 1億1,592万円 △1.0％

 収益的支出 6,496万8千円 6,604万円 △1.6％

 資本的収入 0円 0円 0％

 資本的支出 9万円 14万7千円 △38.8％

住宅用地造成事業

工業用地造成事業

１人当たりに使われるお金の内訳　※歳出予算額を行政の目的別に分類し､１人当たりの額を算出したものです｡

総務費
60,403円

民生費
104,152円

公債費
62,115円

教育費
104,367円

農林水産業費
23,027円

衛生費
56,772円

土木費
26,314円

消防費
20,106円

商工費
14,050円

議会費
9,929円

労働費
5円

災害復旧費
1,397円

１人当たりの
　　村税の負担額　170,946円
　　使われるお金　484,215円
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貯金
（積立金）

村の貯金は16億3,748万円となる予定です。

　村の貯金に当たる「基金」は、災害発生時等の緊急時の対応や教育・文化の振興、福祉の向上などのために積
み立てて活用しています。
　令和２年度末の見込み額は１６億８,０８５万円で令和元年度末より９,５８５万円減少する見込みであり、令
和３年度は歳入不足のため、財政調整基金５,１０４万円を取り崩す予定です。このため令和３年度末基金残高は
１６億３,７４８万円となる予定です。
　村民１人当たりに換算するとおおよそ２５万８千円となります。

　学校や道路などを建設するには多額の費用が必要なことから借入金を活用しています。これらの施設は長年に
わたり使用するもので、次の世代を含め、使う人みんなで公平に負担してもらうという考えから借り入れをして
います。
　令和２年度末の起債残高は５０億９,８７５万円となる見込みで前年度より減少しました。また、令和３年度末
の起債残高は、元利償還により３億４,４９２万円減少し、４７億５,３８３万円となる予定です。
　村民１人当たりに換算するとおおよそ７５万円となります。

　借入金
（村債・
　企業債）

村の借入金は47億5,383万円となる予定です。

一般会計 病院事業会計 水道事業会計 農業集落排水処理事業特別会計
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66億1,286万円 61億161万円 63億5,467万円61億8,718万円 60億6,694万円58億9,353万円 57億2,809万円 53億4,102万円

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成30年度平成29年度 令和元年度 令和２年度
（見込額）

令和3年度
（予定額）

50億9,875万円 47億5,383万円
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財政調整基金 減債基金 その他特定目的基金

16億8,085万円

18億9,155万円

8億7,346万円
8億29万円

9億9,834万円
10億4,131万円

14億2,214万円

15億8,317万円

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成30年度平成29年度 令和元年度 令和２年度
（見込額）

令和3年度
（予定額）

16億3,748万円

17億7,670万円
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令和３年度の主な事業（一般会計）

除染対策事業� 886万円

　災害復旧費　886万円

泉崎デマンド交通事業 775万円
地方創生推進交付金事業 201万円

　総務費　3億8,307万円・議会費　6,297万円

障がい者自立支援事業 1億3,350万円
児童措置費 1億302万円
乳幼児・子ども医療費助成 2,379万円
重度心身障がい者支援事業 1,383万円
敬老祝金支給事業 534万円
ひとり親家庭医療費助成事業 148万円
家族介護慰労金支給事業 120万円
結婚新生活支援事業 61万円
高齢者社会対策推進事業 33万円
高齢者安全運転支援促進事業 30万円
ユースプレイス自立支援事業 23万円

　民生費　6億6,054万円

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 2,727万円
個別予防接種等 2,324万円
各種健康診査等 1,738万円
第３子以降出産祝品贈呈事業 240万円
骨髄移植ドナー支援助成事業 14万円

　衛生費　3億6,005万円

桎内・如信沢線道路改良工事 5,203万円
一戸建賃貸住宅工事 1,375万円
踏瀬・町中線改良工事 858万円
橋梁点検委託料 409万円
北平山字新田地内歩道舗装工事 400万円

　土木費　1億6,689万円

多面的機能支払交付金事業 3,373万円
農地中間管理機構関連農地整備事業 1,185万円
振興作物作付助成事業 635万円
経営所得安定対策等推進事業 483万円
農業次世代人材投資事業 376万円
生菌剤飼料添加事業 259万円

　農林水産業費　1億4,604万円

広域消防費分担金 1億105万円
非常備消防費 2,002万円

　消防費　1億2,751万円

泉崎カントリーヴィレッジ
日帰り温泉休憩所増築工事 3,391万円

「ふくしまプライド。」
県産農林水産物販売拡大支援事業 305万円

泉崎村収穫感謝祭 200万円

　商工費　8,911万円

　教育費　6億6,190万円

給食費無償化事業 4,597万円
さつき公園設備長寿命化整備事業 1,200万円
基礎学力向上推進事業 1,011万円
公立学校情報機器整備事業 577万円
図書購入費 500万円
ICT機器整備事業 476万円
家庭保育交付金事業 420万円
泉崎村検定料助成事業 122万円

福 島 工 場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字坊頭窪１番地
　　　　　　　☎0248-53-3491・FAX0248-53-3493
第二福島工場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎山１番地３
　　　　　　　☎0248-54-1618・FAX0248-54-1619
白 河 工 場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
　　　　　　　☎0248-21-1401・FAX0248-21-1404
白河第二工場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
　　　　　　　☎0248-28-5061・FAX0248-28-5064
本　　　　社／埼玉県さいたま市大宮区土手町２丁目７番２
　　　　　　　☎048-650-6051・FAX048-650-5201
https://www.asahi-rubber.co.jp/
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