
歳 入

繰入金

5,344万7千円

その他の自主財源

2億2,946万円
町税 

9億3,951万2千円 繰越金

1億9,762万7千円

その他の依存財源その他の依存財源

3億7,706万5千円3億7,706万5千円

県支出金県支出金
4億7,782万94億7,782万9千千円円

国庫支出金国庫支出金

14億6,230万7千円14億6,230万7千円

町債町債
4億5,595万84億5,595万8千千円円

地方交付税地方交付税

32億432億4,362,362万5万5千千円円

自主

19.1％

存存

財財

源源
80.9％80.9％

依依

一般会計決算一般会計決算をご報告しますをご報告します

財源

　令和3年度の各会計決算が9月の定例議会での審議を経て承認されましたので、概要をお知らせいたします。　令和3年度の各会計決算が9月の定例議会での審議を経て承認されましたので、概要をお知らせいたします。

　鶴田町の令和3年度の歳入決算額74億3,683万円となり、前年度と比較して12億7,237万6千円の減額。歳出決算額は　鶴田町の令和3年度の歳入決算額74億3,683万円となり、前年度と比較して12億7,237万6千円の減額。歳出決算額は

68億2,295万3千円となり、前年度と比較して14億5,862万5千円の減額となりました。68億2,295万3千円となり、前年度と比較して14億5,862万5千円の減額となりました。

☆歳入の用語解説

令和3年度鶴田町令和3年度鶴田町

町税 町民税や固定資産税など町に入るお金

繰入金 基金から一般会計に組み入れるお金

繰越金
�前の会計年度から次の会計年度へ持ち越した

お金

地方

交付税

�町の財政状況に応じて国税の一部から交付さ

れるお金

国庫

支出金

特定の事業の経費に充てるため、国から支出

されるお金

県支出金
特定の事業の経費に充てるため、県から支出

されるお金

町債 事業を行うために町が計画的に借りるお金

自主財源 町が独自に調達できる財源

依存財源 国、県により割り当てられる財源

※金額は四捨五入して千円単位で統一しています※金額は四捨五入して千円単位で統一しています

歳入歳出差引額
6億1,387万7千円の黒字

町民１人あたりに換算

使ったお金　56万2千円 町税負担　7万7千円

前年度 87億920万6千円

74億3,683万円歳
入
歳
入

歳 出
【目的別】

その他

2億6,369万2千円

総務費

9億293万1千円

民生費

23億6,827万1千円

衛生費

6億6,428万6千円

土木費

5億5,865万8千円

消防費

3億5,722万1千円

公債費

5億62万1千円

教育費

7億6,094万7千円

農林水産業費

4億4,632万6千円

前年度 82億8,157万8千円

68億2,295万3千円歳
出
歳
出

☆歳出の用語解説

民生費 �高齢者や障害者、児童などの福祉に関する経費

総務費
選挙や戸籍、徴税、町の庁舎管理、職員の給与

等の経費

土木費
町道や河川の整備、町営住宅の管理、除排雪等

の経費

教育費
�小中学校の管理、社会教育、生涯学習・体育の

振興、文化財保護等の経費

衛生費
各種検診や予防接種、ごみ処理、つがる西北五

広域連合出資金等の経費

公債費 町の借金である町債を返済するための経費

農林水

産業費

農林水産業の振興、農業用道路や水路の整備、

農村環境整備等の経費

消防費
五所川原地区消防事務組合の負担金や消防団員

の報酬、消防機器の管理等の経費

※�令和4年3月31日現在の住基人口12,144人※�令和4年3月31日現在の住基人口12,144人

22022年（令和4年）11月号



令和3年度決算 【特別会計】

国民健康保険特別会計

上段：3年度決算額

下段：対前年度増減

学校給食特別会計

第1財産区特別会計 第2財産区特別会計

介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計

歳　入 歳　出 差引残額

��18億 1,483万 6千円 ��16億 4,394万 5千円 ��1億 7,089万 1千円

↑ 2,277万 8千円 ↑ 3,292万 8千円 ��↓ 1,014万 9千円

歳　入 歳　出 差引残額

　　　�4,885万 9千円 　　　�4,885万 9千円 0円

　　�↓ 176万 2千円 　　��↓ 176万 2千円 ー

歳　入 歳　出 差引残額

646万 1千円 ����104万 6千円 　　　���541万 5千円

　　�↑ 139万 3千円 　　　�↓ 18万円 　　　�↑ 157万 4千円

歳　入 歳　出 差引残額

　　　　615万 6千円 　　　　63万 9千円 　　　　551万 7千円

　　　  ↑ 32万 7千円 　　　�↓ 2万 5千円 　　　↑ 35万 2千円

歳　入 歳　出 差引残額

��18億 3,649万 7千円 ��17億 7,857万 2千円 �������5,792万 5千円

↑ 6,137万 5千円 ↑ 4,396万 6千円 ↑ 1,740万 9千円

歳　入 歳　出 差引残額

����1億 5,614万 1千円 ����1億 5,361万 3千円 �������252万 8千円

↓ 238万 1千円 ↓ 428万 5千円 　↑ 190万 4千円

令和３年度に行われた主な事業

内　　訳 令和 2年度末残高 令和 3年度増減額 令和 3年度末残高

財政調整基金 3 億 8,835 万 8 千円  ↑ 3 億 7,889 万 3 千円 7 億 6,725 万 1 千円

減債基金   2,876 万 9 千円 ↑ 6,106 万 9 千円 8,983 万 8 千円

鶴の舞橋改修基金 4,676 万 5 千円  ↓ 483 万 6 千円 4,192 万 9 千円

その他の特定目的基金 1 億 6,618 万 7 千円  ↑ 7,653 万 4 千円 　2 億 4,272 万 1 千円

合　　計 6 億 3,007 万 9 千円 ↑ 5 億 1,166 万円 11 億 4,173 万 9 千円

基金現在高 　基金とは、特定の事業を行ったり、財源が不足した場合に使う町の貯金です。　基金とは、特定の事業を行ったり、財源が不足した場合に使う町の貯金です。

●統合小学校建設事業
【決算額 ： 2億2,554万7千円】

鶴田小学校の屋外運動

場や駐車場の整備が完

了しました。

●健康推進諸経費
【決算額 ： 3,655万5千円】

町では、町民の皆さま

方の健康増進を図るた

めに各種検診を行って

います。

●防災拠点設置及び災害時相互支援体制構築事業
【決算額 ： 1,922万円】

B&G財団が進めている

「防災拠点の設置および

災害時相互支援体制構

築」事業の助成先とし

て、防災倉庫や機材の

整備、人材育成の講座

を行いました。

●小 ・ 中学校給食無償化
【決算額 ： 3,567万9千円】

子育て環境の充実やコ

ロナ禍での保護者負担

を減らすため、小・中

学校の給食費を無償化

としました。

特定の収入がある特定の目的のための特定の収入がある特定の目的のための

会計会計

3 広報つるた　No.745


