
会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率

国民健康保険 58 億 5,542 万円 19 億 4,020 万円 33.1％ 19 億 7,503 万円 33.7％ 

後期高齢者医療 6 億 4,801 万円 ２億 4,100 万円 37.2％ ２億 2,357 万円 34.5％ 

介護保険 58 億 6,147 万円 26 億 1,406 万円 44.6％ 24 億 1,016 万円 41.1％ 

簡易水道事業 3 億 6,025 万円 １億 4,989 万円 41.6％ １億 4,160 万円 39.3％ 

電気事業 3 億 6,910 万円 961 万円 2.6％ 616 万円 1.7％ 

合計 130 億 9,425 万円 49 億 5,476 万円 37.8％ 47 億 5,652 万円 36.3％ 

■市有財産の状況

土地（山林を含む） 984 万 3,293 ㎡ 

建物 29 万 706 ㎡ 

山林 718 万 1,753 ㎡ 

無体財産権（著作権等） 　　　　25 件

有価証券 １億 6,410 万円

 ・株券 １億 6,410 万円

出資による権利 ６億 822 万円

 ・出資金 ４億 5,939 万円

 ・出損金 １億 4,840 万円

 ・寄託金 43 万円

基金 53 億 7,590 万円

 ・水と緑の大地ふるさ
   とぬまた基金

5,174 万円

 ・財政調整基金 33 億 4,789 万円

 ・減債基金 3,903 万円

 ・庁舎整備基金 57 万円

 ・合併振興基金 4 億 7,791 万円

 ・ふるさとづくり基金 9,144 万円

 ・土地開発基金 7,379 万円

 ・福祉振興事業基金 1 億 7,962 万円

 ・国民健康保険基金 3 億 6,141 万円

 ・保健施設整備基金 6 万円

 ・介護給付費準備基金 ２億 1,350 万円

 ・発明くふう奨励基金 200 万円

 ・沼田城建設基金 8,195 万円

 ・玉原環境整備基金 4,401 万円

 ・奨学資金貸付基金 9,326 万円

 ・学校保健活動振興基金 1,025 万円

 ・芸術文化振興基金 2,051 万円

 ・図書整備基金 200 万円

 ・善行青少年顕彰基金 540 万円

 ・観光施設建設基金 7,447 万円

 ・温泉事業基金 1 億 7,245 万円

 ・電気事業基金 2,039 万円

 ・森林環境譲与税基金 1,225 万円

科目 予算現額 収入済額 収入率

市民税 24 億 4,776 万円 11 億 9,551 万円 48.8％ 

固定資産税 29 億　293 万円 18 億 2,621 万円 62.9％ 

軽自動車税 1 億8,443 万円 1 億 8,838 万円 102.1％ 

市たばこ税 ３億 9,512 万円 ２億　225 万円 51.2％ 

入湯税 2,910 万円 871 万円 29.9％ 

都市計画税 1 億 6,673 万円 1 億　286 万円 61.7％ 

合計 61 億 2,607 万円 35 億 2,392 万円 57.5％ 

勘定区分 収益的収支 資本的収支

収
入

予算額 ４億　　12 万円 1,739 万円

収入済額 １億 8,427 万円 0 万円

収入率 46.1％ 0％

支
出

予算額 ３億 9,768 万円 １億 7,132 万円

執行額 7,808 万円 3,310 万円

収入率 19.6％ 19.3% 

勘定区分 収益的収支 資本的収支

収
入

予算額 13 億 5,559 万円 ４億 5,864 万円

収入済額 ６億3,293 万円 １億　211 万円

収入率 46.7％ 22.3％

支
出

予算額 13 億 4,751 万円 ９億 1,971 万円

執行額 3 億5,912 万円 ４億 7,148 万円

収入率 26.7％ 51.3% 

借入先別 現在高

政府資金 86 億 8,155 万円

・財政融資資金 85 億  107 万円

・旧簡易生命保険積立金 １ 億       8,048 万円

銀行等引受資金 35 億      8,317 万円

・市中銀行等 31 億    8,786 万円

・群馬県貸付金 1,243 万円

・市町村振興協会 3 億    7,772 万円

・全国市有物件 516 万円

地方公共団体金融機構 142 億     1,583 万円

合　計 246 億 8,055 万円

■市債（借入金）の状況

■特別会計の執行状況

■市税収入の状況

■水道事業の状況

■下水道事業の状況

広報ぬまた  2020. 1221

歳入予算現額　　288 億 8,274 万円

収入済額　　　　152 億 5,651 万円

収入率　　　　　　 　52.8％

歳出予算現額　　288 億 8,274 万円

支出済額　　　　135 億 5,090 万円

支出率　　　　　　　　　 46.9％

諸収入など ５億 8,449 万円
15 億 6,066 万円

教育費８ 億 4,884 万円
28 億 7,827 万円

商工費12 億 7,767 万円
４ 億 843 万円

農林水産費
６億 7,970 万円
２億 2,716万円

消防費
災害復旧費

８億 7,622 万円
４億　353 万円

公債費21 億　999 万円
10 億　700 万円

総務費
79 億 2,263 万円
59 億　652 万円

衛生費
28 億 5,980 万円
９ 億 1,241 万円

土木費31 億 5,171 万円
９ 億    825 万円

議会費
労働費など

２億 5,255 万円
１億 1,897 万円

予算現額

民生費28 億　979 万円
68 億 7,420 万円

支出済額
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■市税負担額と還元額 ■市の人口と世帯数 令和２年９月30 日現在

　令和２年度上半期（４月～９月）の市の歳入歳出予算の執行状況と市有

財産の概要をお知らせします。金額は１万円単位に端数処理しています。

問合せ　財政課財政係☎内線４０４２

令和２年度

上半期財政状況
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〈一般会計〉

予算現額 収入済額

（億）（億）

（収入率％）（支出率％）

国庫支出金 59 億　725 万円
80 億 2,052 万円

（73.7）

市税
35 億 2,392 万円
61 億 2,607 万円

（57.5）

地方交付税 42 億 2,047 万円
60 億 8,966 万円

（69.3）

市債
０万円

21 億 3,308 万円

（０）

県支出金 ２億 2,668 万円
17 億    779 万円

（13.3）

繰入金 16 億 7,726 万円
11 万円

（０）

地方消費
税交付金 ６億 1,611 万円

10 億 397 万円

（61.4）

地方譲与税
8,925 万円

2 億 8,538 万円

（31.3）

使用料及
び手数料 4,855 万円

1 億 3,181 万円

（36.8）

分担金及
び負担金 1,777 万円

7,275 万円

（24.4）

環境性能割
交付金

5,333 万円
699 万円
（13.1）

2,046 万円法人事業税
交付金 1,492 万円

（72.9）

（37.5）

（74.6）

（40.9）

（28.8）

（29.5）

（31.9）

（47.7）

（32.0）

（46.1）

（33.4）

（47.1）

市民 1 人に使われる金額 　  　61 万 7,126 円

市民 1 人が負担する市税 　  　13 万　893 円

1 世帯当たりに使われる金額 　　　140 万 2,688 円

1 世帯当たりが負担する市税 　　 　 29 万 7,512 円

人口
　  　46,802 人

（内訳）男 22,784 人 、女 24,018 人

世帯数 20,591世帯
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