
公債費

議会費
労働費など

20 億 3,190 万円
20 億 3,499 万円

27 億 1,415 万円
衛生費28 億 1,382 万円

2 億 1,459 万円
2 億 4,166 万円

予算現額 支出済額

人口 46,478   （男 22,647  女 23,831）

世帯数　20,702

歳出予算現額　　289 億 9,437 万円
支出済額　　　 261億 2,763万円
支出率　　　　　　　　　 90.1％
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一般会計　歳出 

■市の人口と世帯数　

■市有財産の状況

土地（山林を含む） 985 万 1,131 ㎡ 

建物 28 万 7,201 ㎡ 

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 49 億    465 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 4,814 万円

 ・減債基金 3,904 万円

 ・庁舎整備基金 1,057 万円

 ・合併振興基金 1 億 6,791 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 7,964 万円

 ・国民健康保険基金 1 億 9,379 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 8,196 万円

 ・玉原環境整備基金 4,600 万円

 ・奨学資金貸付基金 9,621 万円

 ・学校保健活動振興基金 1,025 万円

 ・芸術文化振興基金 1,652 万円

 ・図書整備基金 100 万円

 ・善行青少年顕彰基金 540 万円

 ・観光施設建設基金 6,949 万円

 ・温泉事業基金 1 億 7,189 万円

 ・電気事業基金 2,206 万円

 ・森林環境譲与税基金 1,225 万円

勘定区分 収益的収支 資本的収支

収
入

予算額 13 億 6,309 万円 ４億 5,864 万円

収入済額 13 億 7,891 万円 ４億 2,577 万円

収入率 101.2％ 92.8％

支
出

予算額 13億 4,159 万円 ９億 1,971 万円

執行額 13億　 878 万円 ８億 9,865 万円

収入率 97.3％ 97.7% 

■下水道事業の状況

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 ３億9,340 万円 1,447 万円

収入率 98.3％ 83.2％

支
出

予算額 ３億 9,765 万円 １億 7,132 万円

執行額 ３億 4,694 万円 １億4,885 万円

収入率 87.2％ 86.9% 

■水道事業の状況

市民 1 人に使われる市のお金　　　62 万円

市民 1 人が負担する市税　　　　   13 万円

1 世帯当たりに使われる市のお金 　140 万円

1 世帯当たりが負担する市税　　　　29 万円
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■下水道事業の状況

令和３年３月 31 日現在

（支出率％）

民生費
68 億 9,792 万円
65 億 8,865 万円（95.5）

教育費
27 億 9,107 万円
24 億　  41 万円（86.0）

土木費23 億 7,912 万円
31 億 4,698 万円

（75.6）

（96.5）

総務費73 億 9,824 万円
77 億 1,435 万円

（95.9）

（99.8）

消防費
災害復旧費

農林水産費６億 2,222 万円
6 億 5,441 万円

８億 4,974 万円
8 億 6,246 万円

（98.5）

（95.1）

商工費
９億 2,861 万円

18 億 3,671 万円
（50.6）

（88.8）

※総務費には「特別定額給付金」を含む


