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特集2令和元年度 北本市決算報告

市税
89億2,642万円
42.0％

国庫支出金
30億1,122万円
14.2％

地方交付税
22億270万円
10.4％

県支出金
12億9,860万円 6.1％

繰越金
8億4,176万円 4.0％

地方消費税交付金
10億7,198万円 5.0％

繰入金
8億7,363万円 4.1％

その他 13億6,098万円 6.3％

市債
16億8,010万円
7.9％

民生費
84億8,898万円
41.9％

総務費
26億8,933万円
13.3％

公債費
22億7,792万円
11.3％

教育費
18億5,678万円
9.2％

土木費
17億4,526万円
8.6％

衛生費
14億3,807万円
7.1％

消防費
10億2,957万円 5.1％

その他 7億1,427万円 3.5％

一般会計 歳出

202億4,019万円

212億6,740万円
一般会計 歳入

令和元年度に行った主な事業

令和元年度 北本市決算報告

その他、令和元年度に行った事業については、令和元年度の行政報告書をご覧ください。
市ホームページまたは、市政情報コーナーでご覧いただけます。

市      　税：皆さんが北本市に納めた税金です。
国庫支出金：皆さんが国に納めたお金の一部です。
　　　　　　特定の目的を達成するために国から市へ交付されます。
地方交付税：皆さんが国に納めたお金の一部です。
　　　　　　地方公共団体の財政状況に応じて国から配分されます。
市      　債：事業を行うために国や銀行などから借り入れたお金です。
県 支 出 金：皆さんが県等に納めたお金の一部です。
　　　　　　特定の目的を達成するために県から市へ交付されます。
地方消費税交付金：皆さんが納めた地方消費税の一部です。
　　　　　　人口などに応じて県から市へ交付されます。
繰　入　金：各種基金（貯金）から一般会計へ繰り入れたお金です。
繰　越　金：平成30年度から繰り越されたお金です。 ｠

民生費：障がい者や高齢者に対する福祉、子育て支援のための経費です。
総務費：情報システム、徴税、選挙、財務事務などの経費です。
公債費：建設事業等を行うために借り入れたお金を返済するための経費です。
教育費：学校教育や生涯学習の充実、スポーツ等の振興のための経費です。
土木費：道路、橋、河川、公園の整備、維持管理などまちづくりのための経費です。
衛生費：健康で衛生的な生活環境を保つための経費です。
消防費：市民の安全を守る消防・防災活動のための経費です。

　地域経済の活性化および農業振興を図るため、「活
力あふれるまち」の拠点施設として、農産物販売施設
「桜国屋」および地域食材供給施設「さんた亭」を改装
するとともに、カフェを併設した産業振興拠点施設「情報
発信館」を新設しました。

農業ふれあいセンター施設整備事業

事業費：1億5,629.1万円
うち 国庫支出金 5,749万円

　産業観光課 農政担当 
　☎594-5532

　市民のシビックプライドの醸成および本市の対外的な
認知度の向上を図るため、シティプロモーション推進方
針に基づいて、シティプロモーションワークショップの開催
（全11回）やふるさと納税寄付者に向けたふるさと通信
「まちごよみ」の発行（全2回）、シティプロモーション冊子
「＆green（アンドグリーン）」の作成等を行いました。

シティプロモーション推進事業

事業費：500万円

　市長公室
　シティプロモーション・広報担当 
　☎511-9119

　人口や財政規模に応じた公共施設の適正な規模や
あり方の実現を図るため、市民ワークショップでの意向調
査や北本市公共施設等総合管理計画推進審議会での
比較検討を踏まえ、適正配置計画を策定しました。また、
個別施設計画の策定に着手しました。

公共施設マネジメント実施計画策定事業

事業費：860.2万円

　施設マネジメント課
　施設再編担当
　☎511-1061

　農産物等の地域資源を活用して地域経済の活性化
を図るため、北本ブランドとして、「北本フルーツカブかぶざ
くら」、「お多福来大根」、「北本トマトカレーレトルト」、「北
本トマトカレーフレーク」の４品を認定し、北本ブランド認
定品カタログを発行するとともに、都内マルシェでPR販売
を行いました。また、ブランド創出に向けたアクションプラ
ンを作成しました。

北本ブランド創出事業

事業費：334.8万円

　産業観光課 農政担当 
　☎594-5532

北本ブランド 4つの基準

北本らしさ

生産技術 商品の価値

販売体制

　子育て支援の一層の充実を図るため、子育て世帯の
経済的負担の軽減を目的として、０歳児のおむつを無料
で交換できるクーポン券を配布しました。

０歳児おむつ無料化事業

事業費：1,581.4万円

　子育て支援課 子育て支援担当　☎594-5537

民生費

総務費

公債費

教育費

内訳

12万8,174円

4万606円

3万4,394円

2万8,035円

土木費

衛生費

消防費

その他

2万6,351円

2万1,713円

1万5,545円

1万785円

市が令和元年度に
使ったお金を
市民一人あたりに
換算すると

市民税（個人）を
市民一人あたりに換算すると

※市民一人あたりの計算は、令和2年4月1日時点の人口66,230人で行っています。※端数処理のため、合計が合わないことがあります。

　生徒の泳力向上及び施設管理経費の節減を図るた
め、北本中学校を研究モデル校として、市内民間スイミン
グクラブでの水泳指導を行いました。

学校水泳指導民間委託事業

事業費：246.5万円

　学校教育課 指導担当　☎594-5564

令和元年度 歳出

令和元年度 歳入

5万7,827円

30万5,604円

市民税を
大きく上回る支出は
国からの補助金等で
まかなわれて
います。

具体的に、皆さんからお納めいただいた税金を、
どのような事業に活用したか、一部ご紹介します！

ハイ、お答えします！
まずは令和元年度の歳入・歳出をお伝えしますね！

私たちが市に納めた税金って、どう使われたの？

教育費

総務費

その他

その他

総務費

民生費

うち 県支出金 160万円

うち 県支出金 250万円

平成28年11月号から北本市の財政状況を伝えるために
登場している正義のヒーロー「財政状況伝えるマン」

北本市民

④ ③2020年11月1日発行 広報きたもと No.993
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8.6％
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202億4,019万円

212億6,740万円
一般会計 歳入

令和元年度に行った主な事業

令和元年度 北本市決算報告

その他、令和元年度に行った事業については、令和元年度の行政報告書をご覧ください。
市ホームページまたは、市政情報コーナーでご覧いただけます。

市      　税：皆さんが北本市に納めた税金です。
国庫支出金：皆さんが国に納めたお金の一部です。
　　　　　　特定の目的を達成するために国から市へ交付されます。
地方交付税：皆さんが国に納めたお金の一部です。
　　　　　　地方公共団体の財政状況に応じて国から配分されます。
市      　債：事業を行うために国や銀行などから借り入れたお金です。
県 支 出 金：皆さんが県等に納めたお金の一部です。
　　　　　　特定の目的を達成するために県から市へ交付されます。
地方消費税交付金：皆さんが納めた地方消費税の一部です。
　　　　　　人口などに応じて県から市へ交付されます。
繰　入　金：各種基金（貯金）から一般会計へ繰り入れたお金です。
繰　越　金：平成30年度から繰り越されたお金です。 ｠

民生費：障がい者や高齢者に対する福祉、子育て支援のための経費です。
総務費：情報システム、徴税、選挙、財務事務などの経費です。
公債費：建設事業等を行うために借り入れたお金を返済するための経費です。
教育費：学校教育や生涯学習の充実、スポーツ等の振興のための経費です。
土木費：道路、橋、河川、公園の整備、維持管理などまちづくりのための経費です。
衛生費：健康で衛生的な生活環境を保つための経費です。
消防費：市民の安全を守る消防・防災活動のための経費です。

　地域経済の活性化および農業振興を図るため、「活
力あふれるまち」の拠点施設として、農産物販売施設
「桜国屋」および地域食材供給施設「さんた亭」を改装
するとともに、カフェを併設した産業振興拠点施設「情報
発信館」を新設しました。

農業ふれあいセンター施設整備事業

事業費：1億5,629.1万円
うち 国庫支出金 5,749万円

　産業観光課 農政担当 
　☎594-5532

　市民のシビックプライドの醸成および本市の対外的な
認知度の向上を図るため、シティプロモーション推進方
針に基づいて、シティプロモーションワークショップの開催
（全11回）やふるさと納税寄付者に向けたふるさと通信
「まちごよみ」の発行（全2回）、シティプロモーション冊子
「＆green（アンドグリーン）」の作成等を行いました。

シティプロモーション推進事業

事業費：500万円

　市長公室
　シティプロモーション・広報担当 
　☎511-9119

　人口や財政規模に応じた公共施設の適正な規模や
あり方の実現を図るため、市民ワークショップでの意向調
査や北本市公共施設等総合管理計画推進審議会での
比較検討を踏まえ、適正配置計画を策定しました。また、
個別施設計画の策定に着手しました。

公共施設マネジメント実施計画策定事業

事業費：860.2万円

　施設マネジメント課
　施設再編担当
　☎511-1061

　農産物等の地域資源を活用して地域経済の活性化
を図るため、北本ブランドとして、「北本フルーツカブかぶざ
くら」、「お多福来大根」、「北本トマトカレーレトルト」、「北
本トマトカレーフレーク」の４品を認定し、北本ブランド認
定品カタログを発行するとともに、都内マルシェでPR販売
を行いました。また、ブランド創出に向けたアクションプラ
ンを作成しました。

北本ブランド創出事業

事業費：334.8万円

　産業観光課 農政担当 
　☎594-5532

北本ブランド 4つの基準

北本らしさ

生産技術 商品の価値

販売体制

　子育て支援の一層の充実を図るため、子育て世帯の
経済的負担の軽減を目的として、０歳児のおむつを無料
で交換できるクーポン券を配布しました。

０歳児おむつ無料化事業

事業費：1,581.4万円

　子育て支援課 子育て支援担当　☎594-5537
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その他
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1万5,545円
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使ったお金を
市民一人あたりに
換算すると

市民税（個人）を
市民一人あたりに換算すると

※市民一人あたりの計算は、令和2年4月1日時点の人口66,230人で行っています。※端数処理のため、合計が合わないことがあります。

　生徒の泳力向上及び施設管理経費の節減を図るた
め、北本中学校を研究モデル校として、市内民間スイミン
グクラブでの水泳指導を行いました。

学校水泳指導民間委託事業

事業費：246.5万円

　学校教育課 指導担当　☎594-5564

令和元年度 歳出

令和元年度 歳入

5万7,827円

30万5,604円

市民税を
大きく上回る支出は
国からの補助金等で
まかなわれて
います。

具体的に、皆さんからお納めいただいた税金を、
どのような事業に活用したか、一部ご紹介します！

ハイ、お答えします！
まずは令和元年度の歳入・歳出をお伝えしますね！

私たちが市に納めた税金って、どう使われたの？

教育費

総務費

その他

その他

総務費

民生費

うち 県支出金 160万円

うち 県支出金 250万円

平成28年11月号から北本市の財政状況を伝えるために
登場している正義のヒーロー「財政状況伝えるマン」

北本市民
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きたもと

検索市民リポーター 詳しくは市ホームページへ

取材を受けて超緊張！聖火ランナーとして全力北本アピール

　こんにちは！市民リポーターの山北陽子です。
　実は私、東京２０２０埼玉県聖火リレー実行委員会より聖火ラン
ナーに選出していただいています。
　県では、来年の大会開催に向けた気運を盛り上げるため、オリン
ピック聖火ランナーのWeb特集ページを制作しており、私もイン
タビュー取材を受けてきました。
　事前に応募動機や日頃取り組んでいることなど、質問事項たっぷ
りのヒアリングフォームを提出し、当日は関連したウェアや活動用
具などを持参のうえ取材に臨みました。
　ご存じの人も多いかと思いますが、聖火トーチは桜のデザイン
なんですよ！私がこのトーチを初めて見たのは昨年の夏、都庁で
の展示でした。一目見て、「桜＝感動桜国＝北本市じゃないかぁ！ 」
と大興奮でしたね（笑）。私はキックボクシングを習っていますが、そ
のグローブも桜柄です。そのため、取材の際は北本市を存分にア
ピールするチャンスと思い、活動用具として「広報きたもと」と「桜柄
グローブ」を持参しました♪
　オリンピック開催の有無はまだ不透明ですが、コロナ禍が終息
し、世界中の人たちが笑顔で集える大会になるといいなと願って
います。

突
撃
！

突
撃
！

市
民
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市
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ー

「広報きたもと」を見ながら北本
市の説明中。

カメラの前でポーズするのは難
しかったです。

東京2020マスコットと広報きたもと
のコラボ（笑）リポーターリポーター

山北 陽子山北 陽子さんさん

新型コロナウイルス感染症により、掲載記事の内容が変更になる場合が
あります。最新の情報は各問合せ先へご確認ください。

アコロハ☆フェスタ＃14
時 11月15日（日）12:00～15:30
場東部公民館　費無料
内 ギター楽団フレッツのメンバー等
による演奏。

　ゲスト：二胡NIKO（二胡演奏）
問アコースティックライブ
　（奥田 090-3503-7776）
……………………………………………

北本中央緑地自然観察会
今年の紅葉はいかがですか？

時 11月28日（土）10：00～12：00
場高崎線第一下原踏切西側　費無料
問北本雑木林の会（白川☎593-0448）
……………………………………………

埼玉県行政書士会鴻巣支部
行政書士相続等無料相談会

時 12月19日（土）13：00～16：00
場文化センター　費無料
内相続・遺言・贈与、土地・建物、権利・
義務、法人設立、外国人、その他
各種許認可申請

問埼玉県行政書士会鴻巣支部
　（大竹☎048-577-5183※要予約）
……………………………………………

募 集

「ヨーロッパアルプス音楽」
の演奏メンバー

時 11月７日（土）から毎週土曜日
　9：30～11：00
場サンアメニティ北本キャンプフィ
ールド（野外活動センター）

内 クラリネット、トランペット、ト
ロンボ－ン、ギター（コード）、ア
コーディオン等。

　※初心者からOK。貸出用楽器あり。
費会費月額2,000円
他 問北本アルペンローゼ　
　（加治 090-2174-2966）
……………………………………………

火曜テニスクラブ
（初心者）の会員
時毎週火曜日10：00～12：00
場総合公園
費入会金1,000円
　会費１回200円　
問火曜テニスクラブ
　（大島☎591-3353）
……………………………………………

埼玉土建 住まいの相談会
時 11月８日（日）10：00～12：00
場埼玉土建中部支部事務所
内無料住宅相談（窓口相談と電話相談）
問埼玉土建一般労働組合中部支部
　（☎048-593-3381）
……………………………………………

満点展
時 11月10日（火）～15日（日）
　※初日は12：00から、最終日は16：00まで
場文化センター　費無料
内パステルと点描の絵画作品展
問満点（峯岸 090-2638-2548）
……………………………………………

第19回まちかど写真展
時 11月18日（水）まで
場北本駅
内写真団体連合会による作品展。
　ラミネートした写真を駅上りホーム
のフェンスに掲示。

問北本市写真団体連合会
　（下村☎591-0628）
……………………………………………
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特集2●令和元年度 北本市決算報告

1年間で市に入ったお金（歳入）
212億6,740万円

1年間で市が使ったお金（歳出）
202億4,019万円

歳入歳出差引額（形式収支）
10億2,721万円

歳入歳出差引額（形式収支）
10億2,721万円

翌年度繰越財源
1,171万円

前年度実質収支
8億2,288万円

基金取崩し
4億2.385万円

基金積立て
4億2,168万円

実質単年度収支
1億9,045万円

※端数処理のため、合計が合わないことがあります。

指標 内容 結果 早期健全化
基準

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

一般会計を中心とした赤字の割合

一般会計のほか、特別・企業会計も含めた
全会計の赤字の割合

市の平均的な年間収入に対する
借金返済額の割合

市の平均的な年間収入に対する将来に
負担が見込まれる負債（借金）の割合

12.97%

17.97%

25%

350%

赤字なし

赤字なし

7.3%

27.1%

市ホームページへ

　現在、来年度予算案の作成を行っています。11月下旬から市ホームページにて令和３年度の各部
の予算要求状況を公表し、意見募集を行いますので、市ホームページをご覧ください。
　なお、市ホームページを見ることができない人は、財政課（庁舎２階）までお越しください。

令和3年度
予算編成進行中！ 11月下旬から予算要求状況を公表し、意見を募集します

北本市長  三宮 幸雄
　現在、北本市では公共施設マネジメント実施計画策定事
業をはじめとする、人口減少のなかでも持続可能なまちであ
り続けるための取組を進めながら、一方で、シティプロモー
ション推進事業や北本ブランド創出事業等、本市の魅力を掘

り起こし、新たに生み出し、市内外に積極的に情報発信する
取組を行っています。
　本市は令和３年１１月に市制施行５０周年を迎えます。市民
の皆さまには北本の良さを改めて実感していただけるよう、ま
た、市外の方には住んでみたいまちと思っていただけるよう、
これからも工夫を凝らし成長し続けるまちとして未来へつな
がる事業を展開してまいります。
　引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

市民の皆さまへ

　財政課財政担当（☎594-5512）

なるほどね！
でも、市の財政状況って大丈夫なの？

ハイ、お伝えしましょう！

　実は、歳入総額から歳出総額を差し引いただけでは、財政の実質的な評価はできません…。例えば、市が実施する工事等が自
然災害等のやむを得ない理由で年度内に終了しない場合、残った工事のお金を翌年度に繰り越して使用することがあり（翌年度
繰越財源）、この繰り越すお金（財源）を考慮する必要があるんです。その他、歳入、歳出には基金への積み立てや取り崩し等が
含まれているので、そういった収支を調整する要素を除いた収支を実質単年度収支といいます。それでは、令和元年度の実質単
年度収支を見てみましょう！

　国は地方公共団体の財政破たんを早期の
段階で回避するため、「地方公共団体の財政
の健全化に関する法律」（平成19年法律第
94号）を定めています。この法律によって、地
方公共団体は「健全化判断比率」を算定し、
公表することになっています。市の財政が健
全かどうかを判断するにあたって、この比率が
目安になります。それでは、令和元年度の北
本市の「健全化判断比率」を見てみましょう！

令和元年度の実質単年度収支Check 1 黒字

令和元年度の健全化判断比率

令和元年度介護保険
特別会計決算について

Check 2 健全

令和元年度介護保険特別会計決算は、議会の審議の結果、不認定となりました。この度
の審議結果を厳粛に受け止め、健全な財政運営に取り組んでいきます。

こ
の
指
標
を
下
回
っ
て
い
れ
ば
健
全
な
財
政

２年連続
黒字です

④ ⑤2020年11月１日発行 広報きたもと No.993
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