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【歳入】　収入済額129億7,369万円（40.6％）
※前年度同期数値　１８１億170万円（51.8％）

【歳出】　支出済額113億5,491万円（35.5％）
※前年度同期数値　157億615万円（44.9％）
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　皆さんが納める税金や国・県からの補助金は、さ
まざまな形で使われています。これらがどのくらい
納められ、どう使われているのか、９月30日時点
の財政状況をお知らせします。詳しくは、市ホーム
ページまたは財務課に備え付けの「南あわじ市の
財政状況 令和３年度中間報告」をご覧ください。 
　　　　　　　　　　　 問財務課☎43-5210

一般会計
予算現額  319 億 4,420 万円

・・・道路や学校などの整備をはじめ、福祉や教育、消防など市政の基本となる事業を行う会計

区　分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率
国民健康保険 65億9,289万円 21億5,902万円 32.7% 20億3,114万円 30.8%

後期高齢者医療 7億3,900万円 2億5,869万円 35.0% 2億3,058万円 31.2%

介護保険 50億5,524万円 20億2,277万円 40.0% 20億5,015万円 40.6%

土地開発事業 365万円 2,607万円 714.2% 11万円 3.0%

産業廃棄物最終処分事業 9,607万円 3,747万円 39.0% 1,578万円 16.4%

国民宿舎事業 2,229万円 358万円 16.1% 120万円 5.4%

特別会計

企業会計

･･･国民健康保険や介護保険など、特定の歳入で特定の事業を行う会計

･･･企業と同じような経理をする会計

公共施設
施設名 休業日

市役所（沼島出張所を含む） 29日(水)～３日(月)
※戸籍届出の受付等は年末年始も総合窓口センターで行います

市民交流センター 29日(水)～３日(月)
火葬場 31日(金)～３日(月)
産業廃棄物処分場 29日(水)～５日(水)

衛生センター
31日(金)～３日(月)
※29日(水)、30日(木)は16：30
　まで営業

子育て学習・支援センター 28日(火)～４日(火)
ファミリー・サポート・センター 29日(水)～３日(月)
児童館 29日(水)～３日(月)
中央公民館・地区公民館 29日(水)～３日(月)
図書館（図書室） 27日(月)～４日(火)
淡路人形浄瑠璃資料館 27日(月)～４日(火)
玉青館 27日(月)～３日(月)
うずの丘大鳴門橋記念館 31日(金)～１日(土)
淡路人形座 25日(土)～31日(金)
道の駅うずしお・鳴門みさき荘 31日(金)～１日(土)
海釣り公園メガフロート 28日(火)～４日(火)
丸山海釣り公園 29日(水)～３日(月)

魚彩館
31日(金)～５日(水)
※30日(木)=正午まで営業
※６日(木)=10:00～営業

湯の川荘 28日(火)～３日(月)
伊加利デイサービスセンター 29日(水)～３日(月)
体育館・スポーツセンター 29日(水)～３日(月)
消費生活センター 29日(水)～３日(月)
直売所 美菜恋来屋（１階） １日(土)～２日(日)
レストラン＆カフェ
キッチンユーカリが丘（２階） １日(土)

令和３年度上半期
（令和３年４月１日～９月30日）

予算現額 執行額

区　分
収　入 支　出

予算現額 執行額 執行率 予算現額 執行額 執行率

　下水道事業
収益的 23億 1,121 万円 13億 2,943 万円 57.5% 23億 6,291 万円 4億 3,312 万円 18.3%

資本的 26億 6,097 万円 2,340 万円 0.9% 34億 4,291 万円 9億 5,258 万円 27.7%

市の財政状況

◉可燃ゴミ
区分 市　内　全　域
場所 やまなみ苑（広田広田）☎45-0534

休業日 １日（土）～３日（月）休み　
※29日（水）～31日（金）は８：30～16：30開業

注意事項

❶ 市指定のゴミ袋を使用して持ち込んでも手数料が必要
❷ 草は一抱えでヒモで縛るか、袋詰めしてください
❸ 剪定枝は太さ10ｃｍ以内、長さ1ｍ以内とし、一抱えで
　 ヒモで縛るか、袋詰めしてください
❹ 農業用資材や家屋解体物など産業廃棄物は受け入れが
　 できません
❺ 必ず時間内に持ち込んでください
❻ 持込に際して道路上にゴミが飛び散らないよう、荷台に
　 シート掛けなどの処置をしてください

※（　　）は予算現額に対する執行率

年末年始の
　　業務案内

温泉
施設名 営業時間

ゆとりっく 通常営業　10:00～22:30

さんゆ～館 通常営業　10:00～22:30
※22:00受付終了

ゆーぷる 通常営業　10:00～22:30
※22:00受付終了

プール＆フィットネス
施設名 休業日

ゆとりっく 29日(水)～３日(月)

サンプール 27日(月)～４日(火)

市立診療所
施設名 休業日

沼島診療所 29日(水)～３日(月)

阿那賀診療所 29日(水)～４日(火)

伊加利診療所 29日(水)～３日(月)

灘診療所 29日(水)～３日(月)

淡路広域行政粗大ごみ処理場（奥畑処理場）
☎24-1676
●休業日＝31日(金)～３日(月)
●臨時開場日＝29日（水）8：30～16：30
　　　　　　＝30日（木）8：30～12：00

区分 南あわじ市全域

場所 中央リサイクルセンター（榎列上幡多）
☎43-3200

業務時間 （月～金）９：00～16：00、（土・日）休み
※毎月第２日曜日は９：00～16：00

休業日 29日(水)～３日(月)

◉粗大ゴミ・資源ゴミ

※前年度同期数値　349 億 6,822 万円

【地方交付税】　64億1,900万円 （71.3％）【地方交付税】　64億1,900万円 （71.3％）

【市債】　0円 （0％）【市債】　0円 （0％）

【市税】　32億2,223万円 （59.9％）【市税】　32億2,223万円 （59.9％）

【国庫支出金】　10億1,387万円 （32.1％）【国庫支出金】　10億1,387万円 （32.1％）

【県支出金】　2億2,698万円 （9.8％）【県支出金】　2億2,698万円 （9.8％）

【繰入金】　0円 （0％）【繰入金】　0円 （0％）

【諸収入】　1億9,186万円 （19.7％）【諸収入】　1億9,186万円 （19.7％）

【使用料・手数料】　1億7,722万円 （40.3％）【使用料・手数料】　1億7,722万円 （40.3％）

【分担金・負担金】　3,201万円 （30.8％）【分担金・負担金】　3,201万円 （30.8％）

【その他】　16億9,052万円 （54.3％）【その他】　16億9,052万円 （54.3％）

（予算現額）（予算現額）
90億円90億円

58億480万円58億480万円

53億8,086万円53億8,086万円

31億6,331万円31億6,331万円

23億1,481万円23億1,481万円

16億4,630万円16億4,630万円

9億7,552万円9億7,552万円

4億3,964万円4億3,964万円

1億377万円1億377万円

31億1,519万円31億1,519万円

（予算現額）（予算現額）
74億2,305万円74億2,305万円

42億4,748万円42億4,748万円

38億3,852万円38億3,852万円

36億5,840万円36億5,840万円

33億1,307万円33億1,307万円

30億9,322万円30億9,322万円

22億4,910万円22億4,910万円

12億6,962万円12億6,962万円

10億6,493万円10億6,493万円

17億8,681万円17億8,681万円

【民生費】【民生費】

【衛生費】【衛生費】

【総務費】【総務費】

【教育費】【教育費】

【公債費】【公債費】

【土木費】【土木費】

【農林水産業費】【農林水産業費】

【商工費】【商工費】

【消防費】【消防費】

【その他】【その他】

26億4,605万円 （35.7％）26億4,605万円 （35.7％）

12億9,922万円 （30.6％）12億9,922万円 （30.6％）

12億2,448万円 （31.9％）12億2,448万円 （31.9％）

13億7,205万円 （37.5％）13億7,205万円 （37.5％）

16億4,200万円 （49.6％）16億4,200万円 （49.6％）

15億1,821万円 （49.1％）15億1,821万円 （49.1％）

7億749万円 （31.5％）7億749万円 （31.5％）

2億8,474万円 （22.4％）2億8,474万円 （22.4％）

5億1,376万円 （48.3％）5億1,376万円 （48.3％）

1億4,691万円 （8.2％）1億4,691万円 （8.2％）


