催 し

令和3年度予算を公表
問 同会館温水プール
（☎583-5266※

スポーツ
さつき・ラン＆ウオーク
ID 1016831


催し

無料のスマートフォンアプリを使
い、全国、地域、年代別のランキン
グが確認できるので、身近な人や遠
くのライバルと競い合って楽しむこ
とができます。
期間 5月1日 ㈯～31日 ㈪ 参加方法 下
記 QR コードからアプリを ダウンロード
し、会員登録後エントリー
ウオーキングの部

Android 版

iOS 版

ランニングの部

Android 版

iOS 版

問 ㈱アールビーズ内大会事務局
（☎

03-6804-3383
satsuki_runwalk
@runners.co.jp）

東部会館いきいき教室～骨盤な
めらか体操教室 ID 1000974
日時 毎週金曜・土曜日9:30～10:30、

11:00～12:00 会場 同会館集会室 定員
申 込 制 で 各 回 先 着5人 費用 5回 で
5,500円のチケット購入制 申込 電話

9:30〜20:30）

市民体育大会

ID 1003171

ゴルフ競技
日時 6月10日㈭8:00から※荒天中止
会場 桜ヶ丘カントリークラブ
（多摩
市）内容 18ホールストロークプレー
※詳細は実施要項参照 対象 市内在
住・在勤・在学者 費用 21,500円程度
申込 5月13日㈭
（必着）までに〒1910011日野本町7-12-1市民陸上競技場
内日野市体育協会事務局（ FAX 5825770）へ申込書（市役所3階文化スポ
ーツ課、市民陸上競技場にあり）を
ファクスまたは郵送 問 日野市ゴル
フ協会
（平☎090-8810-9366）
ターゲット・バードゴルフ競技
日時 6月10日㈭9:30～16:00※雨天の
場合17日㈭に延期 会場 多摩川グラ
ウンド 内容 18ホールストロークプ
レー・ショットガン方式でスタート、
男女ハンディキャップ戦
（新ぺリア
方式）対象 市内在住・在勤・在学者
※初心者歓迎 費用 1人500円 申込 5
月27日㈭（必着）までに〒191-0011日
野本町7-12-1市民陸上競技場内日野
市体育協会事務局（ FAX 582-5770）へ
申込書
（市役所3階文化スポーツ課、
市民陸上競技場にあり）
をファクスま
たは郵送 問 日野市ターゲット・バー
ドゴルフ協会
（安藤☎090-7234-2511）
アーチェリー競技
日時 6月6日 ㈰9:00～16:00※ 荒 天 中
止 会場 市民陸上競技場 種目 リカー
ブ・コンパウンド。36射×2※詳細
は実施要項参照 費用 600円※高校生

300円。小・中学生無料 申込 5月28
日㈮までに日野市体育協会事務局
（ FAX 582-5770
h-taikyo@keh.
biglobe.ne.jp）へ電話、ファクスま
たはＥメールで。氏名、年齢（学年）、
電話番号、種目、所属・個人参加の
別（市外の方のみ）を記入 問 日野市
体育協会事務局（☎582-5770）

生活・環境

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会
ID 1011572


■日野市における地方消費税交付金
（消費税率引き上げ分）
の使い道
令和3年度の地方消費税交付金の消費税率引き上げに伴う増分は、20億3,100万円になる見込みで、下記の通りすべて社会
保障施策に充てられます。
日野市における地方消費税交付金（消費税率引き上げ分）の充当先
社会保障施策の区分
国による
分類

平交流センター 定員 申込制で先着
10人 申込 電話
問 ごみゼロ推進課
（☎581-0444）

日野産農産物を使った手作り
巻きすし教室 ID 1011759
日時 5月11日㈫・12日㈬10:30～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンター

11億7,449万円

85億688万円

国民健康保険事業費、介護保
社会保険 険特別会計および後期高齢者
医療特別会計繰出金

60億574万円

8億3,009万円

2,405万円

6億2,496万円

45億2,664万円

保健衛生総務費、予防費、健
康管理費、病院費

23億8,384万円

3億2,969万円

1億4,547万円

2億3,155万円

16億7,713万円

令和3年度当初予算額690億6,000万円のう
ち

358億9,826万円

183億1,770万円

8億3,891万円

20億3,100万円

147億1,065万円

※社会保険に係る介護保険特別会計および後期高齢者医療特別会計への繰出金を除く

■令和2年度下半期財政状況 （ 令和3年3月31日現在 ）
基金・市有財産
土地

水辺のある風景日野50選ガイ
ID 1015074
ドツアー

金

長沼駅、12:00平山城址公園駅解散
コース さいかち堰上流・川北用水～
JR 中央線浅川鉄橋～上村用水～西
平山八幡神社（約4㌔）対象 4㌔以上
歩ける小学生以上の市内在住者※小
学生は保護者同伴 定員 申込制で先
着20人 申込 5月6日㈭から電話 問 緑
と清流課（☎514-8309）

14億7,607万円

職員退職手当基金

11億3,484万円

財政調整基金

36億4,833万円

環境緑化基金

4億9,420万円

平和事業基金

1億円
7,769万円

土地区画整理事業基金

3億1,189万円

介護給付費準備基金

6億5,658万円

市民体育施設整備基金

8億2,543万円

学校施設整備基金

7億2,490万円

減債基金

3億2,727万円

新選組関連資料収集基
金

2,142万円

ごみ処理施設整備基金 15億9,426万円
福祉あんしん基金

新型コロナウイルス感
染症対策基金
新型コロナウイルス感
染症緊急対策特別交付
金積立基金
病院整備基金
合
※貸付基金を除く

計

1億5,442万円
1,135万円
3億9,000万円
5,520万円
120億384万円

会計名
一般会計

下水道事業

令和元年度
末残高
341.8億円

令和2年度
借入金
39.4億円

令和2年度
元金償還額
28.1億円

令和2年度
末残高
353.1億円

53.4億円

0.5億円

5.4億円

50.7 億円

病院事業会計
土地区画整理事業特別
会計
合

計

174.3億円

6.4億円

19.1億円

161.7億円

17.2億円

0.0億円

3.3億円

13.9億円

586.7億円

46.3億円

55.8億円

579.3億円

※金額は各欄ごとに1,000万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場
合があります
※令和2年度末残高は見込額を含む

各会計別予算執行状況
一般会計

会計名

予算現額

917億2,146万円

収入済額

832億2,592万円

23億6,064万円

5億7,517万円

155億7,812万円

142億3,172万円

介護保険

147億4,030万円

133億4,444万円

90億円

82億4,000万円

54億9,000万円

46億8,000万円

後期高齢者医療

市立病院事業
（収入）
市立病院事業
（支出）
下水道事業
（収入）
下水道事業
（支出）

29億6,602万円

45億4,628万円
94億円

66億9,000万円

支出済額

865億5,691万円

国民健康保険

土地区画整理事業

特別会計

日程 5月15日㈯※雨天中止 集合 9:00

35万㎡

公共施設建設基金

バリアフリー事業推進
基金

※金額は各欄ごとに1,000万円未満を四捨五入しているため、合計
が合わない場合があります

市債の状況
173万㎡

建物

申込制で各日先着10人程度 費用 各
日3,000円 申込 竹 内（ ☎090-72841947）へ電話 問 都市農業振興課（☎
514-8447）

▲さいかち堰上流沼

その他

6億6,939万円

基

15

つらい体験、人に言えないことを抱えている人や苦しんでいる家族や仲間
が身近にいる人へ。心が抱えきれない体験をするとしばらくの間、心と身体
（からだ）に不調をきたすことがあります。そして、周りの人や社会への信頼
を失い孤立しがちになります。そんなときどうすればいいのでしょうか。つ
らい時に無理に語る必要はありません。傷ついた心を癒やすためにできるこ
とがあります。心の中で何が起きているのかを学び、不安が高まった時やザ
ワザワする時にできるセルフケアワークをお伝えします。
日時 5月29日㈯14:00～16:00
場所 多摩平の森ふれあい館
講師 渡辺べん氏
（渡辺べん心理相談室代表）
、島村繭子氏（つながりセラピー
代表）
定員 申込制で先着30人
申込 土曜・日曜日、祝日を除く8:30～17:15に電話、E メール
（
s-net@city.hino.lg.jp）または右記 QR コードから。E メールのタ
イトルに5月29日参加申込、本文に参加者の氏名、連絡先を記入

地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

負担金など

171億5,792万円

メニュー 鬼滅の刃柄パート1など 定員

問 セーフティネットコールセンター
（☎514-8542）

国都支出金

一般財源

275億868万円

ココロセミナー～傷ついた心を癒すセルフケアワーク
ID 1016208

特定財源

事業経費

日野市の予算による分類

社会福祉総務費、発達支援費、
障 害 福 祉 費、 老 人 福 祉 費 ※、
老人福祉施設費、児童運営費、
社会福祉
ひ と り 親 福 祉 費、 保 育 園 費、
児童館費、放課後子ども育成
費、生活保護経費 など

保健衛生

日時 5月25日 ㈫14:00か ら 会場 多 摩

財源内訳

44億1,145万円

152億604万円

131億4,670万円
45億1,164万円
77億4,000万円
59億4,000万円

※市立病院事業会計および下水道事業会計は
「資本的収入および支出」は除く
※一般会計および土地区画整理事業の予算現額には繰越明許費を含む
※一般会計の予算額には事故繰越を含む
広報
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