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平成30 年度下半期

予算執行状況
問合せ  役場総務課

　みなさんに納めていただいた税金等が、どのように
使われているのか、どのような状態にあるのかを知っ
ていただくため、年に２回、財政状況を公表していま
す。今回は、平成30 年度下半期（３月31 日現在）の予
算の執行状況等をお知らせします。

一般会計

特別会計

水道事業会計

一般的な行政運営に必要なお金を扱う財布
　　　…予算額（上段）　　　　…収入済額・支出済額（下段）
※（　）内の数値は、予算額に対する割合（執行率）です

町民税や固定資産税などみな
さんに納めていただいた税金 町　税

国からの負担金や補助金等 国庫支出金

国や銀行からの借入金 町　債

県からの負担金や補助金等 県支出金

地方消費税のうち
町に交付されるお金

地方消費税
交付金

地方譲与税や自動車取得税
交付金等 その他交付金等

施設の使用料や住民票
等の発行手数料

使用料及び
手数料

福祉事業等に対する負担金
分担金及び

負担金
町の財政状況に応じて
国から交付されるお金 地方交付税

財産収入・寄附金・繰入金・
繰越金・諸収入 その他諸収入

子どもや高齢者、障がい者
等の福祉に使ったお金 民生費

学校教育や生涯学習
等に使ったお金 教育費

道路や公園、まちづくり
等に使ったお金 土木費

行政の運営、広報の発行、税の
賦課・徴収等に使ったお金・ 総務費

町民の健康管理やごみ収集
等に使ったお金 衛生費

町の借金の返済に使ったお金 公債費

消防・防災設備や消防団の
運営等に使ったお金 消防費

農業・畜産振興の管理
等に使ったお金

農林水
産業費

町議会の運営や議会だより
の発行等に使ったお金 議会費

観光や商工業の振興
等に使ったお金 商工費

勤労者福祉や雇用対策
等に使ったお金 労働費

災害復旧費、諸支出金、予備費 その他

78 億3,440 万円
77 億9,878 万円(99.5%)

53 億3,922 万円
45 億　291 万円(84.3%)

13 億6,246 万円
12 億4,881 万円(91.7%)

23 億7,279 万円
13 億　252 万円(54.9%)

  8 億1,696 万円
  6 億4,400 万円(78.8%)

12 億6,129 万円
10 億8,389 万円(85.9%)

  3 億4,421 万円
  3 億6,074 万円(104.8%)

  6 億7,272 万円
  5 億6,788 万円(84.4%)

  9 億4,320 万円
        2,430 万円(2.6%)

18 億　729 万円
12 億1,779 万円(67.4%)

  7 億5,000 万円
  7 億5,553 万円(100.7%)

10 億7,934 万円
10 億　457 万円(93.1%)

  2 億1,533 万円
  2 億   204 万円(93.8%)

  5 億5,385 万円
  5 億3,457 万円(96.5%)

  1 億8,599 万円
  1 億9,070 万円(102.5%)

  2 億4,119 万円
  2 億　672 万円(85.7%)

　　  2,000 万円
　　  1,342 万円(67.1%)

  1 億3,172 万円
  1 億2,902 万円(98.0%)

11 億3,295 万円
  6 億3,100 万円(55.7%)

  1 億1,608 万円
  1 億1,431 万円(98.5%)
　　  2,769 万円
　　  2,768 万円(99.9%)
　　  　232 万円
　　　　　 0 万円(0.0%)

歳 入

歳 出

予算額
136 億　 550 万円
収入済額
118 億 6,932 万円
　( 執行率 87.2%)

予算額
136 億　 550 万円
支出済額
106 億 9,186 万円
　( 執行率 78.6%)

町　民　税 29 億1,824 万円

固定資産税 40 億 　388万円

軽自動車税   1 億1,223 万円

町たばこ税   2 億7,176 万円

都市計画税   4 億9,267 万円

合　　　計 77 億9,878 万円

会計名 予算額 収入済額 支出済額
 国民健康保険事業 40億4,787万円  37億9,260万円(93.69％)  38億4,820万円(95.07％)
 後期高齢者医療   5 億　528 万円 　4億5,099万円(89.26％)    4億5,391万円(89.83％)
 介護保険事業 26 億7,288 万円  22億9,252万円(85.77％)  23億4,067万円(87.57％)
 農業集落排水事業 　　  6,823 万円 　　  4,274万円(62.64％)         5,706万円(83.63％)
 下水道事業 13 億6,482 万円 　9億8,839万円(72.42％)  10億2,419万円(75.04％)

町税の収入済額の内訳町民税の負担状況

１人あたり
67,031 円

１世帯あたり
159,982 円

世帯数：18,241 世帯、　人口：43,536 人
　　　　　　　　　（31年３月31日現在）

保険料や使用料等、特定の収入で実施する事業の運営に必要な経費を扱う財布

地方公営企業法に基づき指定された事業で、独立採算制の経営方式をとっている

※（　）内の数値は、予算額に対する割合（執行率）です

※水道企業会計では予算を超えての執行が可能なため、執行額が予算額を上回っています

会計名 予算額 執行額

 収益的収支
収入  　　8 億 8,546 万円             　　 8 億 8,774 万円
支出 　　 7 億 4,676 万円 　　 7 億 1,379 万円

 資本的収支
収入 　　        9,169 万円 　　        9,347 万円
支出 　　 3 億 4,818 万円 　　  3 億 3,466 万円

■町債の状況

■町有財産の状況

現在高の総額：122 億9,125 万円

土地：3,109,224㎡ 建物：127,259㎡ 出資金：4,581万円基金：28億2,020万円

※特例地方債には、減収補てん債、
　減税補てん債、臨時財政対策債
　等が含まれています
※庁舎債等には、消防債と衛生債、
　農林水産業費が含まれています

一般会計
55 億6,336 万円

（45.3％）

特例地方債
（56.3％）

土木債
（18.8％）

教育債
（13.9％）

民生債
（9.8％）

下水道事業会計
65 億4,966 万円

（53.3％）

水道事業会計 １億7,823 万円（1.5％）

庁舎債等（1.2％）

(会計別)

(目的別)


