
平成２９年度 当初予算の概要 

１ 平成２９年度当初予算総括表 

（単位：千円） 

会計別 
 平成 29年度 

当初予算額  

 平成 28 年度 

当初予算額  

 前年度比較 

 増減率％

一 般 会 計 6,026,000 6,031,000 △ 5,000 △ 0.1

特 別 会 計 3,952,640 3,798,370 154,330 4.1

国民健康保険特別会計 1,626,600 1,648,690 △22,090 △1.3

事業勘定 1,467,000 1,491,990 △24,990 △1.7

診療施設勘定 159,600 156,700 2,900 1.9

介護保険特別会計 839,800 825,300 14,500 1.8

後期高齢者医療特別会計 142,140 139,280 2,860 2.1

公共下水道事業特別会計 1,344,100 1,185,100 159,000 13.4

公営企業会計 
収益的収入資本的収入収益的収入資本的収入収益的収入資本的収入

収益的支出資本的支出収益的支出資本的支出収益的支出資本的支出

水 道 事 業
343,601 6,482 341,280 6,482 2,321 0

370,979 151,537 358,119 78,604 12,860 72,933

【概要説明】 

平成２９年度当初予算のうち一般会計にあっては６０億２，６００万円となり、平成２８年度

当初予算６０億３，１００万円と比較すると、対前年度比５００万円、０．１％の減となってい

ます。

一方、特別会計にあっては、国民健康保険特別会計事業勘定が１４億６，７００万円、平成２

８年度と比較すると、２，４９９万円、１．７％の減、国民健康保険特別会計診療勘定が１億５，

９６０万円、平成２８年度と比較すると、２，９００万円、１．９％の増、介護保険特別会計が

８億３，９８０万円、平成２８年度と比較すると、１，４５０万円、１．８％の増、後期高齢者

医療特別会計が１億４，２１４万円、平成２８年度と比較すると、２，８６０万円、２．１％の

増、公共下水道事業特別会計が１３億４，４１０万円、平成２８年度と比較すると、１億５，９

００万円、１３．４％の増となっております。特別会計全体で前年度比約１億５，４２７万円、

４．１％の増となっています。 

水道事業会計は、収益的支出では３億７，０９７万９千円、平成２８年度と比較しますと１，

２８６万円の増、資本的支出では１億５，１５３万７千円、平成２８年度と比較しますと、７，

２９３万３千円の増となっています。 



２ 平成２９年度一般会計目的別歳入歳出予算比較表 

（歳入）                                  （単位：千円） 

科 目 
平成 29 年度

当初予算額

平成 28 年度

当初予算額
増減額 増減率％ 構成比％ 

１．町税 4,292,347 4,271,050 21,297 0.5 71.2 

２．地方譲与税 48,900 49,000 △ 100 △ 0.2 0.8 

３．利子割交付金 4,000 5,000 △ 1,000 △ 20.0 0.1 

４．配当割交付金 5,000 4,000 1,000 25.0 0.1 

５．株式等譲渡所得割交付金 1,000 1,000 0 0.0 0.0 

６．地方消費税交付金 241,000 250,000 △ 9,000 △ 3.6 4.0 

７．自動車取得税交付金 8,800 6,000 2,800 46.7 0.2 

８．地方特例交付金 10,000 9,000 1,000 11.1 0.2 

９．地方交付税 5,000 5,000 0 0.0 0.1 

10．交通安全対策特別交付金 2,521 2,207 314 14.2 0.0 

11．分担金及び負担金 114,607 102,170 12,437 12.2 1.9 

12．使用料及び手数料 38,428 38,265 163 0.4 0.6 

13．国庫支出金 452,915 469,190 △ 16,275 △ 3.5 7.5 

14．県支出金 301,346 279,968 21,378 7.6 5.0 

15．財産収入 176,652 185,022 △ 8,370 △ 4.5 2.9 

16．寄附金 1,201 1 1,200 120,000.0 0.0 

17．繰入金 90,348 105,680 △ 15,332 △ 14.5 1.5 

18．繰越金 75,000 75,000 0 0.0 1.3 

19．諸収入 156,935 173,447 △ 16,512 △ 9.5 2.6 

歳入合計 6,026,000 6,031,000 △ 5,000 △ 0.1 100.0 

【概要説明】 

一般会計予算の歳入では、町税が ４２億９，２３４万７千円で、平成２８年度当初予算と比

較しますと２，１２９万７千円、率にして０．５％の増となっています。歳入全体に占める割合

は、７１.２％と最も多くなっています。町税の主なものは、町民税が１０億９０６万円、固定

資産税が３１億１，８９０万２千円となっています。 

分担金及び負担金が１億１，４６０万７千円、平成２８年度当初予算と比較しますと１，２４

３万７千円、率にして１２.２％の増となっております。分担金及び負担金の主なものは、公立

保育料、私立保育料、幼稚園保育料などであります。 



国庫支出金が４億５，２９１万５千円で、平成２８年度当初予算と比較しますと１，６２７万

５千円、率にして３．５％の減、歳入全体に占める割合は、７．５％となっています。 

国庫支出金の主なものは、児童手当負担金、障害者介護給付費等負担金、子どものための教育・

保育給付費負担金などであります。 

県支出金が３億１３４万６千円、平成２８年度当初予算と比較しますと２，１３７万８千円、

率にして７.６％の増と、歳入全体に占める割合は、５．０％となっています。 

県支出金の主なものは、障害者介護給付費等負担金、児童手当負担金、子ども医療費補助金、

県民税徴収事務交付金、電源立地地域対策交付金などであります。 

歳入合計は６０億２，６００万円、平成２８年度当初予算と比較しますと５００万円の減と

なっています。



（歳出）                                 （単位：千円） 

科 目 
平成 29 年度

当初予算額 

平成 28 年度

当初予算額
増減額 増減率％ 構成比％ 

１．議会費 97,124 96,180 944 1.0 1.6

２．総務費 1,018,803 1,285,502 △ 266,699 △20.7 16.9

３．民生費 2,011,282 1,990,711 20,571 1.0 33.4

４．衛生費 449,410 434,834 14,576 3.4 7.5

５．農林水産業費 143,537 86,759 56,778 65.4 2.4

６．商工費 17,875 17,874 1 0.0 0.3

７．土木費 1,025,354 990,388 34,966 3.5 17.0

８．消防費 258,638 232,348 26,290 11.3 4.3

９．教育費 819,939 767,187 52,752 6.9 13.6

10．災害復旧費 8 8 0 0.0 0.0

11．公債費 26,902 27,987 △ 1,085 △3.9 0.4

12．諸支出金 147,128 91,222 55,906 61.3 2.4

13．予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.2

歳出合計 6,026,000 6,031,000 △ 5,000 △0.1 100.0

【概要説明】 

一般会計予算の歳出では、民生費が臨時福祉給付金給付事業の制度改正による事業費の増加な

どにより前年比１．０％増の２０億１，１２８万２千円、土木費が一般土木事業費の増加などに

より前年比３．５％増の１０億２，５３５万４千円、総務費が防犯・防災カメラ設置事業費の減

少などにより前年比２０．７％減の１０億１，８８０万３千円、教育費が総合体育館トイレ改修

等事業などにより前年比６．９％増の８億１，９９３万９千円、衛生費が各種検診事業費や予防

接種事業費の増加などにより前年比３．４％増の４億４，９４１万円、消防費が豊田地区内に整

備する水防倉庫整備事業などにより、前年比１１．３％増の２億５，８６３万８千円となってい

ます。

また、構成比は、民生費が３３．４％と一番高く、次いで土木費、総務費、教育費、衛生費の

順となっています。 



３ 平成２９年度一般会計予算 性質別比較表 

                                 （単位：千円） 

区  分 
平成 29 年度

当初予算額 

平成 28 年度

当初予算額 
増減額 増減率％ 構成比％

◆人件費 971,996 963,132 8,864 0.9 16.1

○物件費 1,468,057 1,357,905 110,152 8.1 24.4

○維持補修費 19,764 25,460 △5,696 △ 22.4 0.3

◆扶助費 845,392 848,516 △3,124 △ 0.4 14.0

○補助費等 774,091 812,019 △37,928 △ 4.7 12.8

■普通建設事業費 575,524 403,341 172,183 42.7 9.6

■災害復旧事業 8 8 0 0.0 －

◆公債費 26,902 27,987 △1,085 △ 3.9 0.4

○積立金 221,319 383,340 △162,021 △ 42.3 3.7

○貸付金 9,120 8,520 600 7.0 0.2

○繰出金 1,103,827 1,190,772 △86,945 △ 7.3 18.3

○予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.2

歳出合計 6,026,000 6,031,000 △5,000 △ 0.1 100.0

区  分 
平成 29 年度 

当初予算額 

平成 28 年度 

当初予算額 
増減額 増減率％ 構成比％ 

◆義務的経費 1,844,290 1,839,635 4,655 0.3 30.6

■投資的経費 575,532 403,349 172,183 42.7 9.6

○その他の経費 3,606,178 3,788,016 △181,838 △4.8 59.8

歳出合計 6,026,000 6,031,000 △5,000 △ 0.1 100.0

【概要説明】 

一般会計予算の性質別では、物件費が１４億６，８０５万７千円で、平成２８年度当初予算と

比較しますと１億１，０１５万２千円、率にして８．１％の増となっています。歳出全体に占め

る割合は、２４．４％と最も多くなっています。増となった理由は、コンビニエンスストアで町

税等の公共料金の納付や各種証明書の交付を受けることができるシステムの整備事業などであ

ります。 

補助費等が７億７，４０９万１千円で、平成２８年度当初予算と比較しますと３，７９２万８



千円、率にして４．７％の減となっています。 

普通建設事業費が、５億７，５５２万４千円、平成２８年度当初予算と比較しますと１億７，

２１８万３千円、率にして４２，７％の増となっております。増となった理由は、道路改良など

の一般土木事業や町総合体育館トイレ改修事業などであります。 

積立金が、２億２，１３１万９千円で、平成２８年度当初予算と比較しますと１億６，２０２

万１千円、率にして４２．３％の減となっています。減となった理由は、財政調整基金への積立

金などであります。 



地方債の現在高 

地方債現在高表 

（単位：千円） 

会 計 別 
平成 28 年度末

現在高見込額 

平成 29 年度中増減見込 平成 29年末現

在高見込額 借入予定額 元金返済見込額

一 般 会 計 483,417 22,310 461,107

特 別 会 計 5,189,449 288,400 456,750 5,021,099

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
31,746 4,733 27,013

公共下水道事業 

特別会計 
5,157,703 288,400 452,017 4,994,086

合  計 5,672,866 288,400 479,060 5,482,206

【概要説明】 

町の支出は、原則として借金せずに、町税などで賄うこととされていますが、臨時的に多額の費

用が必要な場合や、将来の住民にも経費を負担していただくことが公平と考えられる場合には、国

などからお金を借り入れることができます。借入れにあたっては、世代間の負担の不均衡が生じな

いよう、また、財政規模とのバランスを考慮しながら、計画的な借入れを行っていきます。 

平成２９年度の借入予定額及び返済見込額などは上記の地方債現在高表のとおりで、公共下水

道事業特別会計で２億８，８４０万円の借入れを予定しております。また、一般会計及び特別会

計を合わせた平成２９年度中の元金返済は４億７，９０６万円を予定しており、平成２９年度末

の現在高は５４億８，２２０万６千円の見込みとなっております。平成２８年度末現在高と比較

すると、１億９，０６６万円の減となっています。 



基金の現在高 

基金現在高表 

（単位：千円） 

基 金 名 
平成28年度末

現在高見込額

平成 29 年度中増減見込 平成29年末現

在高見込額 積立見込額 取崩見込額 

１．財政調整基金 9,498,227 97,001 9,595,228

２．減債基金 3,226,897 15,212 3,242,109

３．公共施設建設基金 3,367,924 7,521 3,375,445

４．公共建築物維持基金 3,734,383 83,241 3,817,624

５．いきいきまちづくり基金 1,198,834 8,558 16,978 1,190,414

６．安全なまちづくり基金 1,078,852 4,231 1,083,083

７．その他基金 1,877,229 5,555 73,370 1,809,414

総 計 23,982,346 221,319 90,348 24,113,317

【概要説明】 

平成２８年度末の一般会計の基金（預金）残高の総額は、２３９億８，２３４万６千円と見込

まれており、そのうち、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金は、９４億９，８

２２万７千円となる見込みです。そのほか、減債基金、公共施設建設基金、公共建築物維持基金

などがあり、事業計画を見据えて積立てを行うとともに、必要なときに取り崩して使用するなど

して、財政負担の平準化と財源の有効活用を図っています。 

 ※その他基金 

環境整備事業基金、教育文化振興基金、電源立地促進対策交付金事業維持基金、ふるさと

水と土保全基金、公営住宅建設基金、交通安全対策事業基金、ふるさと応援基金、大きく羽

ばたけ基金、土地開発基金 



●主要事業一覧 

 １．総務費 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

空家等対策支援事業 

継続 

空家等対策の推進に関する特

別措置法に基づき、空家等の調査

や空家に関する総合的な計画を

策定します。 

６，４９４千円 

【財源内訳】 

  一般財源 6,494 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

防犯・防災カメラ設置事業

継続 

本年度は、地震発生時における

津波を監視するため、朝明川河口

に防災カメラを設置します。 

３３，６４７千円 

【財源内訳】 

  一般財源 33,647 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

防犯灯ＬＥＤ化推進事業 

継続 

犯罪の少ない安全な環境を整

備するため、防犯灯のＬＥＤ化を

行います。 

１８，１００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 18,100 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

町税等コンビニ収納導入事

業 

新規 

町民の皆さんの利便性を図る

ため、町税等（町税・国保税・上

下水道料）をコンビニエンススト

アで納付ができようシステムを

整備します。 

３，２６２千円 

【財源内訳】 

  一般財源 3,262 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

各種証明書コンビニ交付導

入事業 

新規 

町民の皆さんの利便性を図る

ため、各種証明書をコンビニエン

スストアで交付ができようシス

テムを整備します。 

２７，８３５千円 

【財源内訳】 

  一般財源 27,835 千円 

 ２．民生費 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

ふれあいバス運行事業 

継続 

町内の交通移動手段を確保す

るため、町内を２コースに分けて

巡回するふれあいバスを運行し

ます。 

１６，９７８千円 

【財源内訳】 

  その他 16,978 千円 



事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

障がい者就労環境整備事業

計画策定事業 

新規 

障がい者が住み慣れた地域で

自立した生活をおくるため、継続

して就労できる環境を整備する

ための事業計画を策定します。 

４，９７４千円 

【財源内訳】 

  一般財源 4,974 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

障がい者医療費助成事業 

継続 

障がいのある方が住み慣れた

地域で安心して暮らせて、保健の

向上に寄与するため、医療費の助

成を行います。 

５１，０００千円 

【財源内訳】 

  県 費  15,000 千円 

  一般財源 36,000 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

障がい福祉サービス事業 

継続 

住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう、居宅介護や生活介護

などの介護給付、就労支援など訓

練等給付などを行います。 

２０１，６８４千円 

【財源内訳】 

 国 費  100,842 千円 

  県 費  50,421 千円 

  一般財源 50,421 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

高齢者健康遊具設置事業 

新規 

高齢者が自ら健康の維持や体

力づくりに取り組むことができ

る環境を整備するため、公園等に

健康遊具を設置します。 

７，５００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 7,500 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

保育所外国人英語指導事業

継続 

就学前の子どもたちが国際感

覚に触れるため、ＡＬＴ（外国人

指導助手）による外国語教育を行

います。 

３，６２９千円 

【財源内訳】 

  一般財源 3,629 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

保育サービス事業 

継続 

子育て支援の一環として、家庭

の状況に応じた保育サービスを

提供するため、延長保育や低年齢

児保育、一時預かり事業などを実

施します。 

８，５３５千円 

【財源内訳】 

  国 費  2,233 千円 

  県 費  2,708 千円 

  一般財源 3,594 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

子育て支援サービス事業 

拡充 

子育て支援の一環として、ひば

り保育園とつばめ児童館におい

て、子育て支援センター事業を実

施します。 

１３，０９０円 

【財源内訳】 

  国 費  4,363 千円 

  県 費  4,363 千円 

  一般財源 4,364 千円 



事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

放課後児童健全育成事業 

 拡充 

放課後における児童の支援や

居場所づくりを確保するため、４

か所（１か所新設）の学童保育所

の運営を支援します。 

３３，８１６円 

【財源内訳】 

  国 費   10,907 千円 

  県 費  11,267 千円 

  一般財源 11,642 千円 

 ３．衛生費 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

各種検診事業 

継続 

疾病の早期発見・早期治療につ

なげ、町民の皆さんの健康増進を

図るため、健康診査や各種がん検

診を実施します。 

３９，４８８千円 

【財源内訳】 

 国 費    58 千円 

県 費    581 千円 

  その他   3,244 千円 

  一般財源 35,605 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

各種予防接種事業 

継続 

水痘や日本脳炎など各種予防

接種の実施と、予防接種費用の助

成を行います。 

６０，００７千円 

【財源内訳】 

 その他   2,348 千円 

  一般財源 57,659 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

母子保健事業 

継続 

母子が健やかに暮らすことが

できるよう妊婦・乳幼児の健康診

査、赤ちゃん訪問、各種教室や相

談事業を実施します。 

３０，１０８千円 

【財源内訳】 

 国 費    705 千円 

 県 費    974 千円 

 その他    312 千円 

  一般財源 28,117 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

いきいきセンター外壁等調

査・改修事業 

新規 

外壁タイル等が経年劣化によ

り、改修するための調査・設計を

実施します。 

３，３０３千円 

【財源内訳】 

  一般財源 3,303 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

いきいきセンタートイレ改

修等事業 

新規 

トイレ設備や給水設備の老朽

化により、トイレを含めた給水設

備を改修するため、調査・設計を

実施します。 

２，８７３千円 

【財源内訳】 

  一般財源 2,873 千円 



事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

ごみ減量化推進事業 

継続 

ごみの減量化を推進するため、

家庭などから出る生ごみや刈り

草などを堆肥化します。 

４，４０７千円 

【財源内訳】 

  一般財源 4,407 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

不法投棄防止事業 

継続 

不法投棄を防止し、環境美化を

推進するため、ごみ置場などの監

視パトロールを実施します。 

３，２６３千円 

【財源内訳】 

  一般財源 3,263 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

環境エコ推進事業 

継続 

二酸化炭素排出量の抑制に向

けて、太陽光発電システムや家庭

用蓄電池システムの設置、低公害

車購入に要する費用の一部を助

成します。 

７，７００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 7,700 千円 

４．農林水産業費 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

農業用排水対策事業 

継続 

老朽化が進む農業用排水施設

の改修と適切な維持管理を行い

ます。 

５０，０００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 50,000 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

地籍調査事業 

継続 

都市基盤整備の円滑な推進と

災害後の早期復興に役立つ地籍

調査を実施します。 

９，７６６千円 

【財源内訳】 

  県 費  3,669 千円 

  一般財源 6,097 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

おひさま児童館芝生化事業

新規 

子どもたちのより良い遊び場

環境の充実を図るため、おひさま

児童館の広場の一部を芝生化し

ます。 

２，０６４千円 

【財源内訳】 

  県 費  2,064 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

総合体育館休憩ロビー木材

利用促進事業 

新規 

総合体育館休憩ロビーにおい

て木の暖かさが感じられるよう、

木製のイスやベンチ等を整備し

ます。 

２，９１６千円 

【財源内訳】 

  県 費  2,916 千円 



５．土木費 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

一般土木事業 

継続 

安全で円滑な地域交通を確保

するため、町道の拡幅や改修・修

繕を行います。

２３６，０００千円 

【財源内訳】 

  一般財源 236,000 千円 

６．消防費 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

災害用備蓄品充実事業 

継続 

非常食や防災毛布など災害時

に必要な備蓄品の充実を図りま

す。 

４，５０７千円 

【財源内訳】 

  その他  3,000 千円 

  一般財源 1,507 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

防災マップ作成事業 

継続 

洪水や津波の災害時において、

円滑な避難行動を図るため、洪水

と津波のハザードマップと家庭

での防災対策をまとめた防災マ

ップを作成し配付します。 

４，５２６千円 

【財源内訳】 

  一般財源 4,526 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

木造住宅耐震診断事業 

継続 

木造住宅の耐震化を促進する

ため、旧耐震基準で建てられた木

造住宅の耐震診断を無料実施し

ます。 

９２７千円 

【財源内訳】 

  国 費  462 千円 

  県 費  231 千円 

  一般財源 234 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

木造住宅耐震補強・設計事

業 

継続 

木造住宅の耐震化を促進する

ため、旧耐震基準で建てられた木

造住宅の耐震補強に要する費用

の一部を助成します。 

１０，６４４千円 

【財源内訳】 

  国 費  2,744 千円 

  県 費  2,550 千円 

  一般財源 5,350 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

かまどベンチ設置事業 

新規 

避難所として指定されている

地区公民館に、災害時炊き出しと

して活用できるかまどベンチを

設置します。 

４，９７９円 

【財源内訳】 

  一般財源 4,979 千円 



事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

水防倉庫整備事業 

継続 

豊田水防倉庫の老朽化に伴い、

新たに豊田地区内に一時避難所

を兼ね備えた水防倉庫を整備す

るため、用地取得や設計を行ない

ます。 

４０，４６６円 

【財源内訳】 

  県 費  13,423 千円 

  一般財源 27,043 千円 

７．教育費 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

学力向上推進事業 

継続 

小学校に学力向上アドバイザ

ーを配置し、学力の向上を図りま

す。

１，５８８千円 

【財源内訳】 

  一般財源 1,588 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

豊かな心を育成する事業 

新規 

次世代を担う子どもたちの心

を豊かにするため、外部講師によ

る「夢の教育」を通じて将来の夢

を創造し、その実現に向けて努力

することの大切さを学習する「夢

の創造」推進事業や、書籍に触れ

ることで感性を磨き表現力や想

像力を養うために読書の習慣を

定着させる読書登山事業などを

実施します。 

２，６３３千円 

【財源内訳】 

  一般財源 2,633 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

外国人英語指導事業 

継続 

幼稚園や小・中学校において、

ＡＬＴ（外国人指導助手）による

外国語教育を行い、子どもたちの

国際理解や国際力を培います。

９，０７２千円 

【財源内訳】 

  その他  1,670 千円 

  一般財源 7,402 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

南小学校屋内運動場ＬＥＤ

化等改修事業 

新規 

南小学校体育館の照明器具の

ＬＥＤ化や落下物の防止対策な

どの設計を行います。

２，６７７千円 

【財源内訳】 

  一般財源 2,677 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

あいあいホール自主公演事

業 

継続 

あいあいホールで音楽や演劇

など様々な自主事業を開催し、文

化の振興を図ります。

２８，０００千円 

【財源内訳】 

  その他  19,000 千円 

  一般財源 9,000 千円 



事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

あいあいセンター外壁等調

査・改修事業 

新規 

外壁タイル等が経年劣化によ

り、改修するための調査・設計を

実施します。 

５，１５０千円 

【財源内訳】 

  一般財源 5,150 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

あいあいセンタートイレ改

修等事業 

新規 

トイレ設備や給水設備の老朽

化により、トイレを含めた給水設

備を改修するため、調査・設計を

実施します。 

３，９５１千円 

【財源内訳】 

  一般財源 3,951 千円 

事業名 事業内容 平成 29 年度予算額 

総合体育館トイレ改修等事

業 

新規 

利用者の施設環境と災害時の

トイレ環境の充実を図るため、ト

イレの改修を行います。

４３，６２７千円 

【財源内訳】 

  一般財源 43,627 千円 


