
平成２８年度 決算の概要 

１ 平成２８年度 決算総括表 

 （１）歳入 

（単位：円） 

会計別 
 平成 28 年度 

決算額  

 平成 27 年度 

決算額  

 前年度比較 

 増減率％

一 般 会 計 6,614,904,103 6,825,559,535 △210,655,432 △3.1

特 別 会 計 3,786,803,795 4,235,955,991 △449,152,196 △10.6

 国民健康保険特別会計 

事業勘定 
1,447,189,893 1,533,583,306 △86,393,413 △5.6

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
165,632,808 130,133,276 35,499,532 27.3

介護保険特別会計 808,464,924 819,319,154 △10,854,230 △1.3

後期高齢者医療特別会計 143,375,707 131,138,182 12,237,525 9.3

公共下水道事業特別会計 1,222,140,463 1,621,782,073 △399,641,610 △24.6

公営企業会計 

水 道 事 業 

収益的収入 収益的収入 収益的収入 収益的収入 

345,441,549 345,897,534 △455,985 △0.1

資本的収入 資本的収入 資本的収入 収益的収入 

12,024,828 58,533,073 △46,508,245 △79.5

【概要説明】 

平成２８年度決算のうち一般会計の歳入にあっては６６億１，４９０万４，１０３円となり、平

成２７年度決算と比較すると、２億１，０６５万５，４３２円、３．１％の減となりました。 

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の歳入が１４億４，７１８万９，８

９３円、平成２７年度決算と比較すると、８，６３９万３，４１３円、５．６％の減、国民健康保

険特別会計診療施設勘定の歳入が１億６，５６３万２，８０８円、平成２７年度と比較すると、３，

５４９万９，５３２円、２７．３％の増、介護保険特別会計の歳入が８億８４６万４，９２４円、

平成２７年度と比較すると、１，０８５万４，２３０円、１．３％の減、後期高齢者医療特別会計

の歳入が１億４，３３７万５，７０７円、平成２７年度と比較すると、１，２２３万７，５２５円、

９．３％の増、公共下水道事業特別会計の歳入が１２億２，２１４万４６３円、平成２７年度と比

較すると、３億９，９６４万１，６１０円、２４．６％の減となりました。特別会計全体では、前

年度比４億４，９１５万２，１９６円、１０．６％の減となりました。 

水道事業会計は、収益的収入では３億４，５４４万１，５４９円、平成２７年度決算と比較しま

すと４５万５，９８５円、０．１％の減、資本的収入では１，２０２万４，８２８円、平成２７年

度決算と比較しますと、４，６５０万８，２４５円、７９．５％の減となりました。 



 （２）歳出 

（単位：円） 

会計別 
 平成 28 年度 

決算額  

 平成 27 年度 

決算額  

 前年度比較 

 増減率％

一 般 会 計 6,186,523,165 6,356,655,989 △170,132,824 △2.7

特 別 会 計 3,663,203,706 4,056,629,914 △393,426,208 △9.7

 国民健康保険特別会計 

事業勘定 
1,406,378,892 1,458,584,487 △52,205,595 △3.6

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
157,226,049 117,773,498 39,452,551 33.5

介護保険特別会計 766,317,424 763,227,973 3,089,451 0.4

後期高齢者医療特別会計 139,732,346 127,745,841 11,986,505 9.4

公共下水道事業特別会計 1,193,548,995 1,589,298,115 △395,749,120 △24.9

公営企業会計 

水 道 事 業 

収益的支出 収益的支出 収益的支出 収益的支出 

330,041,819 344,473,589 △14,431,770 △4.2

資本的支出 資本的支出 資本的支出 資本的支出 

71,037,840 123,773,450 △52,735,610 △42.6

【概要説明】 

平成２８年度決算のうち一般会計の歳出にあっては６１億８，６５２万３，１６５円となり、平

成２７年度決算と比較すると、１億７，０１３万２，８２４円、２．７％の減となりました。 

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の歳出が１４億６３７万８，８９２

円、平成２７年度決算と比較すると、５，２２０万５，５９５円、３．６％の減、国民健康保険特

別会計診療施設勘定の歳出が１億５，７２２万６，０４９円、平成２７年度と比較すると、３，９

４５万２，５５１円、３３．５％の増、介護保険特別会計の歳出が７億６，６３１万７，４２４円、

平成２７年度と比較すると、３０８万９，４５１円、０．４％の増、後期高齢者医療特別会計の歳

出が１億３，９７３万２，３４６円、平成２７年度と比較すると、１，１９８万６，５０５円、９．

４％の増、公共下水道事業特別会計の歳出が１１億９，３５４万８，９９５円、平成２７年度と比

較すると、３億９，５７４万９，１２０円、２４．９％の減となりました。特別会計全体では、前

年度比３億９，３４２万６，２０８円、９．７％の減となりました。 

水道事業会計は、収益的支出では３億３，００４万１，８１９円、平成２７年度決算と比較しま

すと１，４４３万１，７７０円、４．２％の減、資本的支出では７，１０３万７，８４０円、平成

２７年度決算と比較しますと、５，２７３万５，６１０円、４２．６％の減となっています。 



２ 平成２８年度一般会計決算 目的別歳入歳出決算比較表 

（歳入） 

（単位：円） 

科 目 
平成 28 年度 

決算額 

平成 27 年度

決算額 
増減額 

増減率

％ 

構成比

％ 

１．町税 4,661,247,795 4,580,541,534 80,706,261 1.8 70.5 

２．地方譲与税 55,737,949 54,328,029 1,409,920 2.6 0.8 

３．利子割交付金 3,649,000 4,323,000 △674,000 △15.6 0.1 

４．配当割交付金 8,925,000 14,783,000 △5,858,000 △39.6 0.1 

５．株式等譲渡所得割交付金 5,272,000 13,497,000 △8,225,000 △60.9 0.1 

６．地方消費税交付金 251,331,000 272,869,000 △21,538,000 △7.9 3.8 

７．自動車取得税交付金 10,885,000 9,337,000 1,548,000 16.6 0.2 

８．地方特例交付金 11,854,000 10,898,000 956,000 8.8 0.2 

９．地方交付税 12,036,000 11,065,000 971,000 8.8 0.2 

10．交通安全対策特別交付金 2,750,000 2,802,000 △52,000 △1.9 0.0 

11．分担金及び負担金 87,955,586 80,517,248 7,438,338 9.2 1.3 

12．使用料及び手数料 39,479,584 46,773,448 △7,293,864 △15.6 0.6 

13．国庫支出金 465,587,096 493,782,568 △28,195,472 △5.7 7.0 

14．県支出金 282,240,714 275,687,230 6,553,484 2.4 4.3 

15．財産収入 178,013,939 227,763,613 △49,749,674 △21.8 2.7 

16．寄附金 1,590,000 50,000 1,540,000 3080.0 0.0 

17．繰入金 119,083,812 141,818,224 △22,734,412 △16.0 1.8 

18．繰越金 236,903,546 175,169,034 61,734,512 35.2 3.6 

19．諸収入 180,362,082 177,954,607 2,407,475 1.4 2.7 

20．町債 0 231,600,000 △231,600,000 皆減 － 

歳入合計 6,614,904,103 6,825,559,535 △210,655,432 △3.1 100.0 

【概要説明】 

一般会計決算の歳入では、町税が ４６億６，１２４万７，７９５円で、平成２７年度決算と比較

しますと８，０７０万６，２６１円、率にして１．８％の増となっています。歳入全体に占める割

合は、７０．５％と最も多くなっています。町税の主なものは、町民税が１０億９，４０６万５，

３４０円、固定資産税が３４億６８万５，２９３円となっています。 

地方消費税交付金が２億５，１３３万１，０００円、平成２７年度決算と比較しますと２，１５



３万８，０００円、率にして７．９％の減となっています。 

国庫支出金が４億６，５５８万７，０９６円で、２，８１９万５，４７２円、率にして５．７％

の減、国庫支出金の主なものは、障害者介護給付費等負担金が９，７２６万５，８８４円、児童手

当負担金が２億１，４６０万６，０００円、子どものための教育・保育給付費負担金が４，３２６

万３，３８０円となっています。 

財産収入が１億７，８０１万３，９３９円、４，９７４万９，６７４円、率にして２１．８％の

減、財産収入の主なものは、財政調整基金の利子が６，５２３万４，３９０円、減債基金の利子が

１，５２１万１，８９０円、公共建築物維持基金の利子が２，７８６万３，２８３円のほか土地の

賃貸借料として３，４０９万５，６４６円となっています。 

繰入金が１億１，９０８万３，８１２円、２，２７３万４，４１２円、率にして１６．０％の減、

繰入金の主なものは、環境整備事業基金繰入金が１億１４６万１，８８９円、いきいきまりづくり

基金繰入金が１，６５８万９，０００円となっております。 

町債の借入（２億３，１６０万円の減）はありませんでした。

 一般会計の歳入全体では６６億１，４９０万４，１０３円となり、平成２７年度決算と比較する

と、２億１，０６５万５，４３２円の減となりました。 



（歳出） 

（単位：円） 

科 目 
平成 28 年度 

決算額 

平成 27 年度 

決算額 
増減額 

増減率

％ 

構成比

％ 

１．議会費 91,328,324 98,937,480 △7,609,156 △7.7 1.5

２．総務費 1,276,341,105 1,309,602,384 △33,261,279 △2.5 20.6

３．民生費 1,778,200,951 1,780,119,192 △1,918,241 △0.1 28.7

４．衛生費 404,694,131 694,067,980 △289,373,849 △41.7 6.5

５．農林水産業費 83,191,076 89,774,654 △6,583,578 △7.3 1.4

６．商工費 17,620,632 27,916,338 △10,295,706 △36.9 0.3

７．土木費 946,337,428 960,618,702 △14,281,274 △1.5 15.3

８．消防費 207,019,765 210,248,318 △3,228,553 △1.5 3.4

９．教育費 725,691,585 903,625,539 △177,933,954 △19.7 11.7

10．災害復旧費 0 0 0 ― －

11．公債費 25,886,636 43,234,529 △17,347,893 △40.1 0.4

12．諸支出金 630,211,532 238,510,873 391,700,659 164.2 10.2

13．予備費 0 0 0 － －

歳出合計 6,186,523,165 6,356,655,989 △170,132,824 △2.7 100.0

【概要説明】 

一般会計決算の歳出では、総務費が１２億７，６３４万１，１０５円で、平成２７年度決算と比

較しますと３，３２６万１，２７９円、率にして２．５％の減となっています。減の主な理由は、

財政調整基金への積立金（△48,401 千円）であります。 

衛生費が４億４６９万４，１３１円で、率にして４１．７％の減となっています。減の主な理由

は、四日市市新ごみ処理施設建設事業負担金（△284,397 千円）であります。 

教育費が７億２，５６９万１，５８５円で、１億７，７９３万３，９５４円、率にして１９．７％

の減となっています。減の主な理由は、南小学校バリアフリー化工事（△83,279 千円）や中学校屋

内運動場ＬＥＤ照明器具更新等工事（△43,308 千円）、総合センター空調設備等改修工事（△105,408

千円）であります。 

公債費が２，５８８万６，６３６円で、１，７３４万７，８９３円、率にして４０．１％の減と

なっています。 



諸支出金が６億３，０２１万１，５３２円で、３億９，１７０万６５９円、率にして１６４．２％

の増となっています。増の主な理由は、公共施設建設基金への積立金（270,484 千円）及び公共建

築物維持基金への積立金（169,118 千円）であります。 

 一般会計の歳出全体では６１億８，６５２万３，１６５円となり、平成２７年度決算と比較する

と、１億７，０１３万２，８２４円の減となりました。 

また、歳出決算額の構成比は、民生費が２８．７％と一番高く、次いで総務費、土木費、教育費

の順となっています。 



３ 平成２８年度一般会計決算 性質別比較表 

                                （単位：千円） 

区  分 
平成 28 年度

決算額 

平成 27 年度

決算額 
増減額 増減率％構成比％

◆人件費 891,747 909,604 △17,857 △2.0 14.4

○物件費 1,266,850 1,251,388 15,462 1.2 20.5

○維持補修費 23,050 16,596 6,454 38.9 0.4

◆扶助費 854,499 843,907 10,592 1.3 13.8

○補助費等 684,661 707,214 △22,553 △3.2 11.1

■普通建設事業費 406,247 790,119 △383,872 △48.6 6.5

■災害復旧事業 0 0 0 － －

◆公債費 25,887 43,235 △17,348 △40.1 0.4

○積立金 920,257 576,501 343,756 59.6 14.9

○貸付金 7,820 7,450 370 5.0 0.1

○繰出金 1,105,505 1,210,642 △105,137 △8.7 17.9

歳出合計 6,186,523 6,356,656 △170,133 △2.7 100.0

区  分 
平成 28 年度

決算額 

平成 27 年度

決算額 
増減額 増減率％ 構成比％

◆義務的経費 1,772,133 1,796,746 △24,613 △1.4 28.6

■投資的経費 406,247 790,119 △383,872 △48.6 6.6

○その他の経費 4,008,143 3,769,791 238,352 6.3 64.8

歳出合計 6,186,523 6,356,656 △170,133 △2.7 100.0

【概要説明】 

一般会計歳出決算の性質別では、物件費が１２億６，６８５万円で、平成２７年度決算と比較し

ますと１，５４６万２，０００円、率にして１．２％の増となっています。歳出全体に占める割合

は、２０．５％と最も多くなっています。増となった主な理由は、地方創生事業の一環としての町

をＰＲするプロモーション作成事業（11,394 千円）、公共施設間の行政情報システムネットワーク

改修事業（13,089 千円）などであります。 

繰出金が、１１億５５０万５，０００円で、１億５１３万７千円、率にして８．７％の減、歳出

全体に占める割合は、１７．９％となっています。減となった主な理由は、国民健康保険事業会計

への繰出金（△54,704 千円）及び公共下水道事業特別会計への繰出金（△71,067 千円）でありま

す。 



積立金が、９億２，０２５万７，０００円で、３億４，３７５万６千円、率にして５９．６％の

増、歳出全体に占める割合は、１４．９％となっています。増となった主な理由は、公共施設建設

基金への積立金（270,484 千円）及び公共建築物維持基金への積立金（169,118 千円）であります。 

普通建設事業費が、４億６２４万７，０００円で、３億８，３８７万２，０００円、率にして４

８．６％の減、歳出全体に占める割合は、６．５％となっております。減となった主な理由は、四

日市市新ごみ処理施設建設事業負担金（△284,397 千円）、南小学校バリアフリー化工事（△83,279

千円）、中学校屋内運動場ＬＥＤ照明器具更新等工事（△43,308 千円）、総合センター空調設備等改

修工事（△154,408 千円）であります。 

義務的経費の決算額は、１７億７，２１３万３，０００円で、平成２７年度決算と比較しますと

２，４６１万３，０００円、率にして１．４％の減となっています。歳出全体に占める割合は、２

８．６％となっています。 

投資的経費の決算額は、４億６２４万７，０００円で、平成２７年度決算額と比較しますと３億

８，３８７万２，０００円、率にして４８．６％の減となっています。歳出全体に占める割合は、

６．６％となっています。



地方債の現在高 

地方債現在高表 

（単位：円） 

会 計 別 
平成 27 年度末

現在高 

平成 28 年度中の増減 平成 28 年末 

現在高 借入額 元金返済額 

一 般 会 計 505,325,349 21,907,999 483,417,350

特 別 会 計 5,549,175,490 119,200,000 488,225,572 5,180,149,918

国民健康保険 

診療施設勘定 
36,277,046 4,530,900 31,746,146

公共下水道事業 5,512,898,444 119,200,000 483,694,672 5,148,403,772

合  計 6,054,500,839 119,200,000 510,133,571 5,663,567,268

【概要説明】 

町は、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、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、国などからお金を借り入れています。 

平成２８年度の借入額及び返済額は上記の地方債現在高表のとおりなっております。 

一般会計では、平成２８年度中の借入れはなく、過去の借入金に対して平成２８年度中に返済し

た額は、２，１９０万７，９９９円で、平成２８年度末の借入現在高は４億８，３４１万７，３５

０円となっています。 

国民健康保険特別会計診療施設勘定では、平成２８年度中の借入れはなく、過去の借入金に対し

て平成２８年度中に返済した額は、４５３万９００円で、平成２８年度末の借入現在高は３，１７

４万６，１４６円となっています。 

公共下水道事業特別会計では、平成２８年度に１億１，９２０万円を借り入れました。過去の借

入金に対して平成２８年度中に返済した額は、４億８，３６９万４，６７２円で、平成２８年度末

の借入現在高は５１億４，８４０万３，７７２円となっています。 

町全体での地方債の状況は、平成２７年度末借入現在高が６０億５，４５０万８３９円、平成２

８年末現在高が５６億６，３５６万７，２６８円となっており、３億９，０９３万３，５７１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 27 年度

末現在高 

平成 28 年度中増減見込 平成 28 年末 

現在高 積立額 取崩額 

１．財政調整基金 8,956,181 542,046 9,498,227

２．減債基金 3,211,685 15,212 3,226,897

３．公共施設建設基金 3,087,991 279,933 3,367,924

４．公共建築物維持基金 3,434,429 299,954 3,734,383

５．いきいきまちづくり基金 1,206,844 8,579 16,589 1,198,834

６．安全なまちづくり基金 1,074,609 4,243 1,078,852

７．その他基金※ 1,977,299 2,290 102,462 1,877,127

総 計 22,949,038 1,152,257 119,051 23,982,244

【概要説明】 

基金全体における平成２８年度末の現在高は、２３９億８，２２４万４，０００円で、平成２７

年度末より、１０億３，３２０万６，０００円増えております。 

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が９４億９，８２２万７，００

０円となっております。そのほか、減債基金が３２億２，６８９万７，０００円、公共施設建設基

金が３３億６，７９２万４，０００円、公共建築物維持基金が３７億３，４３８万３，０００円と

なっております。それぞれに基金には、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、ふるさと創生事業基金、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、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 28 年度決算額 

空家等対策支援事業 

新規 

空家対策を進めるため、空家

候補箇所の選定や 1,218 か所の

現地調査を行いました。 

４，２９６千円 

【財源内訳】 

  一般財源  4,296 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

防犯・防災カメラ設置事業

継続 

町内の通学路や 12 箇所の危

険箇所へ 16 台の防犯カメラと

河川の増水や災害時の被害の状

況を把握するため３台の防災カ

メラを設置しました。 

８４，２５１千円 

【財源内訳】 

県 費   5,000 千円 

  一般財源 79,251 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

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、ＬＥＤ防犯灯を 15

基設置し、既設の防犯灯 200 基

をＬＥＤ化するとともに、当新

田地区公民館と北福崎地区公民

館に、充電が可能な太陽光発電

式ＬＥＤ照明灯を設置しまし

た。 

１４，４６１千円 

【財源内訳】 

  一般財源 14,461 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

川越町プロモーション事

業 

新規 

2030 年笑顔あふれる元気なま

ちづくりプロジェクトの一環と

して、ＰＲ映像やＰＲパンフレ

ットを作成しました。 

１１，５２７千円 

【財源内訳】 

国 費   9,000 千円 

  一般財源  2,527 千円

 ２．民生費 

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

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

行しました。 

１６，５８９千円 

【財源内訳】 

  その他  16,589 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額

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すことがで

きるよう、医療費の助成を行い

ました。 

５１，９２７千円 

【財源内訳】 

  県 費  14,743 千円 

  一般財源 37,184 千円



事業名 事業内容 平成 28 年度決算額

障がい福祉サービス事業 

継続 

障がいのある方が住み慣れた

地域で安心して暮らすことがで

きるよう、居宅介護や生活介護

などの介護給付費、就労支援な

どの訓練等給付費の支給決定を

行いました。 

１８７，１５８千円 

【財源内訳】 

 国 費  97,265 千円 

  県 費  48,632 千円 

  一般財源 41,271 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額

障がい者施設整備事業（助

成金交付事業） 

継続 

障がいのある方が利用する就

労継続支援施設の安全を確保す

るため、当該施設の改修に対し

て助成を行いました。 

９，１３１千円 

【財源内訳】 

 一般財源  9,131 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

保育所外国人語学指導事

業 

 新規 

就学前の子どもたちの国際理

解力の豊かな子育てを推進する

ため、４・５歳児を中心に外国人

の語学指導員による外国語教育

を行いました。 

２，１１７千円 

【財源内訳】 

 一般財源  2,117 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

子ども医療費助成事業 

継続 

子育て支援を推進するため、

中学生までの子どもに対して医

療費の助成を行いました。 

６０，５９２千円 

【財源内訳】 

  県 費  24,917 千円 

  一般財源 35,675 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

特別保育等補助事業 

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、一時預かり及び乳

幼児保育事業の助成を行いまし

た。 

８，５３４千円 

【財源内訳】 

 国 費   2,299 千円 

 県 費   2,745 千円 

 一般財源  3,490 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

地域子育て支援サービス

事業 

継続 

子育て支援（育児支援）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

ンター事業を行いました。 

１０，３５５千円 

【財源内訳】 

 国 費   3,451 千円 

 県 費   3,451 千円 

 一般財源  3,453 千円



事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

継続 

急な用務のときなどに安心し

て子どもを預けることができる

よう、ファミリー・サポート・セ

ンター事業を行いました。 

１，５２２千円 

【財源内訳】 

 国 費    578 千円 

 県 費    578 千円 

 一般財源   366 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

放課後児童健全育成事業 

 継続 

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、

学童保育所（３か所）の運営に対

して、助成を行いました。 

１９，９５７千円 

【財源内訳】 

 国 費   6,877 千円 

 県 費   7,014 千円 

 一般財源  6,064 千円

 ３．衛生費 

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

地域保健・健康増進事業 

継続 

疾病の早期発見・早期治療に

つなげ、町民の健康増進を図る

ため、健康診査や各種がん検診

を行いました。 

３２，４５２千円 

【財源内訳】 

 国 費    197 千円 

県 費   1,342 千円 

  その他   2,983 千円 

  一般財源 27,930 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

予防接種事業 

継続 

ヒブ感染症や日本脳炎などの

各種予防接種の実施と、予防接

種費用に対して助成を行いまし

た。 

５１，１１６千円 

【財源内訳】 

 その他   2,294 千円 

  一般財源 48,822 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

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

相談事業を行いました。 

２５，７６０千円 

【財源内訳】 

 国 費    626 千円 

 県 費    518 千円 

 その他     90 千円 

  一般財源 24,060 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

ごみ分別置場設置事業 

継続 

不法投棄やごみの散乱を防止

するため、ごみステーションを

設置しました。 

・箱タイプ ４か所 

・ＢＯＸタイプ ７か所 

５，６４５千円 

【財源内訳】 

 一般財源  5,645 千円



事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

不法投棄等ごみ対策事業 

継続 

不法投棄を防止し、環境美化

を推進するため、監視員による

巡回や朝明川堤防等の不法投棄

物の回収を行いました。 

３，６９５千円 

【財源内訳】 

 一般財源  3,695 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

生ごみ等堆肥化事業 

継続 

生ごみ等を堆肥化し、町民に

配布しました。 

６８４千円 

【財源内訳】 

 一般財源   684 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

環境エコ推進事業 

継続 

二酸化炭素排出量を削減する

ため、太陽光発電システムの設

置、低公害車購入に要する費用

の一部を助成しました。 

５，２３９千円 

【財源内訳】 

 一般財源  5,239 千円

４．農林水産業費 

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

農業用排水対策事業 

継続 

老朽化が進む農業用排水施設

の修繕と適切な維持管理を行い

ました。 

主な事業 

・亀尾新田地内用水路測量設計 

・豊田一色地内用水路設計 

・北福崎地内用水路修繕 ほか

９，７０７千円 

【財源内訳】 

 一般財源  9,707 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

地籍調査事業 

継続 

都市基盤整備の円滑な推進と

災害後の早期復旧に役立つ地籍

調査を亀須新田地区と亀尾新田

地区の一部の地域で行いまし

た。 

・亀須新田地区 0.05 ㎢ 

・亀尾新田地区 0.05 ㎢ 

６，０９２千円 

【財源内訳】 

 県 費   2,370 千円 

 一般財源  3,722 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

南部保育所園庭芝生化事

業 

新規 

子どもたちに対し、自然と触

れ合う知識を深め、より良い遊

び場環境の充実を図るため南部

保育所園庭の一部を芝生化しま

した。 

１，５９８千円 

【財源内訳】 

 県 費   1,597 千円 

 一般財源    1 千円 



５．土木費 

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

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、朝明川河床の整理を行いま

した。 

主な事業 

・当新田中央線道路改良工事 

・町道豊一８号線道路改良工事 

・南福崎豊田一色線水路改良工事 

・町道高松５号線道路改良工事 

・朝明川河床整理工事 

１１７，４７９千円 

【財源内訳】 

国費    5,500 千円  

一般財源 111,979 千円

６．消防費 

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

災害用備蓄物資整備事業 

継続 

非常食や防災毛布など災害時

に必要な備蓄物資を整備しまし

た。 

・アルファ化米 2,000 食 

・長期保存型パン 1,500 食 

・不織布毛布 1,000 枚 

・災害用敷きマット 30 本 

・カセットコンロ 30 台ほか

４，４８１千円 

【財源内訳】 

県費     388 千円   

その他   3,000 千円 

  一般財源  1,093 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

防災マップ作成事業 

新規 

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

災マップの基礎データを作成し

ました（平成 28・29 事業）。 

１，９６３千円 

【財源内訳】 

 一般財源  1,963 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

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行いまし

た。 

１，３９０千円 

【財源内訳】 

 国 費    695 千円 

 県 費    348 千円 

 一般財源   347 千円



事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

木造住宅耐震設計事業 

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の設計に要

する費用を助成しました。 

１６０千円 

【財源内訳】 

国 費    79 千円 

 県 費    40 千円 

 一般財源   41 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額

木造住宅耐震補強等事業 

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及び除却工

事に要する費用を助成しまし

た。 

・耐震補強工事 0件 

・除却工事 5件 

１，５００千円 

【財源内訳】 

 一般財源 1,500 千円 

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

豊田水防倉庫建設事業 

新規 

豊田地区に水防倉庫を整備す

るため、用地等の調査を行いま

した。 

２，０７７千円 

【財源内訳】 

 一般財源  2,077 千円

７．教育費 

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

基礎学力充実事業 

継続

小・中学校に非常勤講師 13 人

を配置し、少人数授業等きめ細

かな指導体制を充実させ、基礎

学力の定着を図りました。

１０，３８０千円 

【財源内訳】 

一般財源  10,380 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

語学指導等外国人招致事

業 

継続 

国際理解力が豊かで、将来町

を担う人材を育成するため、幼

稚園児から中学生に対して、外

国人語学指導員による外国語教

育を行いました。 

８，６９４千円 

【財源内訳】 

その他   1,670 千円   

一般財源 7,024 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

学校図書管理システム更

新事業 

新規 

学校図書環境の充実を図るた

め、図書管理システムの更新を

行いました。 

４，９６６千円 

【財源内訳】 

 一般財源  4,966 千円



事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

川越北小学校屋内運動場

ＬＥＤ照明器具更新等事

業 

新規 

川越北小学校体育館の照明器

具のＬＥＤ化や落下物の防止対

策などを行いました。 

３４，２９１千円 

【財源内訳】 

 一般財源  34,291 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

川越北小学校防犯カメラ

更新事業 

継続 

児童を危険から守り、犯罪を

抑止するため、川越北小学校の

防犯カメラの更新を行いまし

た。 

７，４５２千円 

【財源内訳】 

 一般財源  7,452 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

川越南小学校防犯カメラ

更新事業 

新規 

児童を危険から守り、犯罪を

抑止するため、川越南小学校の

防犯カメラを更新するための設

計を行いました。 

３６７千円 

【財源内訳】 

 一般財源    367 千円

事業名 事業内容 平成 28 年度決算額 

あいあいホールイベント

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した。 

・自主事業開催回数 ８回 

２５，０７２千円 

【財源内訳】 

 その他   16,492 千円 

 一般財源  8,580 千円


