役場庁舎の維持管理費用や︑
す︒また︑英会話教育の充実

落下防止対策の工事を行いま
る補助事業を行います︒

施行に向けたシステム整備な

号制度︵マイナンバー制度︶

番組の放送︑社会保障・税番

配置する学校図書管理事業︑

幼稚園と小・中学校へ司書を

食事業︑読 書 活 動 推 進 の た め

事 業 ︑ 中学校のデリバリー給

のため語学指導等外国人招致

使う予算です︒

活動や消防施設の整備などに

わず活躍している消防団員の

命と財産を守るため昼夜を問

策として町内の道路の危険箇

そのほかには︑交通安全対
小学生の登下校時の防犯対策
四日市市への常備消防事務

補強工事や耐震シェルター設

の委託︑一般木造住宅に対す

置のための補助事業などを行

る耐震診断事業と耐震設計・

社会教育分野では︑あいあ
います︒

のためスクールサポート事業

いホールでクラッシックやポ

を行います︒

環境保全への取り組みとして︑
ップス︑大衆芸能など自主公

所へのカーブミラーの設置や

引き続き街路灯のＬＥＤ化を

・０％︶

︵前年度比＋ ・３％︶

実施します︒

ます︒
︵前年度比＋

や文化にふれる機会を提供し

■ 諸支出金

︵前年 度 比 △ ８ ・ ７ ％ ︶

どの整備や維持を行い︑みな

■衛生費
衛生費とは︑保健衛生やご

水道事業会計への補助や特

・４％︶

定目的のための基金への積立
を行います︒
︵前年度比△

■農林水産業費

予防接種︑育児相談などを行

ンターで各種検診︑健康診断︑
の生産調整に対する助成︑土

用排水路の修繕工事︑水稲

農林水産業費とは︑農業や

ポンプ場や排水機場施設の維
い︑みなさんの健康増進のお

保健事業では︑健康管理セ

み対策などに使う予算です︒

持管理︑町の玄関口となる川
地の境界の位置や面積を測量

水産業などに使う予算です︒

越富洲原駅の自由通路と駅前
手伝いをします︒

︵前年度比+４・７％︶

する地籍調査事業などを行い
ます︒

ごみ対策事業では︑分別収
集の徹底とごみの減量化を推

■商工費

︵前年 度 比 △ ・ ８ ％ ︶

進し︑不法投棄などを防止す
などに使う予算です︒

商工費とは︑商工業の振興

るため︑ごみステーションを
中心に町内パトロールを行い

教育費とは︑主に幼稚園や
使う予算です︒

小・中学校︑社会教育などに

■教育費

す︒

広場の維持管理などを行いま

よる浸水防止対策のため朝明

町道の整備や修繕︑雨水に

めに使う予算です︒

さんの利便性を向上させるた

土木費とは︑道路や公園な

■土木費
演事業を開催し︑多様な芸術

カラー舗装︑地球温暖化等の

消防費とは︑みなさんの生

どの事業を行います︒

︵前年度比＋２・６％︶

ケーブルテレビでの行政情報

■消防費

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

︵ 前 年 度 比 ＋ ０・３％︶

主な科目ごとの使い道

■民生費
民生費とは︑主に障がいが

ある方や高齢者への福祉︑子
育て支援などに使う予算です︒
障がい者福祉事業では︑居
宅介護や生活介護などの介護
給付︑就労支援などの訓練給
付︑障がいがある方それぞれ
に応じたサービス等利用計画
の作成など障害福祉サービス
を推進します︒また︑障害者
医療費助成や自動車燃料費助
成事業などを行います︒
子育て支援事業では︑子ど
も・子育て支援事業計画をも
とに保育所の運営や地域子育
て支援センター事業︑学童保
育所運営事業への助成などを
行います︒また︑児童館の運
営や中学生以下の方を対象に
子ども医療費助成を行います︒
そのほかには︑町内の交通
移動手段を確保するため︑ふ
れあいバス運行事業や老人福
祉施設入所者措置事業などを
行います︒
朝明商工会への運営補助や

その他
諸支出金
消防費
衛生費
教育費
土木費

一

般

※平成27年3月1日現在の人口14,805人で算出。

※月の途中で閉栓したときは、請求月が異なる場合
があります。

︵ 前 年 度 比 + ・８％︶

19,217円

13,592円

15,031円

48,042円

66,741円

69,133円

総務費

42万3,505円
住民１人に使われる町のお金

◆豊田・天神・高松地区
３月〜４月使用分（５月に請求する水道
料金）→使用水量の２分の１を旧料金で計
算し、残りの２分の１を新料金で計算した
合計額
◆南福崎・豊田一色・亀崎・亀須・当新
田・北福崎・上吉地区
４月〜５月使用分（６月に請求する水道
料金）→使用水量の全部を新料金で計算

℡３６６・７１１８
【問い合わせ先】上下水道課

中小企業融資制度に係る保証

（詳しくは、町ホームページに掲載しています。）

口径 13㎜
口径 20㎜
口径 25㎜
基本料金 口径 40㎜
口径 50㎜
口径 75㎜
口径100㎜
1〜 20㎥
21〜 40㎥
従量料金 41〜 60㎥
（１㎥につき）
61〜100㎥
101㎥以上

1,425.60円
1,555.20円
1,576.80円
1,836.00円
4,104.00円
4,968.00円
6,048.00円
10.80円
113.40円
140.40円
187.92円
201.96円

1,496.88円
1,632.96円
1,814.40円
2,203.20円
5,335.20円
6,955.20円
9,072.00円
12.96円
118.80円
154.44円
216.00円
241.92円

民生費

１

４月使用分から
用途及び種類 口径・水量 ３月使用分まで

また︑環境エコ推進事業で

現行の補助対象と追加される設備は、次のとおりです。

料補給事業を行います︒

４月使用分から水道料金を改定します

ます︒

加

・住宅用太陽光発電システムと同時に設置する家庭用燃料電池システム
・家庭用蓄電システム
国の実施する補助事業の対象となる機器の設置に対し、５万円の補助
を行います。（５月以降に設置されたものが対象となります。）
追

安心・安全な水を安定的にお届けするため、ご理解いただきますようお願いいたします

学校教育分野では︑南小学

新エネルギーシステム設置費補助金補助対象が
５月から追加されます

120,750円 70,999円

18

57

■水道料金表（２ヶ月当たり・税込）

料金改定後、初回の水道料金の計算方法

℡３６６・７１６３
【問い合わせ先】環境交通課

校バリアフリー化工事や中学

災害時の電力供給や環境負荷の低減に努め、災害や環境対策に強いまちづくりを目指して

は︑太陽光発電システムなど

行

・住宅用及び事業所用太陽光発電システム
・住宅用太陽光発電システムと同時に設置するCO２冷媒ヒートポンプ給湯器
・住宅用太陽光発電システムと同時に設置する家庭用ガスエンジン給湯器
・自立運転機能付パワーコンディショナへの取替
現

広報７月号などでお知らせしてきましたが、水道料金を４月使用分から改定します。
（下水道使用料の改定はありません。）

２

℡３６５・１３９９
【問い合わせ先】健康推進課

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

絵本を開くきっかけを、すべてのこどもと保護者のもとへ・・・

の設置や低公害車購入に対す

１歳半健診の案内に引換券を同封します。

■総務費

４月１日から一体的かつ効率的な事務を行うため、行政組織の一部を改編しました。
今回の行政組織の改編では、産業開発課の業務と建設課の業務と統合し、新たに産業建設課を
設置します。詳しくは、14ページでご案内しています。

校の体育館及び武道場の照明

平成25年9月1日以降生まれの方

総務費とは︑主に全般的な

産業建設課を設置します

のＬＥＤ化と照明器具などの

５月に引換券を送付します。
対象

平成24年4月2日〜平成25年8月31日生まれの方

11

語りかける愛情で、こどもの幸せを広げたい

管理事務や町の共通経費など

ブックスタート事業が始まります

絵本を開くことで、親子が、楽しくゆっくり心ふれあうひとときをもてるように、町では１冊の
絵本をお渡しします。
対象者には引換券を送付します。同封の案内をご覧のうえ、期限内に受け取ってください。

町の予算
に使う予算です︒

行政組織を見直しました

4
5

平成27年度

４月から、
こう変わります！

PICKUP

