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町のお金の使い道　　平成31年度予算のあらまし
問合せ　総合政策課　☎０４９５－７７－０７０１

　平成 31 年度のまちづくりの基本となる当初予算が、３月議会で可決成立しました。

　会計別に予算をみると、一般会計予算が前年度比 17.0％減、11 億 5,400 万円減額の 56 億 4,400 万円

となりました。

　歳入では、国の動向や過去の実績等を考慮した交付金の増額や、町税の増収を見込んでいます。

　歳出では、新庁舎建設の大半が終わり、旧庁舎解体事業費 (外構工事含む )を見込んでいるため、普

通建設事業費は減少となっています。

また、一般会計に、７つの特別会計（国民健康保険［２事業］・後期高齢者医療・介護保険・町営バス・観光・

公共下水道）及び企業会計（水道事業）を加えた総予算額は、前年度比 10.5％減、10 億 5,836 万円減額

の 90 億 2,548 万 6 千円となりました。

一般会計歳入歳出予算  ５6億 4,400 万円 [ 前年度比 17.0％減 ]

主要事業 ・主な新規事業
■主要事業

○障害者総合支援事業（障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業）	 ２億２，１９６万円

○道路新設改良事業（利便性の向上のための幹線道路の拡幅や舗装等）	 ２億１，１７２万円

○児童運営事業（子育て支援のための民間保育所等への支援）	 ２億１，５７６万円

○新庁舎建設事業費（平成２９年度～３１年度までの継続事業）	 １億　 ６３６万円

■主な新規事業

○丹荘保育所整備事業（建て替えに要する土地購入・設計費）	 ８，６４２万円

○小・中学校ＩＣＴ環境整備事業（町内小・中学校パソコン更新、情報化推進事業）	 ７，０２０万円

○小・中学校給食費無償化事業（保護者負担軽減額）	 ３，９８８万円

○旧神泉中学校体育館除却事業（グラウンドの拡大）	 １，４４７万円

○文化財収蔵庫整備事業（文化財資料の保存・管理と活用）	 １，１９９万円

町の予算を家計に例えると
　神川町の予算を身近に感じていただくため、平成 31年度の一般会計予算を
給与所得者の世帯平均所得である年収 560万円※の家計に置き換え、家計簿
に例えてみましたので、目安としてご覧ください。
　収入は、家族で働いて得る収入（給与・パート収入）は、全体の約 33％となっ
ていて、全体の約 46％、つまり約半分を祖父母からの支援やローンの借入に
頼っています。
　支出では、光熱水費等の支出が最も多く全体の 30％、次に食費が全体の約
20％を占めています。　　　　　
　※出典　平成 29年国民生活基礎調査（世帯平均所得金額）

会計別予算額一覧 （一般会計 ・ 特別会計 ・ 企業会計）

特別会計

特定の事業を行う場合や特定

の収入に基づいた事業を行う

場合、 その事業に係る経理を

他の会計と区別する必要があ

るため、 法律や条例に基づい

て設置するものです。

企業会計 （水道事業）

地方公営企業法に基づき経理

され、 利用者の水道料金など

で運営されています。

想定している家族構成
お父さん
　地元企業サラリーマン
お母さん
　近所のスーパーでパート
長男
　県外大学生
祖父母
　別生計の親族

町の歳出
人件費
扶助費
公債費

物件費、補助費

繰出金
投資及び出資金

貸付金
積立金

普通建設事業費
維持補修費

災害復旧事業費

世帯の支出 金額
食費
医療費、介護費など
借金の返済
光熱水費や通信費、生活
用品の購入など
長男への仕送り

知人・友人への貸付等

貯金

自宅の増改築や車等の修
理・買換えなど

合計

町の歳入

町税

使用料・手数料
分担金・負担金
財産収入、寄附金

繰入金
繰越金

地方交付税､ 交付金､
地方譲与税

国・県支出金
町債

世帯の収入 金額

お父さんの給与

お母さんのパート収入

貯金の取り崩し
前年からの残金

祖父母からの支援

医療費助成や奨学金など
ローンの借入

合計

171万円

15万円

28万円
10万円

218万円

78万円
40万円
560万円

111万円
73万円
82万円

167万円

63万円

0万円

１万円

63万円

560万円

歳入
項　　目 予算額 前年度比

町税 17 億 2,599 万円 1.4％

使用料 ・ 手数料

分担金 ・ 負担金

諸収入、 財産収入、 寄附金

1 億 5,051 万円  △ 59.9％

繰入金 2 億 7,931 万円 △ 21.1％

繰越金 1 億円 △ 33.3％

地方交付税、 交付金、

地方譲与税
21 億 9,760 万円  2.5％

国 ・ 県支出金 7 億 8,909 万円  4.7％

町債 4 億　　150 万円 △ 69.6％

合計 56 億 4,400 万円 △ 17.0％

歳出
項　　目 予算額 前年度比

人件費 11 億 1,551 万円  △ 0.1％

扶助費 7 億 3,949 万円 3.9％

公債費 ８億 2,399 万円 12.5％

物件費、 補助費 16 億 8,784 万円 △ 4.4％

繰出金 6 億 3,322 万円 △ 3.2％

投資及び出資金、 貸付金 144 万円 0％

積立金 1,138 万円 △93.4％

普通建設事業費、

維持補修費、

災害復旧事業費

6 億 3,113 万円  △ 61.6％

合計 56 億 4,400 万円 △ 17.0％

区分 会計名 予算額 前年度比 (％ )

一般会計 56 億 4,400 万円 △ 17.0

特別
　会計

国民健康保険 （事業勘定） 15 億 1,040 万円 △ 1.4

国民健康保険 （施設勘定） 1 億　　771 万円 △ 1.0

後期高齢者医療 1 億 3,849 万円 7.9

介護保険 11 億 4,565 万円 7.4

町営バス事業 904 万円 4.3

観光事業 2,110 万円 △ 5.6

公共下水道事業 1 億 5,930 万円 6.8

企業会計 水道事業 2 億 8,977 万円 7.4


