平成23年度
下 半 期

町の財政状況を毎年定期的にお知らせしています。
今回は、平成23年度下半期（平成24年3月31日現在）分をお知らせします。
（４、５月［※出納整理期間］にも平成 23 年度収入、支出があるので決
算額とは同じになりません。）
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（
会計の名称

予算現額

支出済額

15億7,936万円

14億6,924万3千円(93.0％）

14億3,872万6千円（91.1％）

下水道事業

6億2,024万7千円

5億9,785万2千円（96.4％）

4億8,851万6千円（78.8％）

介護保険事業

7億1,485万9千円

6億9,708万3千円（97.5％）

6億3,936万1千円（89.4％）

8,336万円

8,231万円（98.7％）

7,503万2千円（90.0％）

1,077万7千円

1,043万8千円（96.9％）

998万6千円（92.7％）

給食事業
介護予防サービス事業
後期高齢者医療事業

1億3,164万7千円

1億2,630万1千円（95.9％）

いの整理を行うために設けられている期間をいいます。平成23年度の場合は、平成24
年４月１日から５月31日までの２か月間が出納整理期間となります。

）は、予算現額に対する割合

収入済額

国民健康保険

※出納整理期間…前年度末（3月31日）までに確定した債務について、現金の未収や未払

問 財務課

1億2,327万1千円（93.6％）

歳入
30
億

収入済額：51億6,613万4千円

□
■

収入割合94.5％（予算現額に対する収入済額の割合）

25億6,237万2千円
25億6,993万5千円

□
■

25
□ 11億456万7千円
■
7億7,174万円

20

□ 6億3,670万円
■ 5億7,340万円
□ 5億9,446万8千円
■ 5億7,870万2千円

15

□ 2億8,621万4千円
■ 3億4,366万7千円

10

給水状況
給水人口
給水装置個数

予算現額
収益的収入

2億1,637万3千円

2億328万7千円（93.9％）

6,533個

資本的収入

1億1939万円

1億1,779万7千円（98.6％）

水道使用料

168,740,046円

有収給水量

1,989,491㎥

配水総量

20,643,660㎥

※給水人口、給水装置個数は平成24年3月31日現在

予算現額

支出済額

収益的支出

2億1,637万3千円

8,844万円（40.8％）

資本的支出

2億2,246万7千円

1億4,769万5千円（66.3％）

平成23年度主要事業一覧

□ 5,789万9千円
■ 5,650万5千円
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町

※１
※２

税

国・県支出金

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（区画街路） ……………… 19,320

開成小学校大規模改修第1期工事 ………………………………………………… 57,546

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（区画街路） ……………… 17,304

3・5号調整池築造工事 ……………………………………………………………… 57,519

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（区画街路） ……………… 15,855

町村情報システム負担金 ………………………………………………………… 34,009

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（区画街路） ……………… 13,272

和田河原開成大井線歩道築造工事 ……………………………………………… 16,751

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（区画整理） ……………… 12,841

開成小学校大規模改修工事実施設計委託 ………………………………………… 4,997

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（区画整理） ……………… 12,757

開成町学力向上推進業務委託（人材派遣） ………………………………………… 4,180

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（区画整理） ………………… 6,153

固定資産土地評価業務委託 ………………………………………………………… 3,990

下水道工事に伴う町道２４８号線枝線配水管布設替工事 ……………………… 7,581

住宅用太陽光発電補助事業補助金 ………………………………………………… 3,770

町道２００号線配水管布設工事 …………………………………………………… 4,389

開成小学校大規模改修第1期工事監理業務委託 …………………………………… 3,397

水道台帳補正及び各台帳ＧＩＳシステム化業務委託 …………………………… 1,463

岡野用排水路改修工事 ……………………………………………………………… 3,007
外側線等整備工事 …………………………………………………………………… 2,602

（国２）河原町榎本幹線枝線管渠布設工事（上島地内） ………………………… 10,259

あじさい植栽等工事 ………………………………………………………………… 2,100

（国７）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区区画整理） ………………… 15,383

健康増進計画策定業務委託 ………………………………………………………… 1,985

（国８）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区区画整理） ………………… 15,981

文命中学校外トイレ改修工事 ……………………………………………………… 1,691

（国９）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区区画整理） ………………… 16,433

住民意識調査委託（第五次総合計画策定準備） …………………………………… 1,617

（国１１）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区区画整理） ……………… 16,979

障害者福祉計画策定業務事業委託 ………………………………………………… 1,449

（国１３）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（町道２８９号線） ………………… 16,401

町民プール循環ポンプ交換工事 ……………………………………………………… 454

（国１１）牛島幹線管渠布設工事（繰越分）
（町道２８９号線） ………………… 40,435

ごみ置場設置工事 ……………………………………………………………………… 420

（国１２）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（繰越分）
（南部地区区画整理） …… 13,199

防犯灯設置工事 ………………………………………………………………………… 385

（国１３）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（繰越分）
（南部地区区画整理） …… 17,954
（国１４）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（繰越分）
（南部地区区画整理） …… 24,453

2012.6.1

債

地方交付税

その他

（※1）

各種交付金

繰入金

（※2）

地方譲与税

▼町税の内訳
項

（平成24年3月31日現在執行額）単位：千円

南部地区土地区画整理事業負担金及び助成金 …………………………………250,172
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町

その他：分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、諸収入、繰越金
各種交付金：利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税
交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金
目

予算現額
10億3,955万1千円
9億429万1千円
1億3,526万円
14億2,719万1千円
2,279万4千円
7,267万1千円
25億6,220万7千円

町民税

9

□ 3,450万1千円
■ 4,108万7千円

□ 1億8,976万6千円
■ 2億3,109万8千円

収入済額

16,497人

予算現額
収入済額

個人
法人
固定資産税
軽自動車税
町たばこ税
計

歳出
20
億
15

□
■

支出済額45億9,458万8千円

支出割合84.1％（予算現額に対する支出済額の割合）

16億7,351万9千円
14億3,329万7千円

□
■

□ 9億1,949万7千円
■ 6億3,354万4千円
□ 6億5,279万7千円
■ 5億8,463万2千円

10

□ 2億6,289万8千円
■ 2億5,111万7千円

□ 5億9,233万5千円
■ 5億2,257万4千円

□ 4億1,840万3千円
■ 3億6,259万2千円

□ 4億3,875万1千円
■ 3億9,072万円

5

0

収入済額
10億3,364万2千円
8億7,545万2千円
1億5,819万円
14億2,333万9千円
2,370万9千円
8,907万9千円
25億6,976万9千円

民生費

土木費

総務費

教育費

衛生費

公債費

□ 6,100万3千円
■ 4,697万3千円
□ 1億2,635万4千円
■ 1億1,891万6千円

□ 5,879万1千円
■ 4,803万7千円

□ 2億6,152万2千円
■ 2億 156万9千円

消防費

予算現額
支出済額

諸支出金・他

議会費

□ 61万7千円
■ 61万7千円

商工費

農林水産業費 災害復旧費
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