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一般会計の状況

▼町税の内訳
項　目 予算現額 収入済額

町民税
個人
法人

10億9,475万4千円
9億8,149万6千円
1億1,325万8千円
13億6,763万7千円

2,574万5千円
1億　843万1千円
25億9,656万7千円

固定資産税
軽自動車税
町たばこ税

計

歳出

歳入

支出済額44億5,278万9千円　支出割合87.9％（予算現額に対する支出済額の割合）

収入済額：49億5,889万円　収入割合97.9％（予算現額に対する収入済額の割合）

 

 

【一般会計】 【水道事業会計】

【下水道事業特別会計】

（平成27年3月31日現在執行額）

水道事業会計の状況

特別会計の状況

予算現額
収益的収入
資本的収入

収入済額

予算現額
収益的支出
資本的支出

2億1,017万8千円（88.7％）
3,564万2千円（68.9％）

8,527万7千円（36.0％）
1億2,484万7千円（78.7％）

支出済額

給水状況
給水人口
給水装置個数
水道使用料
有収給水量
配水総量

会計の名称 予算現額 収入済額 支出済額

国民健康保険

下水道事業

介護保険事業

給食事業

後期高齢者医療事業

16億5,758万5千円

6億1,748万1千円

9億2,237万7千円

9,157万5千円

1億5,999万4千円

14億8,901万  　円（89.8％）

5億2,276万5千円（84.7％）

8億3,109万1千円（90.1％）

8,044万  　円（87.8％）

1億3,639万6千円（85.3％）

15億6,966万7千円（94.7％）

5億8,537万6千円（94.8％）

9億　624万9千円（98.3％）

8,392万4千円（91.6％）

1億5,092万3千円（94.3％）

（　）は予算現額に対する割合

財 政 公 表財 政 公 表平成26年度

下 半 期 ●問　財務課　☎84－0322

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26年度下半期（平成27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26年度収入、支出があるので決算額とは同じになりません。）
※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26年度の場合は、平成27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。

16,939人
6,977個

167,447,806円
1,936,500㎥
2,151,141㎥

※給水人口、給水装置個数は平成27年3月31日現在
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町　税 国・県支出金 その他

（※1）
町　債 地方交付税 各種交付金

（※2）
繰入金 地方譲与税

予算現額
収入済額

※1　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
※2　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
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10億9,269万8千円
9億8,370万8千円
1億　899万  　円
13億7,227万5千円

2,529万8千円
1億1,205万  　円
26億　232万1千円

2億3,689万円
5,174万円

2億3,689万円
1億5,857万円

平成26年度主要事業一覧
南部地区土地区画整理事業助成金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6,600万円
町民センター外壁等改修工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2,268万円
町道235号線改良工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,722万円
町道109号線舗装補修工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,662万円
十文字橋等橋りょう補修詳細設計業務委託 ‥‥‥‥‥ 1,551万円
駅周辺再整備設計業務委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,470万円
庁舎整備基本構想・基本計画策定業務委託 ‥‥‥‥‥ 1,393万円
町民センター空調設備改修工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,240万円
町道283号線道路改良工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,038万円
固定資産土地評価業務委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 740万円
グリーンリサイクルセンター整備工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 690万円
小水力発電設備購入事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 540万円
幼稚園マイクロバス購入事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 484万円
上島農道舗装工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482万円
地籍調査業務委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477万円
町道249号線補修工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 372万円
駅前通り線周辺地区まちづくり基本調査業務委託 ‥‥‥ 356万円
町道204号線測量委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 345万円
都市計画マスタープラン・線引き見直し等業務委託 ‥‥ 322万円
あじさい植栽等工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 318万円

高台第2浄水場計装盤更新工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2,724万円
県道松田停車場線他配水管布設工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,125万円
高台第1浄水場ポンプ井実施設計業務委託 ‥‥‥‥‥‥ 1,048万円
町道119号線配水管布設工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 418万円
水道台帳システム更新業務委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 365万円
水道施設中央監視システム更新工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 178万円
南部地区区画整理街路配水管布設工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 170万円
高台第1浄水場高圧受電設備更新工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 128万円

（国1）河原町榎本幹線枝線管渠布設工事 ‥‥‥‥‥‥ 2,957万円
（国4）牛島幹線枝線管渠布設工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,745万円
（国6）下水道管渠布設に伴う舗装工事 ‥‥‥‥‥‥‥ 1,627万円
（国2）河原町榎本幹線枝線管渠布設工事 ‥‥‥‥‥‥ 1,570万円
（国3）開成中央幹線枝線管渠布設工事 ‥‥‥‥‥‥‥ 1,298万円
（国5）牛島幹線枝線管渠布設工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474万円
実施設計業務委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 351万円
下水道台帳システム更新業務委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 267万円
ＴＶカメラ調査委託 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 229万円

■　26億232万1千円
■　25億9,656万7千円

■　8億9,816万7千円
■　7億6,693万円

■　4億4,468万2千円
■　4億3,068万8千円

■　2億2,214万4千円
■　2億4,647万9千円

■　2億100万7千円
■　2億27万9千円

■　3,400万円
■　3,480万4千円

■　3億5,190万円
■　3億4,710万円

■　3億1,241万6千円
■　3億3,604万3千円

予算現額
支出済額

■7億9,905万5千円
■6億8,777万2千円

■6億1,049万円
■4億4,457万3千円

■16億2,769万円
■15億5,490万9千円

■5億4,489万6千円
■4億9,121万4千円

■4億8,443万3千円
■4億3,401万2千円

■4億5,669万8千円
■4億5,210万6千円

■9,813万円
■9,685万2千円

■2億7,996万1千円
■2億498万8千円

■6,979万9千円
■4,517万6千円

■2千円
■0円

■5,108万4千円
■3,851万7千円

■4,439万9千円
■267万円


