
町民の皆さんから納めてい
ただいたお金で、町民税・固
定資産税・軽自動車税・た
ばこ税などがあります

国税として徴収された地方
税が配分基準にしたがって
町に譲与されたお金で、自動
車重量譲与税・地方道路譲
与税などがあります

標準的な行政サービスを行うため
に必要な経費を国が国税（所得税・
酒税など）から配分したお金です

国や県が町に対して支
出したお金です

一般会計や特別会計など
の会計間の移動や基金な
どを取り崩したときのお金
を受け入れたものです

前年度の決算において余った
お金を次年度の予算に繰り越
してくるものです

町が事業を行う時（道路の整備など）、資金調
達のために国や銀行から長期にわたって借り
ているお金、すなわち町の借金です

町が行う事業により利益を受
ける方から、その受益を限度と
して徴収したもので、保育料な
どがあります

地方特例交付金、地方消費税交
付金、自動車取得税交付金等国
や県から交付されたお金です

議会費 1億1,296万円（28.2％）
議会活動に要する経費です

総務費
11億4,682万円（△20.3％）
町の全般的な管理・企画や選
挙、戸籍、住民票の事務などの
経費です

商工費　5億4,254万円（△1.0％）
商工業の振興や観光事業の経費です

土木費
7億4,422万円（△15.1％）
道路・公園・町営住宅等の
建設や管理の経費です

消防費
3億2,654万円（△1.4％）
消防・防災対策の経費です

教育費
9億3,763万円（△39.0％）
小中学校・公民館の運営や文
化・スポーツ振興の経費です

災害復旧費 1,300万円（809.1％）

災害によって生じた被害の
復旧に要した経費です

公債費
10億6,117万円（10.6％）
町が借り入れた町債（借金）の
返済（元利償還金）の経費です

民生費
22億8,811万円（3.3％）
高齢者・障がい者・児童福祉、
保育園運営等の経費です

衛生費
11億0,508万円（1.2％）
ごみ処理や環境対策・町民の
健康づくりのための経費です

農林水産業費　5億5,066万円（1.6％）
農林業の振興や、土地改良などの経費です

 収入済額

92億6,650万円

歳 入
一般会計

支出済額

88億2,873万円
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一般会計
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町税
33億3,816万円
（3.2％）

地方譲与税
1億2,813万円（△2.7％）

地方交付税
22億0,039万円（7.1％）

その他
5億2,063万円
（△3.9％）

国・県支出金
12億4,028万円（△40.2％）

繰入金
6,113万円（△40.3％）

繰越金
5億0,439万円（△2.3％）

町債
6億6,310万円（△22.7％）

分担金・負担金
2億4,993万円（0.6％）

交付金等
3億6,036万円
（△3.2％）

一般会計歳入歳出決算についての概要
平成22年度と決算額を比較すると、歳入・歳出と
もに約8億円少なくなっておりますが、これは22
年度にながたドームや中学校武道場の建設、学校
や役場庁舎への太陽光パネル設置など、国の補助
を伴う大型事業があったことによるものです。

平成23年度一般会計決算額は、歳入総額92億6,650万円、歳出総額88億2,873万円となり、実質収支額（黒字額）は4億3,777万円となりました。 ※（　）内の数値は22年度との増減率一般会計

町予算の使い道

議会費 4,550円議会費 4,550円

総務費 46,192円総務費 46,192円

災害復旧費  524円災害復旧費  524円

諸支出金 0円諸支出金 0円

目的別
の
内訳

民生費 92,162円民生費 92,162円

衛生費 44,511円衛生費 44,511円

農林水産業費 22,180円農林水産業費 22,180円 商工費 21,853円商工費 21,853円

土木費 29,975円土木費 29,975円 消防費 13,153円消防費 13,153円

教育費 37,767円教育費 37,767円

公債費 42,743円公債費 42,743円

人件費 65,032円人件費 65,032円

物件費 46,851円物件費 46,851円

補助費等 49,724円補助費等 49,724円維持補修費
1,707円
維持補修費
1,707円

扶助費 46,551円扶助費 46,551円

普通建設事業費 34,176円普通建設事業費 34,176円
災害復旧費
524円
災害復旧費
524円

公債費 42,743円公債費 42,743円
円投資及び出資金 0円

積立金 7,121円積立金 7,121円

貸付金 12,663円貸付金 12,663円 繰出金 48,518円繰出金 48,518円
問合せ先 経営企画課　企画財務係 ☎79－3111（内線111）

農産物直売所｢にこりこ｣がOPEN、農産物加工所も
完成し、「食・農・健康」をテーマとしたグリーンツーリ
ズムの拠点整備が完了しました。これにより、一帯を
「信州みのわふる里パークわんSAKA！」として今後農
業振興・観光・交流の拠点として活用していきます。

地域介護・福祉空間整備事業により、
中曽根・北小河内の公民館整備と
町図書館に世代間交流室を併設し
ました。

第3・第5分団に小型動力ポンプ付き軽積載
車を導入しました。また、全分団にトラン
シーバー、発電機、投光機を整備するととも
に、水難救助用にライフジャケット、ボート
を整備し、消防団装備を大幅に拡充しました。

老朽化した箕輪中部小学校の体育館
の建て替えを行いました。

　平成23年度決算は、前年度比で歳入・歳出ともに約8％の減少となりました。平成22年度は「ながた
ドーム建設」をはじめとした総額約12億円の大型事業を相次いで実施し、関連の事業費や補助金が
あったため、歳入・歳出ともに大きく膨らみましたが、23年度は通常の予算規模に戻りました。決算報告平成23年度

(△8.6%) (△8.3%)

国民健康保険特別会計
 事業勘定 21億7,619万円 21億3,440万円

 診療施設勘定  1億0,313万円 9,884万円
後期高齢者医療特別会計 1億9,669万円 1億9,278万円
介護保険特別会計  15億6,022万円 15億4,652万円
農業集落排水処理施設特別会計 3億3,743万円 3億3,689万円
公共下水道特別会計  9億1,886万円 9億1,324万円

会 　 計 　 名  収 入 済 額  支 出 済 額

会 　 計 　 名  収 入 済 額  支 出 済 額

 収益的収支 4億7,277万円 4億7,252万円
 資本的収支 1億7,824万円 3億2,111万円
水道事業会計

　特別会計

　企業会計

…特定の事業を行う場合または特定の収入で事業を行う場合に、
　経理を他の会計と区別するために設置しているもの

…特別会計のうち、極めて企業的色彩の強い事業を行う場合に設置するもの
　一般会計・特別会計と異なり、民間企業と同様の経理を行う
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発行元　総務課　セーフコミュニティ推進室

　「地震災害の防止」「高齢者の安全」「子どもの安全」の3分科会の後、「災
害と危機管理」と題して元内閣安全室長の佐々淳行氏による講演がありま
した。通電時の火災防止のため、災害が発生し逃げる場合は電気のブレー
カーを切ることや、地震災害の有効な手段として家具等のストッパーの重
要性について話がありました。
　サミット会議ではセーフコミュニティ推進自治体の関係者などおよそ300
人が出席し、平澤町長は子どもの安全教育というテーマで「運動あそび」
について報告し、出席者の関心を集めました。

性質別
の
内訳

町民1人あたり 355,610円

平成23年度
に実施した
事業から
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次回の箕輪町のすがたは
11月24日（土）掲載予定です。今月は、平成23年度の歳入・歳出決算についてご報告します。
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アナログ29ch・デジタル512ch携帯電話用ホームページ
ICT1チャンネル（放送日／毎週土～日曜日）

ICT箕輪専用チャンネル（放送日／毎週土～翌週金曜日）

総務課 総務広報係まで
（内線107）

「セーフコミュニティ・サミット in としま」に参加しました


