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特別会計
区　　分 　　　　　歳　　入  　　　　　歳　　出  　　 差し引き

国 民 健 康 保 険 34億   282万円（▲ 6.4％） 34億1,232万円（▲ 5.7％） ▲ 950万円

後 期 高 齢 者 医 療 3億　233万円（　 0.2％） 3億　  29万円（▲ 0.3％） 204万円

簡 易 水 道 事 業 1億8,218万円（▲ 9.8％） 1億8,160万円（▲ 9.8％） 58万円

下 水 道 事 業 14億9,679万円（▲ 3.0％） 14億9,261万円（▲ 3.1％） 418万円

介護サービス事業 14億7,230万円（　 0.9％） 14億6,705万円（    1.9％） 525万円

合　　計 68億5,642万円（▲ 4.0％） 68億5,387万円（▲ 3.5％） 255万円

公債費　23億   255万円

◎社会福祉の推進　16億8,573万円
◎老人福祉の推進　13億7,145万円
◎児童福祉の推進　11億4,198万円
◎医療給付の充実　  1億1,963万円
◎在宅介護の推進　　　 5,183万円
◎その他　　　　　　　　 452万円

民生費　43億7,514万円

◎まちづくりの推進 14億4,796万円
◎生活安全の推進　　　 1,140万円
◎その他　　　　　12億2,878万円

総務費　26億8,814万円

◎都市計画の整備　  8億8,155万円
◎公営住宅の整備　 5億9,631万円
◎道路・橋・河川等の整備　 4億5,774万円

土木費　19億3,560万円

◎環境衛生の充実　 9億3,531万円
◎保健衛生の推進　 6億8,029万円
◎保健活動の充実　 1億　563万円

衛生費　17億2,123万円
◎農業の振興　　　 9億   544万円
◎水産業の振興　　 1億6,046万円
◎林業の振興　　　 1億5,952万円

農林水産業費 12億2,542万円

◎災害対策の充実    3億8,525万円
◎労働者対策　　　 3,350万円など

その他　12億1,157万円

◎地域消防の充実　 6億3,168万円

消防費　  6億3,168万円

◎小・中学校教育の振興　 2億8,864万円
◎社会教育の振興　 2億6,120万円
◎学校給食の充実　 2億　217万円
◎保健体育の振興　 1億6,477万円
◎その他　　　　　 2億5,830万円

教育費　11億7,508万円

◎商工業の振興　　 3億   570万円
◎観光の振興　　　 1億1,897万円

商工費　  4億2,467万円

　平成28年度の決算の状況は、歳入（家計でいう

ところの「収入」）は一般会計で前年度から1.2％

の減、歳出（家計でいうところの「支出」）は1.3％

の減となっています。

　決算規模が前年度を下回ったのは、歳入におい

ては地方債、繰入金、道支出金、分担金及び負担

金などの増額があるものの、諸収入、地方交付税、

繰越金、国庫支出金、地方消費税交付金などの減

額があったことがあげられます。

　また、歳出においては総合町民センター建設事

業、災害復旧事業の増などがあるものの、 基金の

再編成に伴う積立金、新ひだか町観光防災Wi-Fi

ステーション整備事業の皆減、静内本町街路整備

事業、対空射撃場周辺漁業用施設設置事業の減が

主な要因となっています。

   特別会計では、歳入で4.0％、歳出で3.5％の減と

なっています。

　これは、国民健康保険被保険者数減などにより、

歳入では前期高齢者交付金の減、歳出では保険給

付費の減が主な要因となっています。

〇一般会計と特別会計
　を合わせて ・・・ 246億8,948万9,755円

245億4,495万3,081円
歳入合計歳入合計

歳出合計歳出合計

　 （平成29年３月31日現在）
     ■ 人　口 23,052人 
     ■ 世帯数 11,671世帯

 町民１人あたりの町税負担額 　  愚   11万9,379円

 町民１人あたりのサービス額      愚 106万4,765円

〇町民一人あたり・・・・ 歳　入歳　入

歳　出歳　出

区　　分 面積・金額 前年比
土　　地 113,001,307.15㎡ 　     269,318.11㎡
建　　物 320,148.82㎡ 　　   2,258.85㎡
山　　林 99,179,555.00㎡       252,255.00㎡

有価証券及び出資金 8,347万円 　　　　　  0万円
債　　権 1億2,372万円 　　　    258万円
基　　金 34億7,458万円 　　▲ 6億82万円

〇町有財産等の状況・・・
    （平成29年３月31日現在）

総額  178億3,307万円
（前年比　▲ 1.2％)

地方交付税　
64億5,515万円

繰入金
 11億1,932万円

その他
　8億4,435万円

道支出金
 10億3,395万円

地方消費税交付金
　4億4,048万円

諸収入
　4億2,770万円

使用料及び手数料
　4億8,514万円

国庫支出金
 17億1,365万円

町税の内訳

　  町税の内訳
◎固定資産税
   　     12億2,700万円
   　（前年比　▲2.0％）

◎町民税
  　      11億4,117万円

 　 （前年比　   3.0％）

◎たばこ税
    　      2億5,262万円

 　 （前年比　▲3.0％）

◎都市計画税
　　            6,796万円

    （前年比　▲0.1％）

◎軽自動車税
                 5,537万円

    （前年比    19.0％）

◎入湯税       781万円           
    （前年比　   1.3％）

町  税　
27億5,193万円

 

      町債の内訳
  ◎総務債  　　  13億8,900万円
  ◎臨時財政対策債  4億2,610万円  

町  債
25億6,140万円

◎土木債         3億4,370万円
◎災害復旧債   2億　820万円
◎農林水産業債 1億3,320万円
◎教育債              4,920万円
◎衛生債              1,200万円

平成28年度末借入残額

221億2,939万円

町民１人あたり
約96万円
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一般会計歳入歳入

一般会計歳出歳出 総額  176億9,108万円
（前年比　▲ 1.3％)

項目別グラフ
( 各項目の % は構成比 )
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   皆さんから納めていただいた大切な税金

が、どのような目的に使われたのか。

　平成28年度のまちの決算状況について、

お知らせします。

  今後も「的確に住民ニーズを捉えた行政サービ

スの展開と収支の均衡」や「適切な事業選択によ

る将来世代への負担の軽減」を大切に、安定した

財政運営に努めてまいりますので、ご理解とご協

力をお願いいたします。

項目別グラフ
( 各項目の % は構成比 )


