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予算編成の基本的な考え方

平成 30 年度は、「第４次芝山町総合計画 後期基本計画」の２年目とな
ることから、初年度からの継続と着実な推進が求められています。
基本構想の基本理念である「自立と連携」、将来像である「活力ある緑の
大地と空がふれあうまち・芝山」、さらには、まちづくりの目標である「一
体となり連携を重視したまちづくり」、「子育てを応援し豊かに生活でき高
齢者が元気なまちづくり」、「農業を起点とした食のまちづくり」を達成し
ていくための計画に基づく諸施策の推進となる財源配分が必要と考えられ
ます。
社会保障の充実や子育ての支援体制の充実、下水道等の整備、航空機騒
音対策及び防災対策の充実、芝山鉄道や公共交通対策、観光の振興、教育
文化施設の整備等町の重点事業を実施していくうえでは、国や県などの各
種交付金・補助金を財源とした事業の研究、活用をしていくことが急務と
なります。
本町が将来も存続し、発展を続けていくために人口減少という問題とあ
わせて、成田空港の第 3 滑走路の整備と空港の機能強化に関連する将来を
見据えたまちづくりの施策については、その重要性に応じて優先して予算
配分が必要であると考えられるため、施策・事業について今後の展開を検
討していくこと、また、財源等に遺漏のないよう努めることとします。
公共施設については、予算の平準化を考慮し、公共施設等総合管理計画
に基づく施設機能の集約化、複合化、転用等を検討して個別計画を策定し
た上での大規模修繕や更新に努めることとします。
このため平成 30 年度予算編成にあたっては、既存の制度、施策の徹底的
な見直しを行い、経常経費のなお一層の節減合理化を図るとともに、行財
政基盤の強化と効率 的な財政運営を図る ため､予算全般につ いてゼロベー
スから見直し、投資効果、緊急性等を十分勘案し、優先順位を検討するな
ど、限られた財源を重点的、効率的に配分することに主眼をおいて予算編
成を行っています。
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平成３０年度

芝山町の予算額

平成３０年度芝山町の一般会計予算は、５０億６，５００万円です。
特別会計予算を合わせると、７２億７，５６９万円となります。

特別会計
２２億１，０６９万円

平成３０年度
芝山町の予算
７２億７，５６９万円
一般会計
５０億６，５００万円

○一般会計とは…町税や地方交付税などを主な財源として、福祉、医療、
環境、教育、道路などの町のさまざまな分野の基本的な行政サービスを
行う会計で、通常、町の予算といえば、この会計のことをいいます。
○特別会計とは…町が特定の収入により特定の事業を行い支出に充てるた
めに、一般会計と区分して設けられている会計です。
［内訳］
・国民健康保険特別会計
１０億５，０９３万円
（農業や自営業の方などが加入する健康保険に関する会計）
・農業集落排水事業特別会計
８，６４０万円
（農村環境の下水道整備を行う会計）
・公共下水道事業特別会計
３億５，３４０万円
（市街地の下水道整備のための会計）
・介護保険特別会計
６億２，１００万円
（各種介護サービス費を負担する会計）
・後期高齢者医療特別会計
９，８９６万円
（７５歳以上の方などの医療費をまかなうための会計）
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会計別予算規模の推移

特別会計

会計名

３０年度

２９年度

一般会計

50 億 6,500 万円

49 億 2,100 万円

1 億 4,400 万円

10 億 5,093 万円

12 億 9,499 万円

△2 億 4,406 万円

8,640 万円

7,630 万円

1,010 万円

公共下水道事業

3 億 5,340 万円

3 億 8,280 万円

△2,940 万円

介護保険

6 億 2,100 万円

5 億 7,348 万円

4,752 万円

9,896 万円

8,847 万円

1,049 万円

国民健康保険
農業集落排水事業

後期高齢者医療
一般会計

増減額

予算総額の推移（５カ年）

520000

５０億６，５００万円

510000
500000

４９億２，１００万円

490000

４７億６，５００万円

480000

４７億８，３００万円

470000
460000

４５億６，６００万円

450000
440000
430000

平成26年度

特別会計

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

予算総額の推移（２カ年）

140000 １２億９，４９９万円
120000

平成29年度
１０億５，０９３万円

平成30年度

100000
80000

６億２，１００万円
５億７，３４８万円

60000

３億８，２８０万円
３億５，３４０万円

40000
８，６４０万円
20000

９，８９６万円
８，８４７万円

７，６３０万円

0
国民健康保険

農業集落排水

公共下水道
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介護保険

後期高齢者医療

第４次芝山町総合計画後期基本計画
将来像

政策の柱

政策
１．魅力あるまちづくり
２．空港関連産業の振興

第１章
臨空のまち
づくりをめ
ざして

３．活気ある商工業の振興
４．立地を活かした農林業の振興
５．地域資源を活用した体験交流型観光の展開
６．交流連携を支える交通ネットワーク
１．緑豊かなまちづくり

快 適 で 安
全 な ま ち
づ く り を

まちづくり編

活力ある 緑の大地と空がふれあうまち・芝山

第２章

２．良好な地域環境の保全
３．快適な生活環境の整備
４．安全を支える体制づくり

めざして
５．安心な地域づくり
１．子どもを生み育てやすい環境づくり
第３章
共に支 え
あうま ち
づくり を
めざして

２．高齢者の笑顔と生きがいづくり
３．地域ぐるみの福祉と障がい者の自立支援
４．生涯を通じた健康づくり
５．経済的な安心の確保

第４章
人材を 育
てるま ち
づくり を
めざして

１．子どもたちの教育環境の向上
２．生涯を通じた学習活動の推進
３．文化・スポーツ活動の推進
４．共生社会の推進

推進編

第１章

開かれた町政と協働の推進

第２章

効率的・効果的な行財政運営

第３章

広域連携の充実
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平成３０年度の主な事業
まちづくり編

第１章 臨空のまちづくりをめざして
１．魅力あるまちづくり

愛・らぶ芝山結婚祝金

120 万円

結婚して町内に定住する意志がある夫婦に対して祝金を支給
します。
支給額：夫婦１組につき３万円
条件：夫婦いずれかの年齢が４０歳以下であること。
地方創生推進交付金事業

3,199 万円

山武市、横芝光町、多古町と連携し、空港南側の特色ある人
材育成、旧職業訓練校跡地の活用、町に人を呼び込む仕組みづ
くりをする法人（ＤＭＯ）の活動を支援します。
三世代同居等支援助成金

495 万円

人口減少・少子高齢化対策として、三世代の家族が同居又は
町内に居住する目的で、住宅を新築、増築した際に助成しま
す。
補助額：最大２００万円（５年間）
要件：中学生以下の子どものいる家族が５年以上継続して町
内に居住
２．空港関連産業の振興

成田国際空港周辺農産物輸出協議会負担金

58 万円

空港の地理的優位性を活かして、輸出型農業を検討するため
の成田空港周辺９市町の負担金。
３．活気ある商工業の振興

中小企業振興融資預託金

1,000 万円

特定の金融機関に預託金として預けることで、当該金融機関
が町内の中小企業者への融資を行いやすくします。企業は資金
の種類や使途に応じた限度額の範囲内で融資を受けられます。
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小規模事業者経営改善資金利子補給等

142 万円

日本政策金融公庫から融資を受ける町内の小規模事業者に対
して、保証金及び利子の一部を助成します。
芝山町商工会補助金

475 万円

商工会が行う巡回指導、講習会、経営対策事業等の運営費用
を助成します。
４．立地を活かした農林業の振興

農業次世代人材投資資金(経営開始型)

1,463 万円

45 歳までの新規就農者が農地・農業経営等の管理を自らが行
うものについて、就農初期の経営安定のために給付を行いま
す。
「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業
補助金

705 万円

県内園芸産地の生産力を強化・拡大するため、パイプハウス
等の施設整備や省力化機械、省エネルギー型機械・装置等の導
入、老朽化した温室等の改修費用の一部を助成します。
転作達成報償金

790 万円

効率的かつ安定的な水田農業の育成と主食用米の生産調整の
推進を図るため、飼料用米への生産調整達成者の転作面積に対
し交付します。
産地パワーアップ事業補助金

9,292 万円

水田・畑作・野菜・果樹等について、営農戦略として定めた
計画に基づき意欲ある農業者が高収益な作物・栽培体系への転
換を図るために行う集出荷施設の整備等に対し助成します。
認定農業者育成事業補助金

125 万円

町の中核となる農業経営が基本的な構想に掲げられた目標と
なるよう、町が認定する認定農業者が農業用機会や農業用施設
の取得に要する経費に対して一部を助成します。
鳥獣被害防止総合対策交付金

200 万円

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため町鳥獣被害防
止対策協議会を主とした鳥獣被害防止のための取組み等を支援
します。
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小規模治山緊急整備事業

660 万円

自然現象に起因して発生した山地災害の復旧や林地の保全等
のために緊急的な整備を行います。
サンブスギ林再生・資源循環促進事業

373 万円

非赤枯性溝腐病の被害を受けたサンブスギ林を再生するため
の伐倒、搬出、植栽、運搬の経費の一部を助成します。

５．地域資源を活用した体験交流型観光の展開

成田エアポートツーデーマーチ負担金

150 万円

成田空港を取り巻く緑豊かな環境を目と耳と肌で感じ、健康
増進と親睦を図る機会となる「成田エアポートツーデーマー
チ」の運営を応援します。
はにわ祭補助金

600 万円

毎年１１月の第二日曜日に町をあげて開催される「はにわ祭
り」事業に対し助成を行います。
観光協会補助金

400 万円

町の様々な魅力・観光をＰＲするための事業に対し助成を行
います。

６．交流連携を支える交通ネットワーク

公用車購入（バス）

2,069 万円

老朽化した公用車（バス車両）について更新を行います。
デマンド交通「あいあいタクシー」業務
委託

3,131 万円

通院や買い物、外出時の交通手段として「ドア・トゥー・
ドア方式」の乗り合いタクシーサービス「芝山あいあいタク
シー」の利便性を高めるために運行を拡充します。
【拡充内容】土曜日運行の開始、３台運行に増車（現行２
台運行）
町民バス「ふれあいバス」運行委託

1,718 万円

公共交通の利便性確保のために JR 松尾駅と芝山鉄道芝山千代
田駅を結ぶ「芝山ふれあいバス」を運行します。

- 7 -

芝山鉄道延伸連絡協議会(バス)負担金

750 万円

山武市、横芝光町と協力し横芝屋形海岸
と成田空港を結ぶ「空港シャトルバス」を運行します。
芝山鉄道助成金

1 億 1,000 万円

町への鉄道での来訪窓口となる芝山鉄道の運営を助成しま
す。
道路維持補修

5,542 万円

町道の穴や白線等の補修、または、排水路の補修等、町道の
維持に努めます。

用地購入及び測量設計

1,325 万円

町道の詳細設計並びに道路や排水の新設改良工事に至るまで
の必要な資料を作成するための用地測量及び用地取得を行いま
す。
FWD 対象路線舗装調査・修繕

4,000 万円

町道の路面性状の調査結果が悪かった箇所について、道路の
たわみ調査（FWD 調査）結果に応じた舗装補修を行います。

道路改良工事（排水整備含む）

7,000 万円

県道八日市場八街線から芝山第一クリーンセンターへ向かう
町道３BL-0118 号線の拡幅工事に着手し盛土工事を行います。
また、川津場地区の排水路の機能向上を目的として排水路の付
替え工事を行います。
橋梁長寿命化修繕設計・工事

600 万円

町内の２メートル以上の４９橋のうち事前の調査結果に応じ
て修繕・耐震補強等の順序が決まっている２橋について老朽化
対策を実施します。
仮橋設置事業

1,000 万円

道の駅風和利しばやまと周辺地域とのアクセス性を向上させ
るため、木戸川を横断する歩道橋を設置します。
スクールバス運行業務委託

2,869 万円

児童・生徒の通学支援、登下校の安全確保の対応の一つとし
てスクールバスを運行します。
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第２章 快適で安全なまちづくりをめざして
１．緑豊かなまちづくり

都市計画マスタープラン見直し事業
（２ヵ年事業）

1,083 万円

成田空港の機能強化と並行し社会経済情勢の変化との整合を
図るため土地利用について見直しを図ります。
上水道基本構想策定事業（２ヵ年事業）

547 万円

町内に上水道を整備することを想定し、利用可能な水源の調
査や事業規模、概算費用の算出を行い、水道事業の基本的な構
想を策定します。
地籍調査事業

6,008 万円

一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置
と面積を測量する調査を行います。調査範囲：高田Ⅱ調査区
芝山工業団地ほか地区公園管理委託

1,112 万円

団地等の公園について安心に利用できるよう維持します。
芝山公園管理委託

4,995 万円

一年を通して公園を安心して利用できるよう維持します。

２．良好な地域環境の保全

航空機騒音対策環境整備補助金

3,825 万円

航空機騒音による生活が阻害される地区を区分して、生活環境
の整備を行うための事業に対し助成します。
空調施設等維持費補助金（一般）

1 億 4,280 万円

防音工事等により住宅に設置した空調機器の維持管理費を助
成します。
空調機器維持費等補助金（幼稚園・病院・医院）
1,631 万円
防音工事等により施設（幼稚園・病院・医院）に設置した空
調機器の維持管理費を助成します。
固定資産税補助（騒音地域土地及び住宅） 3,990 万円
騒音地域内の土地、住宅について固定資産税の一部を助成し
ます。
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住宅防音工事・空調施設設置等補助

7,496 万円

航空機騒音を軽減するため住宅に防音工事等を実施する際の
費用の一部を助成します。
岩山共同利用施設屋上防水補修

292 万円

航空機騒音を軽減するため地区集会所に防音工事を実施する
際の費用の一部を助成します。

地下水・河川・残土溶出の検査

402 万円

工業団地周辺、残土埋立地周辺の 15 箇所及び木戸川、高谷川
の水質を検査し経過観察します。
美化推進事業

1,012 万円

不法投棄を監視するための監視カメラや警察ＯＢの臨時職員
の賃金、投棄されたゴミを回収するための費用。

３．快適な生活環境の整備

ごみ袋無料配布事業

778 万円

各世帯に可燃ごみ（大）３袋（１袋２０枚入）の無料引換
券を配布し、経済的負担の軽減を図ります。
合併浄化槽設置整備事業及び維持管理補助金
761 万円
生活排水による水質汚濁を防止するため、下水道事業及び農
業集落排水事業区域以外の地域にお住まいの方が合併処理浄化
槽を設置した際に費用の一部、また、維持管理費用の一部を助
成します。
公共下水道事業特別会計繰出金

2 億 2,080 万円

公共下水道事業に対する一般会計から支出される経費
農業集落排水事業特別会計繰出金

6,480 万円

農業集落排水事業に対する一般会計から支出される経費
山武郡市環境衛生組合負担金

1 億 3,112 万円

芝山町、山武市、横芝光町の可燃ごみを共同処理するために
３市町で組織する山武郡市環境衛生組合の管理運営費をそれぞ
れの市町で負担しています。
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４．安全を支える体制づくり

常備消防費負担金

1 億 5,215 万円

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光
町の共同事務を処理するために３市３町で組織する山武郡市広
域行政組合があります。この組合で広域的な消防事務（横芝光
町を除く）に関してそれぞれの市町で負担しています。
消防団員報酬及び出動手当

1,603 万円

町消防団員として消防・防災活動等する際の報酬、火災等発
生時に消防団員が出動したことによる手当てを支給します。
消防団消防車両更新（２台）

4,293 万円

初年度登録から２０年を経過する消防車両について更新を行
います。
【更新車両】
小型動力ポンプ付積載車（水槽付）
：第５分団第１４部
消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）
：第４分団自動車部

５．安心な地域づくり

Ｊアラート機器更新事業

759 万円

緊急地震速報、津波情報、弾道ミサイル発射情報等の対処に
時間的余裕のない事態に関する緊急情報を防災行政無線を通じ
て迅速に放送できるよう機器の更新を行います。
地域防災計画等策定事業

660 万円

熊本地震等から得られた災害の教訓や防災に関する社会情勢
の変化等を反映させるため町地域防災計画の全面的な改定を行
います。
小学校緊急地震速報受信装置設置事業

12 万円

ラジオ放送からの緊急地震速報を直接校内放送できるように
して避難開始が早まるようにします。
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道路反射鏡設置等工事

191 万円

地区から要望のある危険箇所を調査後カーブミラーを設置
（交換）して交通事故防止に努めます。
防犯灯設置工事

105 万円

地区から要望のある箇所を調査後必要に応じて防犯灯を設置
して公共空間犯罪の未然抑制に努めます。
幼児交通安全指導協議会負担金

234 万円

保育所等で交通安全確認の態度を身につけるための指導を行
っています。
（ベコちゃんクラブ活動費用）

第３章 共に支えあうまちづくりをめざして
１．子どもを生み育てやすい環境づくり

子育て関連施設あり方検討（個別施設計画策定）
支援業務

700 万円

子育て関連施設（保育所、学童クラブ、保健センター）等の
今後のあり方について検討し、施設の劣化状況を踏まえ今後の
施設計画を策定します。
子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査料
231 万円
子育て支援の取り組みを推進するための子ども・子育て支援
事業計画策定にあたり、ニーズ調査を実施します。
学校教育施設あり方検討（個別施設計画策定）
支援業務

800 万円

学校教育施設（小・中学校、給食センター）の今後のあり方
について検討し、施設の劣化状況を踏まえ今後の施設計画を策
定します。
子育て支援センター事業

424 万円

子育ての不安や悩みがある場合の相談や同じ年代の子どもが
近所にいなくて一緒に遊べない等親子が安心して遊べる場所の
提供を拡充します。
【拡充内容】週４日開設（現行３日）
、月２回土曜日の新規開
設
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出産祝金

360 万円

町民の出産を奨励祝福し次代を担う子どもの健全育成に資す
ることを目的として支給します。

支給額：第２子 10 万、

第３子 30 万、第４子 50 万、第５子以降 70 万円
放課後児童健全育成事業委託

2,400 万円

保護者等が労働等により昼間家庭にいない児童に対し放課
後、適切な場を与えて、その健全な育成を図る学童クラブの運
営をしています。
子ども医療給付事業

2,166 万円

健康保険の対象となる医療費の一部を助成します。
対象：０歳～１５歳（中学３年生）
自己負担額：２００円
保育所給食供給業務委託

1,380 万円

保育所の食事を提供するために調理の外部委託、給食の外部
搬入を行っています。
学校給食賄材料

2,985 万円

小・中学校の給食に使用する材料の購入費用
※ 材料費は保護者の方に一部負担していただいていました
が 30 年度から無料化することで保護者の負担を軽減して
います。
２．高齢者の笑顔と生きがいづくり

敬老会事業委託

599 万円

７０歳以上の方を招待して、記念品贈呈やアトラクション
（歌謡ショー）などを行う式典開催について助成します。
老人クラブ補助金

159 万円

老人福祉の向上、体力づくり、健康づくりに関しての事業に
助成することで高齢者相互の交流と親睦を図ります。
３．地域ぐるみの福祉と障がい者の自立支援

福祉センター改修事業

1 億 2,975 万円

空調機器の機能回復工事と併せて屋上防水工事を行います。
また、指定避難所としての機能強化のためオストメイトトイレ
の新規設置及びトイレの洋式化を行います。
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社会福祉協議会補助金

2,963 万円

多様化する福祉への需要に即応し福祉の町づくりを推進する
ために地域福祉活動の母体である社会福祉協議会の活動を支援
します。
自立支援事業

1 億 4,990 万円

障がい者の生活（介護・就労等）を支援いたします。

４．生涯を通じた健康づくり

各種検診・健康診査事業

1,698 万円

各種がん検診、骨粗しょう症検診、結核検診及び健康診査を行
い生活習慣病等から生じる病気の早期発見、予防に努めます。
予防接種事業（小児肺炎球菌ワクチン等）
1,105 万円
小児肺炎球菌ワクチン接種、ヒブワクチン接種、日本脳炎接
種、水痘接種等を行います。
国保多古中央病院補助金

1,000 万円

多古中央病院に補助を行うことで、芝山町住民の方が各種が
ん検診で再検査等が必要となった際の受け入れや入院時の料金
等について優遇を受けています。
保健センター空調機器更新

196 万円

老朽化した空調機器の一部について更新を行います。

５．経済的な安心の確保

国民健康保険特別会計繰出金

5,926 万円

国民健康保険事業に対する一般会計から支出される経費
介護保険特別会計繰出金

9,695 万円

介護保険事業に対する一般会計から支出される経費
後期高齢者医療特別会計繰出金

3,056 万円

後期高齢者医療事業に対する一般会計から支出される経費
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第４章 人材を育てるまちづくりをめざして
１．子どもたちの教育環境の向上

中学校テニスコート人工芝等補修

523 万円

芝山中学校テニスコート３面のうち最も劣化しているコー
ト１面の人工芝を張替えます。
中学生校外学習事業補助金
174 万円
中学２年生が行う自然環境とのふれあい、および身体の鍛
練や集団規律の訓練などを目的とした鹿児島県奄美市での校
外学習について保護者負担を軽減します。
２．生涯を通じた学習活動の推進

中央公民館各種教室開催

198 万円

「語学教室」
、
「暮らしのアロマ教室」等の講座を年間通して
開講しています。

３．文化・スポーツ活動の推進

白桝粉屋おどり芸能大会補助金

106 万円

千葉県無形民俗文化財指定５０周年を記念して、
「白桝粉屋」
を演目にもつ芸能団体を招いて発表を行うための費用を助成し
ます。
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はにわ博物館企画展事業

89 万円

山田・宝馬古墳群の調査成果と出土品を紹介する企画展を行
います。
文化活動推進補助金

100 万円

地域文化の向上のため、文化協会に属する各文化団体が活動
する費用の一部を助成します。
学校音楽鑑賞教室共催負担金

58 万円

千葉県と共催で千葉県交響楽団による学校音楽鑑賞教室を開
催します。
トレーニングセンター・総合運動場改修

301 万円

農業者トレーニングセンター施設内アリーナ側面への遮光シ
ート設置及び男子トイレの洋式化工事、総合運動場浄化槽蓋交
換工事を行います。
芝山文化センター設備改修

137 万円

文化センターホールの時計交換等を行います。

４．共生社会の推進

外国語指導助手派遣事業

617 万円

ＡＬＴ（外国語指導助手－ネイティブスピーカー）と身近に
会話することにより、英語力・コミュニケーション能力の向上
につなげます。芝山小学校と芝山中学校に各１名派遣します。

推進編

第１章 開かれた町政と協働の推進
広報「しばやま」発行事業等

568 万円

行政と住民とを結びつける重要な媒体という観点で「読まれ
る広報紙」
「見やすく愛される広報紙」を毎月１回、１日に発行
します。
基本発行部数：2,600 部（基本ページ数 28 ページ）
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公会計財務諸表作成支援業務委託

292 万円

発生主義・複式簿記（企業会計）の導入等による統一的な基
準での財務書類を作成することで、資産情報・コスト情報等の
「見える化」を行い、財政の透明性を高め、説明責任を図りま
す。
議会会議録検索サービス導入

51 万円

各定例会・臨時会本会議の議事録を冊子で作成していました
が、今後はインターネットでの閲覧を可能にします。
証明書コンビニ交付サービス事業

1,057 万円

役場窓口に出向くことなくマイナンバーカード・住基カード
を利用して、全国のコンビニ（一部を除く）で証明書が取得で
きるサービスを継続して行います。
取得できる証明書：住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登
録証明書、戸籍謄抄本、戸籍附票

第２章 効率的・効果的な行財政運営
共同利用施設管理運営（指定管理者）

986 万円

町内６箇所の共同利用施設の管理をあらかじめ指定された指
定管理者にお願いしています。
福祉センター管理運営（指定管理者）

3,593 万円

福祉センター「やすらぎの里」施設の管理をあらかじめ指定
された指定管理者にお願いしています。
福祉作業所管理運営（指定管理者）

1,489 万円

福祉作業所施設の管理をあらかじめ指定された指定管理者に
お願いしています。
農産物直売所管理運営（指定管理者）

600 万円

道の駅「風和里しばやま」
・空の駅「風和里しばやま」施
設の管理をあらかじめ指定された指定管理者にお願いしてい
ます。
ふるさと納税業務委託

4,499 万円

ふるさと納税を頂いた方に対し、お礼として町の特産品など
をお贈りし、特産品の生産者、事業者の活性化を図ります。
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第３章 広域連携の充実
東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光
町の共同事務を処理するために３市３町で組織する一部事務組
合となる「山武郡市広域行政組合」に対する負担金として次の
事業に要する費用を負担します。
組合運営費

1,451 万円

一部事務組合の運営費に充てるための費用
常備消防費【再掲】

1 億 5,215 万円

横芝光町を除く３市２町での広域的な消防事務に要する費用
電子計算処理業務費

3,189 万円

横芝光町を除く３市２町での住民票の発行等共通化して行え
るコンピュータの処理事務に要する費用
障がい支援事業費

57 万円

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
区分判定に要する費用
老人ホーム整備費

435 万円

養護老人ホーム「坂田苑」
、老人デイサービスセンターの設置
及び運営に要する費用
救急医療

325 万円

山武郡市急病診療所の運営、初期救急としての在宅当番医制
及び病院群輪番制方式による２次救急医療機関の運営に要する
費用
し尿処理費

880 万円

し尿処理施設である環境アクアプラントの設置及び運営に要
する費用
斎場費

131 万円

火葬場施設である山武郡市広域斎場の設置及び運営に要する
費用
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歳入の内訳（一般会計予算）

地方交付税
1.1%

国・県支出金
10.6%

町債
3.8%

地方譲与税及び各交付金
8.4%
その他※
4.4%

総額
５０億６，５００万円

町税
47.9%

【その 他の内 訳】
使用料 ・手数 料
財産収 入
寄附金
繰越金

諸収入
17.5%
繰入金
5.0%
分担金及び負担金
1.3%

自主財源

（７６．１％）

（７２．５％）

【自主財源】…町が自ら収入できるお金
（前年度）
３８億５，５４２万円
３９億１，２６７万円
町税
２４億２，６４６万円
２３億７，５９７万円
町に収めていただく税金。
分担金及び負担金
６，７５４万円
５，２５８万円
事業を行ううえでのその経費の一部を負担していただくお金。
繰入金
２億５，１４０万円
３億５，１６５万円
主に、基金を取り崩したお金。
諸収入
８億８，８６３万円
８億９，０００万円
その他
２億２，１４０万円
２億４，２４７万円
寄付金、使用料、不動産売却など財産収入、前年度からの繰越金

依存財源

（２３．９％）

（２０．５％）

【依存財源】…国や県から交付されるお金など
１２億９５８万円
地方譲与税及び各交付金
４億２，７５０万円
地方交付税

（前年度）
１０億８３３万円
３億９，３２０万円

５，４００万円

５，４００万円

国・県支出金

５億３，５０８万円

４億４，３１３万円

町債

１億９，３００万円

１億１，８００万円
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歳出の内訳

（一般会計予算）

目的別の内訳

その他※
0.4%

目的別

教育費
8.7%

議会費
1.6%

公債費
4.4%

消防費
5.2%

土木費
13.0%
商工費
0.9%

目的別経費

総務費
29.3%

総額
５０億６，５００万円

農林水産業費
6.5%
衛生費
6.1%

民生費
23.9%

【その 他の内 訳】
災害復 旧費
諸支出 金
予備費

（前年度）

議会費
８，２２８万円
８，２２１万円
議会の活動に要する経費
総務費
１４億８，３３２万円
１６億３，５００万円
庁舎の管理や戸籍事務、選挙など町の全般的な管理事務などに関する経費
民生費
１２億１，０６０万円
１０億６，５６８万円
社会福祉、障がい者、高齢者、児童などの福祉向上、生活保護などに関す
る経費
衛生費
３億９０２万円
２億９，８５０万円
保健衛生、環境保全、ごみ処理などに関する経費
農林水産業費
３億２，８０８万円
２億３，６３９万円
農業・林業の振興、土地改良などに関する経費
商工費
４，６１０万円
４，７７５万円
商工業の振興・観光振興などに関する経費
土木費
６億５，８８３万円
６億３，９０３万円
道路・河川の新設や改良、公園などの維持などに関する経費
消防費
２億６，４４６万円
２億２，５９６万円
消防や防災対策などに関する経費
教育費
４億３，８５９万円
４億２，５７３万円
小中学校の管理運営、生涯学習などに関する経費
公債費
２億２，１４４万円
２億１，６４７万円
事業のために借り入れた借金を返済する経費
その他
２，２２８万円
２，２２８万円
災害などの被害を復旧する経費、予測できない支出に備える経費
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性質別の内訳
性質別
災害復旧事業費
0.0%
普通建設事業費
9.6%

その他
15.0%

人件費
20.1%

総額
５０億６，５００万円

扶助費
8.5%
公債費
4.4%

補助費等
20.5%
物件費
21.1%

性質別経費
義務的経費

維持補修費
0.7%

（３２．９％）

【その 他の内 訳】
貸付金
投資及 び出資 金
積立金
繰出金
予備費

（３３．３％）

【義務的経費】…必ず支出しなければいけない経費
（前年度）
１６億６，８１２万円
１６億３，６７６万円
人件費
１０億１，７２４万円
１０億３３４万円
職員の給料などの費用
扶助費
４億２，９４４万円
４億１，６９５万円
児童、老人、生活保護などの生活に困っている人などを援助するための費用
公債費
２億２，１４４万円
２億１，６４７万円
事業のために借り入れた借金を返済する経費

任意的経費

（６７．１％）

（６６．７％）

【任意的経費】…後年度に形を残さない経費
（前年度）
３３億９，６８８万円
３２億８，４２４万円
物件費
１０億６，９０９万円
１０億９，１１０万円
賃金、交際費、食料費、光熱費、備品購入費、委託料などの費用
維持補修費
３，４９２万円
３，１８０万円
道路、公共用施設などを維持するために必要な経費
補助費等
１０億４，１１５万円
９億３，１５１万円
個人や各種団体に対する助成金、一部事務組合への負担金などの費用
普通建設事業費
４億８，８７７万円
４億８，０２４万円
道路、橋りょう、学校など社会資本の新増設事業に必要な経費
災害復旧事業費
２２８万円
２２８万円
災害などの被害を復旧する経費
その他
７億６，０６７万円
７億４，７３２万円
基金への積立金、特別会計への繰り出し金、法人へ出捐金
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特別会計

○国民健康保険特別会計

１０億５，０９３万円

皆でお金を出し合って、病気やケガをした場合などに医療が受けら
れる健康保険制度に要する費用を特別会計としています。
（療養給付費）

６億２，５３０万円

健康保険で治療を受けた際の処置、入院、薬剤等の窓口で支
払う個人負担部分以外の給付に要する費用です。
（国民健康保険事業費納付金）

２億９，０３４万円

千葉県内の国民健康の医療費などを県内市町村で負担する
ための納付金です。
（特定健康診査等事業）

１，０４２万円

40 歳から 74 歳までの加入者を対象に検査を実施し、生活習
慣病の早期発見、健康指導を行います。

○介護保険特別会計

６億２，１００万円

介護を必要とする人を社会全体で支える介護保険制度に要する費
用を特別会計としています。
（保険給付費）

５億４，７３０万円

訪問介護（ホームヘルパー）、通所介護（デイサービス）、短
期入所生活介護（ショートステイ）、特定施設入居者生活介護（有
料老人ホーム）、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等各
種サービスを利用した際に給付される費用です。
（地域支援事業費）

２，７２９万円

介護予防事業、地域包括ケアの仕組みづくりに係わる事業に
要する費用です。

○後期高齢者医療特別会計

９，８９６万円

後期高齢者医療制度に基づき、保険料徴収業務、窓口業務などを行
います。保険料の賦課は、千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。
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○農業集落排水事業特別会計

８，６４０万円

大台 処理 区及び 山 中 処理区の汚水処理施 設の維持管理費用を 特別
会計としています。
（事業費）

３，２０４万円

光熱水費、施設修繕、し尿浄化槽管理に要する費用
（公債費）

３，５７１万円

施設整備の際に借り入れた借金の返済に要する費用

○公共下水道事業特別会計

３億５，３４０万円

公共 下水 道事業 区域 の汚水 処理施設の 整 備 及び 維持 管理 の費 用を
特別会計としています。
平成２９年度は小池処理区の整備の推進を図るため、宝馬及び朝倉
地内ほかの管渠工事等を行います。
（事業費）

１億７，８７８万円

処理場とつなぐ管路を敷設する管渠建設工事等に要する費
用
（公債費）

１億５，０９８万円

施設整備の際に借り入れた借金の返済に要する費用
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