
御嵩町 財政事情のお知らせ（平成 年 月公表）

町では、 月と 月に「町の財政事情」を公表しています。今回は、
平成 年 月末日時点の予算執行状況や町有財産、町債現在高の状況
をお知らせします。（公営企業会計除く）

○一般会計 歳入

○特別会計（国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、下水道特別会計）

平成 年度現予算の執行状況（平成 年 月末時点、繰越分含む）

町債現在高 町の財産

・臨時財政対策債 億 万円

・消防施設債 億 万円

・土木債 億 万円

・衛生債 億 万円

・学校教育債 億 万円

・地域再生事業債 億 万円

・その他 億 万円

＜一般会計＞ 億 万円

＜特別会計＞ 億 万円

＜合 計＞ 億 万円

・土地 ㎡
・建物 ㎡
・有価証券 株
・出資 万円   など

＜公有財産＞

・車両（一般会計）…63台 
・車両（国保） １台
・車両（介護保険） ２台
・車両（下水道） １台

＜物品＞

・財政調整基金 億 万円
・減債基金 億 万円
・特定目的基金 億 万円

＜基金＞※一般会計管理分

財政係

（平成29年12月末） （平成29年12月末） 

科   目 予算現額 収入済額 執行率 

町税 23億6,123万円 18億5,663万円 78.6% 

地方消費税交付金 3億 100万円 2億3,665万円 78.6% 

地方交付税 13億 856万円 12億7,062万円 97.1% 

分担金及び負担金 4,732万円 2,918万円 61.7% 

使用料及び手数料 1億2,181万円 9,628万円 79.0% 

国庫支出金 5億2,393万円 2億7,531万円 52.5% 

県支出金 6億 770万円 1億3,538万円 22.3% 

財産収入 1億9,469万円 898万円 4.6% 

寄附金 3,624万円 1,001万円 27.6% 

繰入金 1億2,044万円 415万円 3.4% 

繰越金 1億6,170万円 1億6,170万円 100.0% 

諸収入 5億2,475万円 1億5,347万円 29.2% 

町債 4億 140万円 0.0% 

その他 2億3,995万円 1億3,010万円 54.2% 

歳入合計 69億5,072万円 43億6,844万円 62.8% 

科   目 予算現額 支出済額 執行率 

議会費 8,529万円 6,901万円 80.9% 

総務費 11億6,474万円 6億4,779万円 55.6% 

民生費 21億4,697万円 14億6,983万円 68.5% 

衛生費 5億 387万円 3億8,376万円 76.2% 

労働費 51万円 51万円 99.8% 

農林水産業費 2億1,383万円 1億1,097万円 51.9% 

商工費 4,163万円 3,043万円 73.1% 

土木費 8億2,488万円 5億 673万円 61.4% 

消防費 7億5,469万円 3億3,272万円 44.1% 

教育費 7億1,131万円 4億5,654万円 64.2% 

災害復旧費 1,981万円 51万円 2.6% 

公債費 4億7,917万円 2億3,938万円 50.0% 

諸支出金 2万円 0.0% 

予備費 400万円 0.0% 

歳出合計 69億5,072万円 42億4,818万円 61.1% 

 会     計 予算現額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 

国民健康保険特別会計 25億6,518万円 16億 697万円 62.6％ 17億4,916万円 68.2％ 

後期高齢者医療特別会計 2億 723万円 1億2,123万円 58.5％ 1億3,670万円 66.0％ 

介護保険特別会計 16億8,831万円 11億9,483万円 70.8％ 11億 218万円 65.3％ 

下水道特別会計 9億5,567万円 4億6,397万円 48.5％ 4億4,650万円 46.7％ 

合    計 54億1,639万円 33億8,701万円 46.7％ 34億3,453万円 63.4％ 

○一般会計 歳出
一般会計歳出の執行状況では、消防費、公債費の執行率が50％以下となっています。消防費では亜炭鉱跡防災対策事業が多くを占
めており、工事完了後に支出を行うため、執行率が低めの値を示します。公債費は、借入金の返済を9月・3月の年2回に分けて執行する
ため、50％となっています。 

定期的に収入がある町税や地方交付税の執行率は高めの値を示しており、平成28年度決算によって確定した繰越金は、100%となってい

ます。一方で、繰入金、町債などは、事業完了後に収入が発生するため、執行率が低めの値を示しています。 
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住民一人あたりの町税負担額
（町税収入済額： 億 万円 平成 年 月末人口： 人）

●個人町民税： 円 ●法人町民税： 円 ●固定資産税： 円

●軽自動車税： 円 ●たばこ税： 円 ●入湯税： 円


