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◎平成２７年度一般会計収入及び支出状況◎平成２７年度一般会計収入及び支出状況◎平成２７年度一般会計収入及び支出状況◎平成２７年度一般会計収入及び支出状況
（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 町町町町 税税税税 159,152159,152159,152159,152 155,207155,207155,207155,207 1111 議議議議 会会会会 費費費費 48,01748,01748,01748,017 47,04447,04447,04447,044

2222 地地地地 方方方方 譲譲譲譲 与与与与 税税税税 14,00014,00014,00014,000 17,53917,53917,53917,539 2222 総総総総 務務務務 費費費費 592,670592,670592,670592,670 400,352400,352400,352400,352

3333 利利利利 子子子子 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金 400400400400 631631631631 3333 民民民民 生生生生 費費費費 752,992752,992752,992752,992 447,470447,470447,470447,470

4444 配配配配 当当当当 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金 400400400400 923923923923 4444 衛衛衛衛 生生生生 費費費費 203,714203,714203,714203,714 149,650149,650149,650149,650

5555 株株株株式式式式等等等等譲譲譲譲渡渡渡渡所所所所得得得得割割割割交交交交付付付付金金金金 100100100100 794794794794 5555 労労労労 働働働働 費費費費 5555 0000

6666 地地地地 方方方方 消消消消 費費費費 税税税税 交交交交 付付付付 金金金金 30,00030,00030,00030,000 50,35550,35550,35550,355 6666 農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 業業業業 費費費費 124,309124,309124,309124,309 70,86970,86970,86970,869

7777 自自自自動動動動車車車車取取取取得得得得税税税税交交交交付付付付金金金金 1,0001,0001,0001,000 2,3192,3192,3192,319 7777 商商商商 工工工工 費費費費 61,71061,71061,71061,710 49,19549,19549,19549,195

8888 地地地地 方方方方 特特特特 例例例例 交交交交 付付付付 金金金金 100100100100 344344344344 8888 土土土土 木木木木 費費費費 317,137317,137317,137317,137 88,38988,38988,38988,389

9999 地地地地 方方方方 交交交交 付付付付 税税税税 1,449,2651,449,2651,449,2651,449,265 1,487,3681,487,3681,487,3681,487,368 9999 消消消消 防防防防 費費費費 456,051456,051456,051456,051 221,048221,048221,048221,048

10101010 交交交交通通通通安安安安全全全全対対対対策策策策特特特特別別別別交交交交付付付付金金金金 1111 0000 10101010 教教教教 育育育育 費費費費 236,510236,510236,510236,510 183,539183,539183,539183,539

11111111 分分分分 担担担担 金金金金 及及及及 びびびび 負負負負 担担担担 金金金金 2,9772,9772,9772,977 2,2032,2032,2032,203 11111111 災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 費費費費 32,64032,64032,64032,640 8,7218,7218,7218,721

12121212 使使使使 用用用用 料料料料 及及及及 びびびび 手手手手 数数数数 料料料料 24,50224,50224,50224,502 21,69821,69821,69821,698 12121212 公公公公 債債債債 費費費費 236,108236,108236,108236,108 231,191231,191231,191231,191

13131313 国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 285,747285,747285,747285,747 170,132170,132170,132170,132 13131313 予予予予 備備備備 費費費費 3,6063,6063,6063,606 0000

14141414 県県県県 支支支支 出出出出 金金金金 257,445257,445257,445257,445 151,001151,001151,001151,001

15151515 財財財財 産産産産 収収収収 入入入入 12,38812,38812,38812,388 5,9935,9935,9935,993

16161616 寄寄寄寄 附附附附 金金金金 3,1513,1513,1513,151 3,1933,1933,1933,193

17171717 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 265,400265,400265,400265,400 2,1002,1002,1002,100

18181818 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 1111 327,948327,948327,948327,948

19191919 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 36,44036,44036,44036,440 31,76631,76631,76631,766

20202020 町町町町 債債債債 523,000523,000523,000523,000 66,60066,60066,60066,600

3,065,4693,065,4693,065,4693,065,469 2,498,1142,498,1142,498,1142,498,114 3,065,4693,065,4693,065,4693,065,469 1,897,4681,897,4681,897,4681,897,468歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計
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平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予算額予算額予算額予算額 調定額調定額調定額調定額 収入済額収入済額収入済額収入済額 未収入額未収入額未収入額未収入額 徴収率徴収率徴収率徴収率 予算額予算額予算額予算額 調定額調定額調定額調定額 収入済額収入済額収入済額収入済額 未収入額未収入額未収入額未収入額 徴収率徴収率徴収率徴収率

個個個個 人人人人 59,78059,78059,78059,780 65,62865,62865,62865,628 56,69856,69856,69856,698 8,9308,9308,9308,930 86.4%86.4%86.4%86.4% 2,3802,3802,3802,380 9,9759,9759,9759,975 935935935935 9,0409,0409,0409,040 9.4%9.4%9.4%9.4%

法法法法 人人人人 6,5006,5006,5006,500 6,9526,9526,9526,952 6,9526,9526,9526,952 0000 100.0%100.0%100.0%100.0% 1111 50505050 0000 50505050 0.0%0.0%0.0%0.0%

小　　計小　　計小　　計小　　計 66,28066,28066,28066,280 72,58072,58072,58072,580 63,65063,65063,65063,650 8,9308,9308,9308,930 87.7%87.7%87.7%87.7% 2,3812,3812,3812,381 10,02510,02510,02510,025 935935935935 9,0909,0909,0909,090 9.3%9.3%9.3%9.3%

純純純純固固固固定定定定資資資資産産産産税税税税 68,65868,65868,65868,658 75,56875,56875,56875,568 72,53672,53672,53672,536 3,0323,0323,0323,032 96.0%96.0%96.0%96.0% 2,3852,3852,3852,385 9,9919,9919,9919,991 819819819819 9,1729,1729,1729,172 8.2%8.2%8.2%8.2%

交交交交 付付付付 金金金金 2,0142,0142,0142,014 2,0142,0142,0142,014 2,0142,0142,0142,014 0000 100.0%100.0%100.0%100.0% 0000 0000 0000 0000 0.0%0.0%0.0%0.0%

小　　計小　　計小　　計小　　計 70,67270,67270,67270,672 77,58277,58277,58277,582 74,55074,55074,55074,550 3,0323,0323,0323,032 96.1%96.1%96.1%96.1% 2,3852,3852,3852,385 9,9919,9919,9919,991 819819819819 9,1729,1729,1729,172 8.2%8.2%8.2%8.2%

7,2527,2527,2527,252 7,5357,5357,5357,535 7,2017,2017,2017,201 334334334334 95.6%95.6%95.6%95.6% 182182182182 1,2631,2631,2631,263 181181181181 1,0821,0821,0821,082 14.3%14.3%14.3%14.3%

10,00010,00010,00010,000 7,8717,8717,8717,871 7,8717,8717,8717,871 0000 100.0%100.0%100.0%100.0% 0000 0000 0000 0000 0.0%0.0%0.0%0.0%

154,204154,204154,204154,204 165,568165,568165,568165,568 153,272153,272153,272153,272 12,29612,29612,29612,296 92.6%92.6%92.6%92.6% 4,9484,9484,9484,948 21,27921,27921,27921,279 1,9351,9351,9351,935 19,34419,34419,34419,344 9.1%9.1%9.1%9.1%

58,56558,56558,56558,565 58,56858,56858,56858,568 52,93552,93552,93552,935 5,6335,6335,6335,633 90.4%90.4%90.4%90.4% 5,6895,6895,6895,689 42,56742,56742,56742,567 3,3583,3583,3583,358 39,20939,20939,20939,209 7.9%7.9%7.9%7.9%
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 県県県県 支支支支 出出出出 金金金金 534534534534 0000 1111 事事事事 業業業業 費費費費 1,4211,4211,4211,421 925925925925

2222 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 321,387321,387321,387321,387 7,2337,2337,2337,233 2222 前前前前 年年年年 度度度度 繰繰繰繰 上上上上 充充充充 用用用用 金金金金 320,000320,000320,000320,000 315,817315,817315,817315,817

3333 予予予予 備備備備 費費費費 500500500500 0000

321,921321,921321,921321,921 7,2337,2337,2337,233 321,921321,921321,921321,921 316,742316,742316,742316,742

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 税税税税 64,25464,25464,25464,254 56,29256,29256,29256,292 1111 総総総総 務務務務 費費費費 21,41121,41121,41121,411 17,74017,74017,74017,740

2222 使使使使 用用用用 料料料料 及及及及 びびびび 手手手手 数数数数 料料料料 71717171 63636363 2222 保保保保 険険険険 給給給給 付付付付 費費費費 449,725449,725449,725449,725 406,733406,733406,733406,733

3333 国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 194,749194,749194,749194,749 136,594136,594136,594136,594 3333 後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者支支支支援援援援金金金金等等等等拠拠拠拠出出出出金金金金 55,32355,32355,32355,323 50,28950,28950,28950,289

4444 県県県県 支支支支 出出出出 金金金金 28,34028,34028,34028,340 13,37513,37513,37513,375 4444 前前前前期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者納納納納付付付付金金金金等等等等拠拠拠拠出出出出金金金金 42424242 33333333

5555 療療療療 養養養養 給給給給 付付付付 費費費費 交交交交 付付付付 金金金金 41,75541,75541,75541,755 30,27230,27230,27230,272 5555 老老老老 人人人人 保保保保 健健健健 拠拠拠拠 出出出出 金金金金 10101010 3333

6666 前前前前 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 交交交交 付付付付 金金金金 114,570114,570114,570114,570 104,122104,122104,122104,122 6666 介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 納納納納 付付付付 金金金金 27,13627,13627,13627,136 24,81724,81724,81724,817

7777 共共共共 同同同同 事事事事 業業業業 交交交交 付付付付 金金金金 161,714161,714161,714161,714 161,951161,951161,951161,951 7777 共共共共 同同同同 事事事事 業業業業 拠拠拠拠 出出出出 金金金金 145,499145,499145,499145,499 135,378135,378135,378135,378

8888 財財財財 産産産産 収収収収 入入入入 10101010 8888 8888 保保保保 健健健健 事事事事 業業業業 費費費費 5,6345,6345,6345,634 2,0562,0562,0562,056

9999 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 138,463138,463138,463138,463 28,39628,39628,39628,396 9999 諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金 20,85320,85320,85320,853 20,34220,34220,34220,342

10101010 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 1,0001,0001,0001,000 1,2291,2291,2291,229 10101010 予予予予 備備備備 費費費費 19,86819,86819,86819,868 0000

11111111 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 575575575575 901901901901

745,501745,501745,501745,501 533,203533,203533,203533,203 745,501745,501745,501745,501 657,391657,391657,391657,391歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 保保保保 険険険険 料料料料 92,30092,30092,30092,300 83,88583,88583,88583,885 1111 総総総総 務務務務 費費費費 25,00425,00425,00425,004 16,84916,84916,84916,849

2222 使使使使 用用用用 料料料料 及及及及 びびびび 手手手手 数数数数 料料料料 12121212 23232323 2222 保保保保 険険険険 給給給給 付付付付 費費費費 533,901533,901533,901533,901 485,205485,205485,205485,205

3333 国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 156,050156,050156,050156,050 135,828135,828135,828135,828 3333 地地地地 域域域域 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費 27,88227,88227,88227,882 21,78121,78121,78121,781

4444 支支支支 払払払払 基基基基 金金金金 交交交交 付付付付 金金金金 147,694147,694147,694147,694 134,559134,559134,559134,559 4444 諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金 12,36812,36812,36812,368 10,17910,17910,17910,179

5555 県県県県 支支支支 出出出出 金金金金 78,93178,93178,93178,931 78,89278,89278,89278,892 5555 予予予予 備備備備 費費費費 5,0005,0005,0005,000 0000

6666 財財財財 産産産産 収収収収 入入入入 1111 0000

7777 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 120,379120,379120,379120,379 0000

8888 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 6,1866,1866,1866,186 6,1866,1866,1866,186

9999 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 2,6022,6022,6022,602 2,6862,6862,6862,686

604,155604,155604,155604,155 442,059442,059442,059442,059 604,155604,155604,155604,155 534,014534,014534,014534,014

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 ササササ ーーーー ビビビビ スススス 収収収収 入入入入 20,02820,02820,02820,028 9,9829,9829,9829,982 1111 ササササ ーーーー ビビビビ スススス 事事事事 業業業業 費費費費 19,06519,06519,06519,065 19,06519,06519,06519,065

2222 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 0000 4,3404,3404,3404,340 2222 公公公公 債債債債 費費費費 863863863863 861861861861

3333 予予予予 備備備備 費費費費 100100100100 0000

20,02820,02820,02820,028 14,32214,32214,32214,322 20,02820,02820,02820,028 19,92619,92619,92619,926

款款款款 款款款款

歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計

歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計

　◎平成２７年度介護サービス事業特別会計収入及び支出状況　◎平成２７年度介護サービス事業特別会計収入及び支出状況　◎平成２７年度介護サービス事業特別会計収入及び支出状況　◎平成２７年度介護サービス事業特別会計収入及び支出状況
平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出

　◎平成２７年度介護保険事業特別会計収入及び支出状況　◎平成２７年度介護保険事業特別会計収入及び支出状況　◎平成２７年度介護保険事業特別会計収入及び支出状況　◎平成２７年度介護保険事業特別会計収入及び支出状況
平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出

款款款款 款款款款



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 分分分分 担担担担 金金金金 及及及及 びびびび 負負負負 担担担担 金金金金 720720720720 1,5501,5501,5501,550 1111 下下下下 水水水水 道道道道 費費費費 38,86138,86138,86138,861 23,14523,14523,14523,145

2222 使使使使 用用用用 料料料料 及及及及 びびびび 手手手手 数数数数 料料料料 14,62514,62514,62514,625 14,79014,79014,79014,790 2222 公公公公 債債債債 費費費費 73,67973,67973,67973,679 73,32173,32173,32173,321

3333 国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 5,5005,5005,5005,500 4,8004,8004,8004,800 3333 予予予予 備備備備 費費費費 874874874874 0000

4444 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 74,36774,36774,36774,367 0000

5555 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 1111 45454545

6666 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 1111 0000

7777 町町町町 債債債債 18,20018,20018,20018,200 0000

113,414113,414113,414113,414 21,18521,18521,18521,185 113,414113,414113,414113,414 96,46696,46696,46696,466

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 事事事事 業業業業 収収収収 入入入入 42,07242,07242,07242,072 40,47240,47240,47240,472 1111 事事事事 業業業業 費費費費 80,95780,95780,95780,957 38,74538,74538,74538,745

2222 国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 5,9925,9925,9925,992 0000 2222 公公公公 債債債債 費費費費 40,48140,48140,48140,481 40,32940,32940,32940,329

3333 県県県県 支支支支 出出出出 金金金金 13,33313,33313,33313,333 0000 3333 予予予予 備備備備 費費費費 1,0001,0001,0001,000 0000

4444 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 23,14023,14023,14023,140 0000

5555 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 5,6005,6005,6005,600 2,9532,9532,9532,953

6666 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 1111 13131313

7777 町町町町 債債債債 32,30032,30032,30032,300 0000

122,438122,438122,438122,438 43,43843,43843,43843,438 122,438122,438122,438122,438 79,07479,07479,07479,074歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計

歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計

歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出

款款款款 款款款款

歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計

◎平成２７年度下水道事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度下水道事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度下水道事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度下水道事業特別会計収入及び支出状況
平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

◎平成２７年度簡易水道事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度簡易水道事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度簡易水道事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度簡易水道事業特別会計収入及び支出状況
平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出

款款款款 款款款款



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 観観観観 光光光光 施施施施 設設設設 事事事事 業業業業 収収収収 入入入入 54,64654,64654,64654,646 51,22451,22451,22451,224 1111 観観観観 光光光光 施施施施 設設設設 事事事事 業業業業 費費費費 58,48358,48358,48358,483 48,61548,61548,61548,615

2222 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 2,4392,4392,4392,439 0000 2222 予予予予 備備備備 費費費費 1,0001,0001,0001,000 0000

3333 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 2,3982,3982,3982,398 5,0895,0895,0895,089

59,48359,48359,48359,483 56,31356,31356,31356,313 59,48359,48359,48359,483 48,61548,61548,61548,615

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

1111 後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療保保保保険険険険料料料料 27,70027,70027,70027,700 21,94321,94321,94321,943 1111 総総総総 務務務務 費費費費 1,0111,0111,0111,011 281281281281

2222 使使使使 用用用用 料料料料 及及及及 びびびび 手手手手 数数数数 料料料料 13131313 11111111 2222 後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療広広広広域域域域連連連連合合合合納納納納付付付付金金金金 47,86647,86647,86647,866 32,66632,66632,66632,666

3333 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 22,67322,67322,67322,673 19,36319,36319,36319,363 3333 諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金 110110110110 16161616

4444 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 500500500500 1,1841,1841,1841,184 4444 予予予予 備備備備 費費費費 2,0002,0002,0002,000 0000

5555 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 101101101101 24242424

50,98750,98750,98750,987 42,52542,52542,52542,525 50,98750,98750,98750,987 32,96332,96332,96332,963

款款款款 款款款款

款款款款 款款款款

歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出

歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計

◎平成２７年度後期高齢者医療保険事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度後期高齢者医療保険事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度後期高齢者医療保険事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度後期高齢者医療保険事業特別会計収入及び支出状況

◎平成２７年度観光施設事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度観光施設事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度観光施設事業特別会計収入及び支出状況◎平成２７年度観光施設事業特別会計収入及び支出状況
平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計



◎予算繰越の状況　一般会計繰越明許費◎予算繰越の状況　一般会計繰越明許費◎予算繰越の状況　一般会計繰越明許費◎予算繰越の状況　一般会計繰越明許費
（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

繰　越　額繰　越　額繰　越　額繰　越　額 収入済額収入済額収入済額収入済額 繰　越　額繰　越　額繰　越　額繰　越　額 支出済額支出済額支出済額支出済額

13131313 国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 73,70073,70073,70073,700 56,40556,40556,40556,405 2222 総総総総 務務務務 費費費費 38,60038,60038,60038,600 30,71430,71430,71430,714

14141414 県県県県 支支支支 出出出出 金金金金 10,43510,43510,43510,435 0000 3333 衛衛衛衛 生生生生 費費費費 7,8847,8847,8847,884 0000

18181818 繰繰繰繰 越越越越 金金金金 27,89727,89727,89727,897 27,89727,89727,89727,897 4444 衛衛衛衛 生生生生 費費費費 56,00656,00656,00656,006 56,00456,00456,00456,004

19191919 諸諸諸諸 収収収収 入入入入 3333 3333 6666 農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 業業業業 費費費費 8,3228,3228,3228,322 0000

20202020 町町町町 債債債債 121,200121,200121,200121,200 115,100115,100115,100115,100 7777 商商商商 工工工工 費費費費 64646464 0000

8888 土土土土 木木木木 費費費費 57,42557,42557,42557,425 40,03240,03240,03240,032

9999 消消消消 防防防防 費費費費 64,93464,93464,93464,934 58,91658,91658,91658,916

233,235233,235233,235233,235 199,405199,405199,405199,405 233,235233,235233,235233,235 185,666185,666185,666185,666歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　出

款款款款 款款款款



平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

（単位：㎡）（単位：㎡）（単位：㎡）（単位：㎡） （単位：㎡）（単位：㎡）（単位：㎡）（単位：㎡）

木　　造木　　造木　　造木　　造
（延面積）（延面積）（延面積）（延面積）

非 木 造非 木 造非 木 造非 木 造
（延面積）（延面積）（延面積）（延面積）

木　　造木　　造木　　造木　　造
（延面積）（延面積）（延面積）（延面積）

非 木 造非 木 造非 木 造非 木 造
（延面積）（延面積）（延面積）（延面積）

4,3674,3674,3674,367 1,2561,2561,2561,256

警警警警 察察察察 （（（（ 消消消消 防防防防 ）））） 施施施施 設設設設 1,9561,9561,9561,956 725725725725 警警警警 察察察察 （（（（ 消消消消 防防防防 ）））） 施施施施 設設設設

そそそそ のののの 他他他他 のののの 施施施施 設設設設 そそそそ のののの 他他他他 のののの 施施施施 設設設設

学学学学 校校校校 40,95340,95340,95340,953 196196196196 9,8919,8919,8919,891 学学学学 校校校校

公公公公 営営営営 住住住住 宅宅宅宅 12,38112,38112,38112,381 397397397397 4,7834,7834,7834,783 公公公公 営営営営 住住住住 宅宅宅宅

公公公公 園園園園 公公公公 園園園園

そそそそ のののの 他他他他 のののの 施施施施 設設設設 71,92971,92971,92971,929 3,9393,9393,9393,939 15,58315,58315,58315,583 そそそそ のののの 他他他他 のののの 施施施施 設設設設 510510510510 418418418418

12,50512,50512,50512,505

2,2802,2802,2802,280

39,01139,01139,01139,011

2,6402,6402,6402,640

9,2699,2699,2699,269

15,18315,18315,18315,183

131,586131,586131,586131,586 4,5324,5324,5324,532 32,23832,23832,23832,238 80,88880,88880,88880,888 510510510510 418418418418

3,288,6383,288,6383,288,6383,288,638

131,586131,586131,586131,586 4,5324,5324,5324,532 32,23832,23832,23832,238 3,369,5263,369,5263,369,5263,369,526 510510510510 418418418418

（単位：㎡）（単位：㎡）（単位：㎡）（単位：㎡）

面　　積面　　積面　　積面　　積

1,346,4241,346,4241,346,4241,346,424

1,942,2141,942,2141,942,2141,942,214

140,321140,321140,321140,321

3,428,9593,428,9593,428,9593,428,959

畑畑畑畑

宅宅宅宅 地地地地

雑雑雑雑 種種種種 地地地地

溜溜溜溜 池池池池

原原原原 野野野野

田田田田

雑雑雑雑 種種種種 地地地地

溜溜溜溜 池池池池

　　普通財産　　普通財産　　普通財産　　普通財産

区　　　　　分区　　　　　分区　　　　　分区　　　　　分

本本本本 庁庁庁庁 舎舎舎舎

そそそそ のののの 他他他他 のののの
行行行行 政政政政 財財財財 産産産産

公公公公 共共共共 用用用用
施施施施 設設設設

山山山山 林林林林

田田田田

畑畑畑畑

原原原原 野野野野

小　　　　計小　　　　計小　　　　計小　　　　計

本本本本 庁庁庁庁 舎舎舎舎

そそそそ のののの 他他他他 のののの
行行行行 政政政政 財財財財 産産産産

公公公公 共共共共 用用用用
施施施施 設設設設

宅宅宅宅 地地地地

土地（地積）土地（地積）土地（地積）土地（地積）
建　　　　　　　　物建　　　　　　　　物建　　　　　　　　物建　　　　　　　　物

◎町有財産の状況◎町有財産の状況◎町有財産の状況◎町有財産の状況

土地（地積）土地（地積）土地（地積）土地（地積）
建　　　　　　　　物建　　　　　　　　物建　　　　　　　　物建　　　　　　　　物

　　　行政財産　　　行政財産　　　行政財産　　　行政財産

○土地及び建物○土地及び建物○土地及び建物○土地及び建物

区　　　　　分区　　　　　分区　　　　　分区　　　　　分

土土土土 地地地地 のののの 権権権権 利利利利 のののの 区区区区 分分分分

合　　　　計合　　　　計合　　　　計合　　　　計

所所所所 有有有有

そそそそ のののの 他他他他 のののの 権権権権 限限限限 にににに よよよよ るるるる もももも のののの

分分分分 収収収収

小　　　　計小　　　　計小　　　　計小　　　　計

山山山山 林林林林

合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計

○山　　林○山　　林○山　　林○山　　林

合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計



○出資による権利○出資による権利○出資による権利○出資による権利
（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分 金   額金   額金   額金   額 区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分 金   額金   額金   額金   額

高高高高 知知知知 県県県県 漁漁漁漁 業業業業 信信信信 用用用用 基基基基 金金金金 協協協協 会会会会 16,150,00016,150,00016,150,00016,150,000 ここここ うううう ちちちち 長長長長 寿寿寿寿 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 158,000158,000158,000158,000

高高高高 知知知知 県県県県 農農農農 業業業業 信信信信 用用用用 基基基基 金金金金 協協協協 会会会会 5,910,0005,910,0005,910,0005,910,000 砂砂砂砂 防防防防 フフフフ ロロロロ ンンンン テテテテ ィィィィ アアアア 整整整整 備備備備 推推推推 進進進進 機機機機 構構構構 50,00050,00050,00050,000

高高高高 知知知知 県県県県 信信信信 用用用用 保保保保 証証証証 協協協協 会会会会 3,520,0003,520,0003,520,0003,520,000 暴暴暴暴 力力力力 追追追追 放放放放 県県県県 民民民民 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 基基基基 本本本本 財財財財 産産産産 522,674522,674522,674522,674

高高高高 知知知知 県県県県 青青青青 果果果果 物物物物 価価価価 格格格格 安安安安 定定定定 基基基基 金金金金 協協協協 会会会会 75,00075,00075,00075,000 高高高高 知知知知 県県県県 障障障障 害害害害 者者者者 スススス ポポポポ ーーーー ツツツツ 振振振振 興興興興 協協協協 会会会会 105,000105,000105,000105,000

高高高高 知知知知 県県県県 農農農農 業業業業 用用用用 廃廃廃廃 ププププ ララララ スススス チチチチ ッッッッ クククク 処処処処 理理理理 公公公公 社社社社 50,00050,00050,00050,000 高高高高 知知知知 県県県県 内内内内 水水水水 面面面面 種種種種 苗苗苗苗 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 1,190,0001,190,0001,190,0001,190,000

高高高高 知知知知 県県県県 家家家家 畜畜畜畜 畜畜畜畜 産産産産 物物物物 衛衛衛衛 生生生生 指指指指 導導導導 協協協協 会会会会 40,00040,00040,00040,000 エエエエ ココココ ササササ イイイイ クククク ルルルル 高高高高 知知知知 基基基基 本本本本 財財財財 産産産産 30,00030,00030,00030,000

芸芸芸芸 東東東東 森森森森 林林林林 組組組組 合合合合 出出出出 資資資資 金金金金 711,000711,000711,000711,000 消消消消 防防防防 団団団団 基基基基 金金金金 97,00097,00097,00097,000

高高高高 知知知知 県県県県 のののの いいいい ちちちち 動動動動 物物物物 公公公公 園園園園 運運運運 営営営営 基基基基 金金金金 800,000800,000800,000800,000 地地地地 方方方方 公公公公 共共共共 団団団団 体体体体 金金金金 融融融融 機機機機 構構構構 500,000500,000500,000500,000
高高高高知知知知県県県県中中中中小小小小企企企企業業業業情情情情報報報報セセセセンンンンタタタターーーー情情情情報報報報化化化化基基基基盤盤盤盤
整整整整 備備備備 促促促促 進進進進 事事事事 業業業業 基基基基 金金金金 100,000100,000100,000100,000 高高高高 知知知知 県県県県 森森森森 とととと 緑緑緑緑 のののの 会会会会 100,000100,000100,000100,000

高高高高 知知知知 県県県県 山山山山 村村村村 林林林林 業業業業 振振振振 興興興興 基基基基 金金金金 3,760,0003,760,0003,760,0003,760,000 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社 東東東東 洋洋洋洋 リリリリ ・・・・ ボボボボ ルルルル トトトト 5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000

安安安安 芸芸芸芸 広広広広 域域域域 ふふふふ るるるる ささささ とととと 市市市市 町町町町 村村村村 圏圏圏圏 基基基基 金金金金 74,370,00074,370,00074,370,00074,370,000 公公公公 益益益益 社社社社 団団団団 法法法法 人人人人 高高高高 知知知知 県県県県 建建建建 設設設設 技技技技 術術術術 公公公公 社社社社 30,00030,00030,00030,000

高高高高 知知知知 県県県県 文文文文 化化化化 財財財財 団団団団 391,000391,000391,000391,000 東東東東 洋洋洋洋 町町町町 スススス タタタタ ンンンン ププププ 会会会会 協協協協 同同同同 組組組組 合合合合 出出出出 資資資資 金金金金 20,00020,00020,00020,000

高高高高 知知知知 県県県県 国国国国 際際際際 交交交交 流流流流 協協協協 会会会会 1,207,0001,207,0001,207,0001,207,000

○有価証券○有価証券○有価証券○有価証券 平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

区　　　　　　　　分区　　　　　　　　分区　　　　　　　　分区　　　　　　　　分 株　　　　券株　　　　券株　　　　券株　　　　券

土土土土 佐佐佐佐 くくくく ろろろろ しししし おおおお 鉄鉄鉄鉄 道道道道 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社 1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000

阿阿阿阿 佐佐佐佐 海海海海 岸岸岸岸 鉄鉄鉄鉄 道道道道 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社 2,600,0002,600,0002,600,0002,600,000

平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在



○基　　　金○基　　　金○基　　　金○基　　　金
　　一般会計　　一般会計　　一般会計　　一般会計 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名 現  在  高現  在  高現  在  高現  在  高 基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名 現  在  高現  在  高現  在  高現  在  高

財財財財 政政政政 調調調調 整整整整 基基基基 金金金金 215,100215,100215,100215,100 中中中中山山山山間間間間ふふふふるるるるささささとととと水水水水とととと土土土土保保保保全全全全対対対対策策策策事事事事業業業業基基基基金金金金 11,80011,80011,80011,800

減減減減 債債債債 基基基基 金金金金 99,60099,60099,60099,600 奨奨奨奨 学学学学 基基基基 金金金金 24,42824,42824,42824,428

施施施施 設設設設 等等等等 整整整整 備備備備 基基基基 金金金金 300,703300,703300,703300,703 土土土土 地地地地 開開開開 発発発発 基基基基 金金金金 63,95863,95863,95863,958

消消消消 防防防防 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 基基基基 金金金金 8,3438,3438,3438,343 ふふふふ るるるる ささささ とととと づづづづ くくくく りりりり 基基基基 金金金金 4,9594,9594,9594,959

ふふふふ るるるる ささささ とととと 創創創創 生生生生 基基基基 金金金金 25,40025,40025,40025,400 防防防防 災災災災 対対対対 策策策策 加加加加 速速速速 化化化化 基基基基 金金金金 89,15089,15089,15089,150

ふふふふ るるるる ささささ とととと 創創創創 生生生生 育育育育 英英英英 基基基基 金金金金 26,80026,80026,80026,800

地地地地 域域域域 福福福福 祉祉祉祉 基基基基 金金金金 127,092127,092127,092127,092

国国国国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険事事事事業業業業特特特特別別別別会会会会計計計計 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名 現  在  高現  在  高現  在  高現  在  高

財財財財 政政政政 調調調調 整整整整 基基基基 金金金金 31,75031,75031,75031,750

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名 現  在  高現  在  高現  在  高現  在  高

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 介介介介 護護護護 給給給給 付付付付 費費費費 準準準準 備備備備 基基基基 金金金金 5,0655,0655,0655,065

平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在



基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名基　　　金　　　名 基　　金　　の　　目　　的　　及　　び　　運　　用基　　金　　の　　目　　的　　及　　び　　運　　用基　　金　　の　　目　　的　　及　　び　　運　　用基　　金　　の　　目　　的　　及　　び　　運　　用

財財財財 政政政政 調調調調 整整整整 基基基基 金金金金 町財政を円滑に調整するため、積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。町財政を円滑に調整するため、積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。町財政を円滑に調整するため、積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。町財政を円滑に調整するため、積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。

減減減減 債債債債 基基基基 金金金金
地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため積立て、経済情勢の急激な変動等により財源が不足す地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため積立て、経済情勢の急激な変動等により財源が不足す地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため積立て、経済情勢の急激な変動等により財源が不足す地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため積立て、経済情勢の急激な変動等により財源が不足す
る場合、償還期限を繰上げて地方債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。る場合、償還期限を繰上げて地方債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。る場合、償還期限を繰上げて地方債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。る場合、償還期限を繰上げて地方債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。

施施施施 設設設設 等等等等 整整整整 備備備備 基基基基 金金金金
町の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場合に町の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場合に町の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場合に町の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場合に
基金を取り崩して充当する。基金を取り崩して充当する。基金を取り崩して充当する。基金を取り崩して充当する。

消消消消 防防防防 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 基基基基 金金金金
町の消防施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場町の消防施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場町の消防施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場町の消防施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため積立て、土地、建物等の取得、修繕を行う場
合に基金を取り崩して充当する。合に基金を取り崩して充当する。合に基金を取り崩して充当する。合に基金を取り崩して充当する。

ふふふふ るるるる ささささ とととと 創創創創 生生生生 基基基基 金金金金
町の多様な歴史、伝統、文化、産業を活かし、独創的・個性的な地域づくりを推進するために積立て、人材町の多様な歴史、伝統、文化、産業を活かし、独創的・個性的な地域づくりを推進するために積立て、人材町の多様な歴史、伝統、文化、産業を活かし、独創的・個性的な地域づくりを推進するために積立て、人材町の多様な歴史、伝統、文化、産業を活かし、独創的・個性的な地域づくりを推進するために積立て、人材
育成、伝統文化、地場産業の育成を推進する場合に基金を取り崩して充当する。育成、伝統文化、地場産業の育成を推進する場合に基金を取り崩して充当する。育成、伝統文化、地場産業の育成を推進する場合に基金を取り崩して充当する。育成、伝統文化、地場産業の育成を推進する場合に基金を取り崩して充当する。

ふふふふ るるるる ささささ とととと 創創創創 生生生生 育育育育 英英英英 基基基基 金金金金
大学、専修学校及び専門学校に進学しようとする者のうち、品行方正、学業優秀にして経済的理由により大学、専修学校及び専門学校に進学しようとする者のうち、品行方正、学業優秀にして経済的理由により大学、専修学校及び専門学校に進学しようとする者のうち、品行方正、学業優秀にして経済的理由により大学、専修学校及び専門学校に進学しようとする者のうち、品行方正、学業優秀にして経済的理由により
修学困難である者のために勉学資金を貸付け、能力発揮の機会を与え、有為な人材を養成し、地域社会修学困難である者のために勉学資金を貸付け、能力発揮の機会を与え、有為な人材を養成し、地域社会修学困難である者のために勉学資金を貸付け、能力発揮の機会を与え、有為な人材を養成し、地域社会修学困難である者のために勉学資金を貸付け、能力発揮の機会を与え、有為な人材を養成し、地域社会
の発展に資するために基金を取り崩して充当する。の発展に資するために基金を取り崩して充当する。の発展に資するために基金を取り崩して充当する。の発展に資するために基金を取り崩して充当する。

地地地地 域域域域 福福福福 祉祉祉祉 基基基基 金金金金
地域のすべての人々が健康で生きがいをもち、安心して過ごせるような明るい活力ある長寿・福祉社会づく地域のすべての人々が健康で生きがいをもち、安心して過ごせるような明るい活力ある長寿・福祉社会づく地域のすべての人々が健康で生きがいをもち、安心して過ごせるような明るい活力ある長寿・福祉社会づく地域のすべての人々が健康で生きがいをもち、安心して過ごせるような明るい活力ある長寿・福祉社会づく
りを推進するため積立て、これら地域福祉に必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。りを推進するため積立て、これら地域福祉に必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。りを推進するため積立て、これら地域福祉に必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。りを推進するため積立て、これら地域福祉に必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。

中中中中山山山山間間間間ふふふふるるるるささささとととと水水水水とととと土土土土保保保保全全全全対対対対策策策策事事事事業業業業基基基基金金金金
地域住民が共同して行う土地改良施設の保全活動等を支援し、農業及び農村の活性化を図るために積立地域住民が共同して行う土地改良施設の保全活動等を支援し、農業及び農村の活性化を図るために積立地域住民が共同して行う土地改良施設の保全活動等を支援し、農業及び農村の活性化を図るために積立地域住民が共同して行う土地改良施設の保全活動等を支援し、農業及び農村の活性化を図るために積立
て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。

奨奨奨奨 学学学学 基基基基 金金金金
高等学校に進学しようとする者のうち、経済的理由により修学困難である者に対して奨学金として支給する高等学校に進学しようとする者のうち、経済的理由により修学困難である者に対して奨学金として支給する高等学校に進学しようとする者のうち、経済的理由により修学困難である者に対して奨学金として支給する高等学校に進学しようとする者のうち、経済的理由により修学困難である者に対して奨学金として支給する
ための基金で、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。ための基金で、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。ための基金で、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。ための基金で、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当する。

土土土土 地地地地 開開開開 発発発発 基基基基 金金金金
公共用地の先行取得により事業の円滑な実施を図るため、財産処分収入等を積立て、必要が生じた場合公共用地の先行取得により事業の円滑な実施を図るため、財産処分収入等を積立て、必要が生じた場合公共用地の先行取得により事業の円滑な実施を図るため、財産処分収入等を積立て、必要が生じた場合公共用地の先行取得により事業の円滑な実施を図るため、財産処分収入等を積立て、必要が生じた場合
に基金を取り崩して充当する。に基金を取り崩して充当する。に基金を取り崩して充当する。に基金を取り崩して充当する。

財財財財 政政政政 調調調調 整整整整 基基基基 金金金金
（（（（ 国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 ））））

国民健康保険事業の財源不足が生じた場合の財源として積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して国民健康保険事業の財源不足が生じた場合の財源として積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して国民健康保険事業の財源不足が生じた場合の財源として積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して国民健康保険事業の財源不足が生じた場合の財源として積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して
充当する。充当する。充当する。充当する。

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 介介介介 護護護護 給給給給 付付付付 費費費費 準準準準 備備備備 基基基基 金金金金
（（（（ 介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 ））））

介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るために積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当す介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るために積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当す介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るために積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当す介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るために積立て、必要が生じた場合に基金を取り崩して充当す
る。る。る。る。

ふふふふ るるるる ささささ とととと づづづづ くくくく りりりり 基基基基 金金金金
東洋町の特色を生かした活力と個性ゆたかなまちづくり、ふるさとづくりの資金として積立て、必要が生じた東洋町の特色を生かした活力と個性ゆたかなまちづくり、ふるさとづくりの資金として積立て、必要が生じた東洋町の特色を生かした活力と個性ゆたかなまちづくり、ふるさとづくりの資金として積立て、必要が生じた東洋町の特色を生かした活力と個性ゆたかなまちづくり、ふるさとづくりの資金として積立て、必要が生じた
場合に基金を取り崩して充当する。場合に基金を取り崩して充当する。場合に基金を取り崩して充当する。場合に基金を取り崩して充当する。

防防防防 災災災災 対対対対 策策策策 加加加加 速速速速 化化化化 基基基基 金金金金
災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため積立て、防災対策、防災対策を目的とする国等の補助事災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため積立て、防災対策、防災対策を目的とする国等の補助事災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため積立て、防災対策、防災対策を目的とする国等の補助事災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため積立て、防災対策、防災対策を目的とする国等の補助事
業における町負担及び防災対策に要した町債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。業における町負担及び防災対策に要した町債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。業における町負担及び防災対策に要した町債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。業における町負担及び防災対策に要した町債の償還の財源に充てる場合に基金を取り崩して充当する。



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

公共事業債公共事業債公共事業債公共事業債 518,014518,014518,014518,014 52,50052,50052,50052,500 48,70648,70648,70648,706 521,808521,808521,808521,808

一般単独事業債一般単独事業債一般単独事業債一般単独事業債 162,270162,270162,270162,270 53,00053,00053,00053,000 11,87911,87911,87911,879 203,391203,391203,391203,391

公営住宅建設事業債公営住宅建設事業債公営住宅建設事業債公営住宅建設事業債 60,75960,75960,75960,759 6,8776,8776,8776,877 53,88253,88253,88253,882

学校教育施設等整備事業債学校教育施設等整備事業債学校教育施設等整備事業債学校教育施設等整備事業債 82,88982,88982,88982,889 3,1403,1403,1403,140 79,74979,74979,74979,749

災害復旧事業債災害復旧事業債災害復旧事業債災害復旧事業債 5,7915,7915,7915,791 7,0007,0007,0007,000 970970970970 11,82111,82111,82111,821

過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債 1,452,4361,452,4361,452,4361,452,436 209,700209,700209,700209,700 37,12637,12637,12637,126 1,625,0101,625,0101,625,0101,625,010

財源対策債財源対策債財源対策債財源対策債 1,2951,2951,2951,295 168168168168 1,1271,1271,1271,127

税税補てん債税税補てん債税税補てん債税税補てん債 11,78211,78211,78211,782 1,9271,9271,9271,927 9,8559,8559,8559,855

臨時税収補てん債臨時税収補てん債臨時税収補てん債臨時税収補てん債 4,6644,6644,6644,664 1,5241,5241,5241,524 3,1403,1403,1403,140

県貸付金県貸付金県貸付金県貸付金 4,1324,1324,1324,132 4,1324,1324,1324,132 0000

減収補てん債減収補てん債減収補てん債減収補てん債 2,0492,0492,0492,049 437437437437 1,6121,6121,6121,612

臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債 1,092,3951,092,3951,092,3951,092,395 75,40075,40075,40075,400 72,84172,84172,84172,841 1,094,9541,094,9541,094,9541,094,954

緊急防災・減災事業債緊急防災・減災事業債緊急防災・減災事業債緊急防災・減災事業債 223,282223,282223,282223,282 241,500241,500241,500241,500 8,3818,3818,3818,381 456,401456,401456,401456,401

0000

0000

0000

計計計計 3,621,7583,621,7583,621,7583,621,758 639,100639,100639,100639,100 198,108198,108198,108198,108 4,062,7504,062,7504,062,7504,062,750

平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高
（見込額）（見込額）（見込額）（見込額）

平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高

平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在平成２８年３月３１日　現在

区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分

◎町債の現在高の状況（普通会計）◎町債の現在高の状況（普通会計）◎町債の現在高の状況（普通会計）◎町債の現在高の状況（普通会計）
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額



平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行予定額起債発行予定額起債発行予定額起債発行予定額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金 2,584,3132,584,3132,584,3132,584,313 387,800387,800387,800387,800 93,58193,58193,58193,581 2,878,5322,878,5322,878,5322,878,532

総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金 109,967109,967109,967109,967 20,64920,64920,64920,649 89,31889,31889,31889,318

総務省郵便貯金資金総務省郵便貯金資金総務省郵便貯金資金総務省郵便貯金資金 105,238105,238105,238105,238 11,65111,65111,65111,651 93,58793,58793,58793,587

地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 473,312473,312473,312473,312 146,200146,200146,200146,200 29,61029,61029,61029,610 589,902589,902589,902589,902

四国銀行四国銀行四国銀行四国銀行 115,397115,397115,397115,397 15,44015,44015,44015,440 99,95799,95799,95799,957

高知県（県貸付金）高知県（県貸付金）高知県（県貸付金）高知県（県貸付金） 4,1324,1324,1324,132 4,1324,1324,1324,132 0000

ＪＡ土佐あき農業協同組合ＪＡ土佐あき農業協同組合ＪＡ土佐あき農業協同組合ＪＡ土佐あき農業協同組合 229,399229,399229,399229,399 23,04523,04523,04523,045 206,354206,354206,354206,354

銀行等資金銀行等資金銀行等資金銀行等資金 105,100105,100105,100105,100 105,100105,100105,100105,100

計計計計 3,621,7583,621,7583,621,7583,621,758 639,100639,100639,100639,100 198,108198,108198,108198,108 4,062,7504,062,7504,062,7504,062,750

借入先名借入先名借入先名借入先名

◎町債の借入先別一覧表（普通会計）◎町債の借入先別一覧表（普通会計）◎町債の借入先別一覧表（普通会計）◎町債の借入先別一覧表（普通会計）
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額 平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高

（見込額）（見込額）（見込額）（見込額）
平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

0.5％以下0.5％以下0.5％以下0.5％以下 1.0％以下1.0％以下1.0％以下1.0％以下 1.5％以下1.5％以下1.5％以下1.5％以下 2.0％以下2.0％以下2.0％以下2.0％以下 2.5％以下2.5％以下2.5％以下2.5％以下 3.0％以下3.0％以下3.0％以下3.0％以下 3.5％以下3.5％以下3.5％以下3.5％以下 4.0％以下4.0％以下4.0％以下4.0％以下 4.5％以下4.5％以下4.5％以下4.5％以下 5.0％以下5.0％以下5.0％以下5.0％以下 5.5％以下5.5％以下5.5％以下5.5％以下 6.0％以下6.0％以下6.0％以下6.0％以下 6.5％以下6.5％以下6.5％以下6.5％以下 7.0％以下7.0％以下7.0％以下7.0％以下 7.0％超7.0％超7.0％超7.0％超

財政融資財政融資財政融資財政融資
資金資金資金資金

2,878,5322,878,5322,878,5322,878,532 534,271534,271534,271534,271 1,897,9351,897,9351,897,9351,897,935 234,499234,499234,499234,499 193,382193,382193,382193,382 11,79411,79411,79411,794 6,6516,6516,6516,651

簡易生命簡易生命簡易生命簡易生命
保険資金保険資金保険資金保険資金

89,31889,31889,31889,318 977977977977 23,27923,27923,27923,279 38,71538,71538,71538,715 24,61524,61524,61524,615 1,7321,7321,7321,732

郵便貯金郵便貯金郵便貯金郵便貯金
資金資金資金資金

93,58793,58793,58793,587 29,47129,47129,47129,471 16,34216,34216,34216,342 22,40022,40022,40022,400 25,37425,37425,37425,374

地方公共地方公共地方公共地方公共
団体金融団体金融団体金融団体金融
機構機構機構機構

589,902589,902589,902589,902 36,30136,30136,30136,301 391,525391,525391,525391,525 160,801160,801160,801160,801 1,2751,2751,2751,275

市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行 99,95799,95799,95799,957 44,01544,01544,01544,015 55,94255,94255,94255,942

その他金その他金その他金その他金
融機関融機関融機関融機関

206,354206,354206,354206,354 103,319103,319103,319103,319 57,08757,08757,08757,087 45,94845,94845,94845,948

銀行等資銀行等資銀行等資銀行等資
金金金金

105,100105,100105,100105,100 105,100105,100105,100105,100

計計計計 4,062,7504,062,7504,062,7504,062,750 706,120706,120706,120706,120 2,349,8172,349,8172,349,8172,349,817 544,298544,298544,298544,298 371,775371,775371,775371,775 57,74257,74257,74257,742 31,26631,26631,26631,266 0000 0000 1,7321,7321,7321,732 0000 0000 0000 0000 0000 0000

区　　分区　　分区　　分区　　分
平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年
度末現在度末現在度末現在度末現在
高（見込）高（見込）高（見込）高（見込）

◎町債の現在高の状況（普通会計）◎町債の現在高の状況（普通会計）◎町債の現在高の状況（普通会計）◎町債の現在高の状況（普通会計）
平成２８年３月３１日末現在高の利率別内 （見込）平成２８年３月３１日末現在高の利率別内 （見込）平成２８年３月３１日末現在高の利率別内 （見込）平成２８年３月３１日末現在高の利率別内 （見込）



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債 53,87853,87853,87853,878 19,70019,70019,70019,700 3,7923,7923,7923,792 69,78669,78669,78669,786

簡易水道事業債簡易水道事業債簡易水道事業債簡易水道事業債 443,233443,233443,233443,233 12,60012,60012,60012,600 27,14527,14527,14527,145 428,688428,688428,688428,688

計計計計 497,111497,111497,111497,111 32,30032,30032,30032,300 30,93730,93730,93730,937 498,474498,474498,474498,474

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債 5,2065,2065,2065,206 2,5862,5862,5862,586 2,6202,6202,6202,620

特定環境公共下水道事業債特定環境公共下水道事業債特定環境公共下水道事業債特定環境公共下水道事業債 649,396649,396649,396649,396 40,86240,86240,86240,862 608,534608,534608,534608,534

資本費平準化債資本費平準化債資本費平準化債資本費平準化債 269,896269,896269,896269,896 18,20018,20018,20018,200 13,08713,08713,08713,087 275,009275,009275,009275,009

計計計計 924,498924,498924,498924,498 18,20018,20018,20018,200 56,53556,53556,53556,535 886,163886,163886,163886,163

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債過疎対策事業債 7,5007,5007,5007,500 810810810810 6,6906,6906,6906,690

計計計計 7,5007,5007,5007,500 0000 810810810810 6,6906,6906,6906,690

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

財政安定化基金貸付金財政安定化基金貸付金財政安定化基金貸付金財政安定化基金貸付金 16,70016,70016,70016,700 5,6675,6675,6675,667 11,03311,03311,03311,033

計計計計 16,70016,70016,70016,700 0000 5,6675,6675,6675,667 11,03311,03311,03311,033

区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分 平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額 平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高

（見込額）（見込額）（見込額）（見込額）

区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分 平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額 平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高

（見込額）（見込額）（見込額）（見込額）

◎町債の現在高の状況（介護保険事業）◎町債の現在高の状況（介護保険事業）◎町債の現在高の状況（介護保険事業）◎町債の現在高の状況（介護保険事業）

平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高
（見込額）（見込額）（見込額）（見込額）区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分 平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高

平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額

平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高平成２８年３月末現在高
（見込額）（見込額）（見込額）（見込額）

◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）

平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在

区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分

◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額

◎町債の現在高の状況（下水道事業）◎町債の現在高の状況（下水道事業）◎町債の現在高の状況（下水道事業）◎町債の現在高の状況（下水道事業）



平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金 281,566281,566281,566281,566 32,30032,30032,30032,300 15,85415,85415,85415,854 298,012298,012298,012298,012

総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金 3,9283,9283,9283,928 1,9511,9511,9511,951 1,9771,9771,9771,977

地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 167,889167,889167,889167,889 10,42410,42410,42410,424 157,465157,465157,465157,465

四国銀行四国銀行四国銀行四国銀行 43,72843,72843,72843,728 2,7082,7082,7082,708 41,02041,02041,02041,020

計計計計 497,111497,111497,111497,111 32,30032,30032,30032,300 30,93730,93730,93730,937 498,474498,474498,474498,474

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金 263,534263,534263,534263,534 18,04718,04718,04718,047 245,487245,487245,487245,487

総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金総務省簡易生命保険資金 5,2065,2065,2065,206 2,5862,5862,5862,586 2,6202,6202,6202,620

地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 385,862385,862385,862385,862 22,81422,81422,81422,814 363,048363,048363,048363,048

四国銀行四国銀行四国銀行四国銀行 53,75053,75053,75053,750 1,9001,9001,9001,900 51,85051,85051,85051,850

徳島銀行徳島銀行徳島銀行徳島銀行 25,10025,10025,10025,100 0000 25,10025,10025,10025,100

ＪＡ土佐あき農業協同組合ＪＡ土佐あき農業協同組合ＪＡ土佐あき農業協同組合ＪＡ土佐あき農業協同組合 191,046191,046191,046191,046 11,18811,18811,18811,188 179,858179,858179,858179,858

銀行等資金銀行等資金銀行等資金銀行等資金 18,20018,20018,20018,200 18,20018,20018,20018,200

計計計計 924,498924,498924,498924,498 18,20018,20018,20018,200 56,53556,53556,53556,535 886,163886,163886,163886,163

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金財務省財政融資資金 7,5007,5007,5007,500 810810810810 6,6906,6906,6906,690

計計計計 7,5007,5007,5007,500 0000 810810810810 6,6906,6906,6906,690

平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

起債発行額起債発行額起債発行額起債発行額 元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額

財政安定化基金貸付金（高知県）財政安定化基金貸付金（高知県）財政安定化基金貸付金（高知県）財政安定化基金貸付金（高知県） 16,70016,70016,70016,700 5,6675,6675,6675,667 11,03311,03311,03311,033

計計計計 16,70016,70016,70016,700 0000 5,6675,6675,6675,667 11,03311,03311,03311,033

借入先名借入先名借入先名借入先名 平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額 平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末

現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）

◎町債の借入先別一覧表（介護保険事業）◎町債の借入先別一覧表（介護保険事業）◎町債の借入先別一覧表（介護保険事業）◎町債の借入先別一覧表（介護保険事業）

借入先名借入先名借入先名借入先名 平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額 平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末

現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）

◎町債の借入先別一覧表（介護サービス事業）◎町債の借入先別一覧表（介護サービス事業）◎町債の借入先別一覧表（介護サービス事業）◎町債の借入先別一覧表（介護サービス事業）

借入先名借入先名借入先名借入先名 平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額 平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末

現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）

◎町債の借入先別一覧表（簡易水道事業）◎町債の借入先別一覧表（簡易水道事業）◎町債の借入先別一覧表（簡易水道事業）◎町債の借入先別一覧表（簡易水道事業）

借入先名借入先名借入先名借入先名 平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高平成２６年度末現在高
平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額平成２７年度増減見込額 平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末平成２８年３月末

現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）現在高（見込額）

◎町債の借入先別一覧表（下水道事業）◎町債の借入先別一覧表（下水道事業）◎町債の借入先別一覧表（下水道事業）◎町債の借入先別一覧表（下水道事業）



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

0.5％以下0.5％以下0.5％以下0.5％以下 １.0％以下１.0％以下１.0％以下１.0％以下 1.5％以下1.5％以下1.5％以下1.5％以下 2.0％以下2.0％以下2.0％以下2.0％以下 2.5％以下2.5％以下2.5％以下2.5％以下 3.0％以下3.0％以下3.0％以下3.0％以下 3.5％以下3.5％以下3.5％以下3.5％以下 4.0％以下4.0％以下4.0％以下4.0％以下 4.5％以下4.5％以下4.5％以下4.5％以下 5.0％以下5.0％以下5.0％以下5.0％以下 5.5％以下5.5％以下5.5％以下5.5％以下 6.0％以下6.0％以下6.0％以下6.0％以下 6.5％以下6.5％以下6.5％以下6.5％以下 7.0％以下7.0％以下7.0％以下7.0％以下 7.0％超7.0％超7.0％超7.0％超

財政融資資財政融資資財政融資資財政融資資
金金金金

298,012298,012298,012298,012 41,40041,40041,40041,400 68,40068,40068,40068,400 2,8222,8222,8222,822 51,78851,78851,78851,788 125,074125,074125,074125,074 965965965965 7,5637,5637,5637,563

簡易生命保簡易生命保簡易生命保簡易生命保
険資金険資金険資金険資金

1,9771,9771,9771,977 1,9771,9771,9771,977

地方公共団地方公共団地方公共団地方公共団
体金融機構体金融機構体金融機構体金融機構

157,465157,465157,465157,465 95,37795,37795,37795,377 62,08862,08862,08862,088

市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行 41,02041,02041,02041,020 41,02041,02041,02041,020

計計計計 498,474498,474498,474498,474 41,40041,40041,40041,400 68,40068,40068,40068,400 4,7994,7994,7994,799 188,185188,185188,185188,185 187,162187,162187,162187,162 0000 0000 0000 0000 965965965965 0000 0000 0000 7,5637,5637,5637,563 0000

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

0.5％以下0.5％以下0.5％以下0.5％以下 １.0％以下１.0％以下１.0％以下１.0％以下 1.5％以下1.5％以下1.5％以下1.5％以下 2.0％以下2.0％以下2.0％以下2.0％以下 2.5％以下2.5％以下2.5％以下2.5％以下 3.0％以下3.0％以下3.0％以下3.0％以下 3.5％以下3.5％以下3.5％以下3.5％以下 4.0％以下4.0％以下4.0％以下4.0％以下 4.5％以下4.5％以下4.5％以下4.5％以下 5.0％以下5.0％以下5.0％以下5.0％以下 5.5％以下5.5％以下5.5％以下5.5％以下 6.0％以下6.0％以下6.0％以下6.0％以下 6.5％以下6.5％以下6.5％以下6.5％以下 7.0％以下7.0％以下7.0％以下7.0％以下 7.0％超7.0％超7.0％超7.0％超

財政融資資財政融資資財政融資資財政融資資
金金金金

245,487245,487245,487245,487 132,969132,969132,969132,969 59,52259,52259,52259,522 36,43436,43436,43436,434 16,56216,56216,56216,562

簡易生命保簡易生命保簡易生命保簡易生命保
険資金険資金険資金険資金

2,6202,6202,6202,620 2,6202,6202,6202,620

地方公共団地方公共団地方公共団地方公共団
体金融機構体金融機構体金融機構体金融機構

363,048363,048363,048363,048 61,32161,32161,32161,321 22,24822,24822,24822,248 249,266249,266249,266249,266 29,16329,16329,16329,163 1,0501,0501,0501,050

市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行 76,95076,95076,95076,950 55,10055,10055,10055,100 21,85021,85021,85021,850

その他その他その他その他
金融機関金融機関金融機関金融機関

179,858179,858179,858179,858 31,90031,90031,90031,900 58,27258,27258,27258,272 70,84970,84970,84970,849 18,83718,83718,83718,837

銀行等資金銀行等資金銀行等資金銀行等資金 18,20018,20018,20018,200 18,20018,20018,20018,200

計計計計 886,163886,163886,163886,163 0000 166,521166,521166,521166,521 83,14083,14083,14083,140 474,934474,934474,934474,934 48,00048,00048,00048,000 59,52259,52259,52259,522 36,43436,43436,43436,434 1,0501,0501,0501,050 16,56216,56216,56216,562 0000 0000 0000 0000 0000 0000

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

0.5％以下0.5％以下0.5％以下0.5％以下 １.0％以下１.0％以下１.0％以下１.0％以下 1.5％以下1.5％以下1.5％以下1.5％以下 2.0％以下2.0％以下2.0％以下2.0％以下 2.5％以下2.5％以下2.5％以下2.5％以下 3.0％以下3.0％以下3.0％以下3.0％以下 3.5％以下3.5％以下3.5％以下3.5％以下 4.0％以下4.0％以下4.0％以下4.0％以下 4.5％以下4.5％以下4.5％以下4.5％以下 5.0％以下5.0％以下5.0％以下5.0％以下 5.5％以下5.5％以下5.5％以下5.5％以下 6.0％以下6.0％以下6.0％以下6.0％以下 6.5％以下6.5％以下6.5％以下6.5％以下 7.0％以下7.0％以下7.0％以下7.0％以下 7.0％超7.0％超7.0％超7.0％超

財政融資資財政融資資財政融資資財政融資資
金金金金

6,6906,6906,6906,690 6,6906,6906,6906,690

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

0.5％以下0.5％以下0.5％以下0.5％以下 １.0％以下１.0％以下１.0％以下１.0％以下 1.5％以下1.5％以下1.5％以下1.5％以下 2.0％以下2.0％以下2.0％以下2.0％以下 2.5％以下2.5％以下2.5％以下2.5％以下 3.0％以下3.0％以下3.0％以下3.0％以下 3.5％以下3.5％以下3.5％以下3.5％以下 4.0％以下4.0％以下4.0％以下4.0％以下 4.5％以下4.5％以下4.5％以下4.5％以下 5.0％以下5.0％以下5.0％以下5.0％以下 5.5％以下5.5％以下5.5％以下5.5％以下 6.0％以下6.0％以下6.0％以下6.0％以下 6.5％以下6.5％以下6.5％以下6.5％以下 7.0％以下7.0％以下7.0％以下7.0％以下 7.0％超7.0％超7.0％超7.0％超

貸付金貸付金貸付金貸付金
(高知県）(高知県）(高知県）(高知県）

11,03311,03311,03311,033 無　　利　　子無　　利　　子無　　利　　子無　　利　　子

◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）◎町債の現在高の状況（簡易水道事業）

◎町債の現在高の状況（下水道事業）◎町債の現在高の状況（下水道事業）◎町債の現在高の状況（下水道事業）◎町債の現在高の状況（下水道事業）

区　　分区　　分区　　分区　　分
平成２7年度平成２7年度平成２7年度平成２7年度
末現在高(見末現在高(見末現在高(見末現在高(見

込）込）込）込）

平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）

平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）

◎町債の現在高の状況（介護保険事業）◎町債の現在高の状況（介護保険事業）◎町債の現在高の状況（介護保険事業）◎町債の現在高の状況（介護保険事業）

区　　分区　　分区　　分区　　分
平成２7年度平成２7年度平成２7年度平成２7年度
末現在高(見末現在高(見末現在高(見末現在高(見

込）込）込）込）

平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）

区　　分区　　分区　　分区　　分
平成２7年度平成２7年度平成２7年度平成２7年度
末現在高(見末現在高(見末現在高(見末現在高(見

込）込）込）込）

◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）◎町債の現在高の状況（介護サービス事業）

区　　分区　　分区　　分区　　分
平成２7年度平成２7年度平成２7年度平成２7年度
末現在高(見末現在高(見末現在高(見末現在高(見

込）込）込）込）

平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）平成２８年３月３１日 末 現 在 高 の 利 率 別 内 訳（見込）



区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分区　　　　　　　　　分 借　　入　　先借　　入　　先借　　入　　先借　　入　　先 借 入 残 高借 入 残 高借 入 残 高借 入 残 高

一一一一 時時時時 借借借借 入入入入 金金金金 四国銀行㈱四国銀行㈱四国銀行㈱四国銀行㈱                     0　円                    0　円                    0　円                    0　円

◎一時借入金の現在高◎一時借入金の現在高◎一時借入金の現在高◎一時借入金の現在高
平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在平成２８年３月３１日現在



【歳入】 3,065,4693,065,4693,065,4693,065,469 (平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)

款款款款 町税町税町税町税
地方譲与税・地方譲与税・地方譲与税・地方譲与税・
自動車取得自動車取得自動車取得自動車取得
税交付金等税交付金等税交付金等税交付金等

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税
交通安全対交通安全対交通安全対交通安全対
策特別交付策特別交付策特別交付策特別交付

金金金金

分担金及び分担金及び分担金及び分担金及び
負担金・使用負担金・使用負担金・使用負担金・使用
料及び手数料及び手数料及び手数料及び手数

料料料料

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金 県支出金県支出金県支出金県支出金 財産収入財産収入財産収入財産収入 寄附金寄附金寄附金寄附金 繰入金繰入金繰入金繰入金 繰越金繰越金繰越金繰越金 諸収入諸収入諸収入諸収入 町債町債町債町債

予算額予算額予算額予算額 159,152159,152159,152159,152 46,00046,00046,00046,000 1,449,2651,449,2651,449,2651,449,265 1111 27,47927,47927,47927,479 285,747285,747285,747285,747 257,445257,445257,445257,445 12,38812,38812,38812,388 3,1513,1513,1513,151 265,400265,400265,400265,400 1111 36,44036,44036,44036,440 523,000523,000523,000523,000

○平成２７年度　一般会計歳入歳出予算○平成２７年度　一般会計歳入歳出予算○平成２７年度　一般会計歳入歳出予算○平成２７年度　一般会計歳入歳出予算
（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

町税

5.2%

地方譲与税・自動車取得税交付金等

1.5%

地方交付税

47.3%

交通安全対策特別交付金

0.0%

分担金及び負担金・使用料及び手数

料

0.9%

国庫支出金

9.3%

県支出金

8.4%

財産収入

0.4%

寄附金

0.1%

繰入金

8.7%

繰越金

0.0%

諸収入

1.2%

町債

17.1%

町税

地方譲与税・自動車取

得税交付金等
地方交付税

交通安全対策特別交付

金
分担金及び負担金・使

用料及び手数料
国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

町債



【歳出】 3,065,4693,065,4693,065,4693,065,469 (平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)

款款款款 議会費議会費議会費議会費 総務費総務費総務費総務費 民生費民生費民生費民生費 衛生費衛生費衛生費衛生費 労働費労働費労働費労働費 農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費 商工費商工費商工費商工費 土木費土木費土木費土木費 消防費消防費消防費消防費 教育費教育費教育費教育費 災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費 公債費公債費公債費公債費 予備費予備費予備費予備費

予算額予算額予算額予算額 48,01748,01748,01748,017 592,670592,670592,670592,670 752,992752,992752,992752,992 203,714203,714203,714203,714 5555 124,309124,309124,309124,309 61,71061,71061,71061,710 317,137317,137317,137317,137 456,051456,051456,051456,051 236,510236,510236,510236,510 32,64032,64032,64032,640 236,108236,108236,108236,108 3,6063,6063,6063,606

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

議会費

1.6%

総務費

19.3%

民生費

24.6%

衛生費

6.6%

労働費

0.0%農林水産業費

4.1%

商工費

2.0%

土木費

10.3%

消防費

14.9%

教育費

7.7%

災害復旧費

1.1%

公債費

7.7%

予備費

0.1%

歳歳歳歳 出（目的別）出（目的別）出（目的別）出（目的別）

議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
予備費



【歳出】【歳出】【歳出】【歳出】 3,065,4693,065,4693,065,4693,065,469 (平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在)(平成２８年３月３１日現在) （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

款款款款 人件費人件費人件費人件費 物件費物件費物件費物件費 維持補修費維持補修費維持補修費維持補修費 扶助費扶助費扶助費扶助費 補助費等補助費等補助費等補助費等 公債費公債費公債費公債費 積立金積立金積立金積立金 出資金・貸付金出資金・貸付金出資金・貸付金出資金・貸付金 繰出金繰出金繰出金繰出金 投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費

予算額予算額予算額予算額 482,477482,477482,477482,477 590,551590,551590,551590,551 38,44838,44838,44838,448 153,106153,106153,106153,106 472,611472,611472,611472,611 236,108236,108236,108236,108 83,89583,89583,89583,895 2,4502,4502,4502,450 360,610360,610360,610360,610 645,213645,213645,213645,213

人件費

15.7%

物件費

19.3%

維持補修費

1.3%

扶助費

5.0%補助費等

15.4%

公債費

7.7%

積立金

2.7%

出資金・貸付金

0.1%

繰出金

11.8%

投資的経費

21.0%

歳歳歳歳 出（性質別）出（性質別）出（性質別）出（性質別）

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費等

公債費

積立金

出資金・貸付金

繰出金

投資的経費



人口人口人口人口 2,6962,6962,6962,696 人人人人 （平成２８年３月３１日現在）（平成２８年３月３１日現在）（平成２８年３月３１日現在）（平成２８年３月３１日現在） （単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

議会費議会費議会費議会費 総務費総務費総務費総務費 民生費民生費民生費民生費 衛生費衛生費衛生費衛生費 労働費労働費労働費労働費 農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費 商工費商工費商工費商工費

17,81017,81017,81017,810 219,833219,833219,833219,833 279,300279,300279,300279,300 75,56275,56275,56275,562 2222 46,10946,10946,10946,109 22,88922,88922,88922,889

土木費土木費土木費土木費 消防費消防費消防費消防費 教育費教育費教育費教育費 災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費 公債費公債費公債費公債費 予備費予備費予備費予備費 1人当たり1人当たり1人当たり1人当たり

117,632117,632117,632117,632 169,158169,158169,158169,158 87,72687,72687,72687,726 12,10712,10712,10712,107 87,57787,57787,57787,577 1,3381,3381,3381,338 1,137,0431,137,0431,137,0431,137,043

○町民１人あたりの普通会計の決算額は１，１３７，０４３円になります。


