公共施設等整備

27億 885万円

5,546万円

一般会計の決算の状況

2億2,068万円

590万円

全基金合計

51億6,671万円

△ 3,013万円

歳出総額 71億3,096万円

前年度比 12億5,451万円（17.8％）増

前年度比 7億3,452万円（11.5％）増

⬆
⬇

町税
4億7,653万円（5.7％）

その他の自主財源

自主財源
26.7％

実質赤字比率(15％ )

H27

赤字なし

赤字なし

一般

比較

赤字なし

赤字なし

実質公債費比率(25％ )

5.0%

5.8%

△0.8％

将来負担比率(350％ )

なし

なし

−

連結実質赤字比率(20％ )

−

総務費
14億9,323万円
（20.9％）

16億7,260万円
（23.5％）

地方交付税
34億3,495万円（41.4％）

衛生費

依存財源
73.3％

年度末現在高
72億7,991万円

年度中増減

国庫支出金
5億9,851万円（7.2％）

10億1,190万円
県支出金

−

差し引き残額は11億7,627万円｡ うち繰越事業の
財源として翌年度に繰越す額が7億6,432万円の
ため、実質の差し引き残額は4億1,195万円です。

民生費

■地方債現在高（借入金）
会計区分

H28

町産材をふんだんに使用した江刈小学校の新校舎

7億5,939万円（10.7％）

■健全化判断比率
各指標(早期健全化基準)

状況についてお知らせします。

▲

財政健全化法に基づく指標の公表

は、いずれも法に定められている基準を下回りました。

平成28年度の決算が町議会９月定例会議で
認定されました。決算の概要からみた町の財政

歳入総額 83億 723万円

17億4,410万円（21.0％）

その他

建設事業などの投資的経費は︑

△,03,155万円

町は︑町民の皆さんが納め

7億6,343万円

前年度比で３億９６７９万円

地域づくり振興

た税金や国・県からの交付金︑

1,004万円

町債︵借入金︶などを財源に︑ ︵ ・７％︶増加しました︒主

6億2,081万円

なものは︑江刈小学校改築事

町債減債

未来を協創する高原文化のま

△,06,998万円

業５億３７７６万円︑養護老

▲
平成28年度決算における財政健全化法に基づく各指標

8億5,294万円

27

決算報告

未来を協創する 高原文化のまちづくりへ106億円

年度中増減

財政調整

ちの実現に向け︑さまざまな

1億5,234万円

人ホーム改築工事４億５２８

6億8,130万円

事業に取り組みました︒

6億7,215万円

９万円︑グリーンテージ改築

資本的

億

8億8,139万円

一般会計の歳入総額は

10億4,288万円

83

事業９０９８万円などとなっ

収益的

347万円

７２３万円で︑前年度に比べて

6,859万円

17

５つの特別会計の歳出決

国保
葛巻病院

7,206万円

12

ています︒

後期高齢者医療

34

億５４５１万円︵ ・８％︶

905万円

７

71

の増となりました︒同じく歳

2億 632万円

11

億８３４０万円

2億1,537万円

算総額は

農業集落排水

出総額は 億３０９６万円で︑

2,104万円

で︑前年度に比べて２億６９

4億8,652万円

前年度に比べて７億３４５２

5億 756万円

年度末現在高

６ ５ 万 円︵ ・２ ％︶ の 減 と

簡易水道

基金区分

万円︵ ・５％︶の増となり︑

3,892万円

なりました︒一般会計と特別

11億5,928万円

歳入︑歳出とも︑前年度を上

11億9,820万円

会計を合わせた歳出決算総額

■基金現在高（積立金）

差引

１

回る決算額となりました︒

国民健康保険

歳出

▲

は ０６億１４３６万円とな

歳入

基金および地方債現在高の状況

性質別にみると︑人件費な

区分

▲

り︑前年度を４億６４８７万

特別会計の決算の状況

◆商工費
成功店モデル創出・波及事業に･･･････････127万円
グリーンテージ改修事業に････････････ 9,098万円
◆土木費
道路長寿命化修繕工事に･･････････････ 2,253万円
町道茶屋場田子線道路改良事業に･･･ 1億6,265万円
町道愛羅瀬線改良事業に･･････････････ 1,034万円
町道町裏線改良工事に････････････････ 1,139万円
町営住宅長寿命化修繕計画策定事業に････376万円
◆消防費
第６分団屯所整備事業に･･････････････ 2,710万円
救助資機材搭載型小型ポンプ積載車整備事業に
･･･1,264万円
◆教育費
江刈小学校改築事業に････････････ 5億3,776万円
葛巻高校山村留学事業に･･･････････････ 409万円
高等学校教育振興事業に･･････････････ 1,060万円
教員住宅整備事業に･･････････････････ 4,301万円
総合運動公園野球場改修事業に･･･････ 6,454万円
いわて国体葛巻町開催実行委員会補助金に
･･･1,372万円
◆特別会計
葛巻病院改築事業に･･････････････ 6億4,922万円
江刈簡易水道整備事業に･･････････ 3億1,691万円
町設置型浄化槽建設事業に････････････ 5,033万円

どの義務的経費は︑前年度比

◆総務費
ICTまち・ひと・しごと創生事業に･･････ 2,379万円
定住促進住宅整備に･････････････････ 6,734万円
若者定住推進家賃助成事業に･････････････ 92万円
過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業に
･･･1,400万円
◆民生費
養護老人ホーム葛葉荘改築事業に･･ 4億5,912万円
乳幼児・児童・生徒医療費助成事業に･･･ 1,295万円
◆衛生費
マタニティライフサポート金に･･････････120万円
金属圧縮機更新工事に････････････････ 1,582万円
葛巻病院経営安定化対策に････････ 1億6,200万円
◆労働費
雇用促進補助金に････････････････････ 1,543万円
◆農林水産業費
山地酪農研修センター改修事業に･･････ 1,026万円
粗飼料生産基盤除染対策事業に････････ 9,570万円
輸入受精卵移植推進事業に･･････････････300万円
畜産クラスター運営費補助に････････････180万円
地区センター駐車場舗装整備事業に････ 1,260万円
バイオマス廃熱利用施設検討事業に･･････333万円
水洗化普及支援事業に･･････････････････913万円
林道案内沢線法面補強工事に････････････999万円
林道鷹ノ巣鰻沢線未端排水路整備工事に
･･･1,829万円

円︵４・６％︶上回りました︒

▲

で５４０万円︵０・３％︶の増︒

一般会計71億円の主な使いみち

平成28年度

簡易水道

13億3,078万円

1億4,908万円

農業集落排水

14億2,551万円

△ 3,378万円

国保葛巻病院

15億1,705万円

6億3,983万円

全会計

115億5,325万円

17億6,703万円

3億1,172万円（3.8％）

農林水産費
4億9,791万円（7.0％）

土木費
3億9,488万円（5.5％）

消防費
3億3,194万円（4.7％）

教育費
10億2,529万円（14.4％）

町債
15億4,885万円（18.6％）

公債費

その他の依存財源

その他

1億9,257万円（2.3％）

5億8,705万円（8.2％）
3億6,867万円（5.1％）

※決算額は、決算統計の金額です。
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