
民生費 

2,811百万円 

（38.9%） 

総務費 

1,421百万円 

（19.6%） 

教育費 

547百万円 

（7.6%） 

衛生費 

686百万円 

（9.5%） 

公債費 

611百万円 

（8.4%） 

土木費 

154百万円 

（2.1%） 

農林水産業費 

280百万円 

（3.9%） 

消防費 

371百万円 

（5.1%） 

その他 

353百万円

（4.9%） 

町  税 

1,418百万円 

（19.6%） 

繰入金 

598百万円 

（8.3%） 

その他 

543百万円 

（7.5%） 

国庫支出金 

872百万円

（12.1%） 

地方交付税 

1,970百万円 

（27.2%） 

町債 

229百万円 

（3.2%） 

県支出金 

 667百万円 

（9.2%） 

使用料手数料 

131百万円 

（1.8%） 

諸収入 

96百万円 

（1.3%） 

歳 入 歳 出 

依存財源 

4,305百万円 

（59.5％） 

自主財源 

  2,929百万円 

（40.5％） 

性質別にみた歳出予算 

義務的経費 50.1％ 

36億2千8百万円 
投資的経費 1.6％ 

1億1千万円 

その他行政経費 48.3％ 

34億9千6百万円 

分担金負担金 

143百万円 

（2.0%） 

国有提供施

設交付金 

130百万円 

（1.8%） 交付金等 

437百万円 

（6.0%） 

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 災害復旧事業費 補助費等 物件費 その他 

11億7千2百万円 

(16.2%) 
 

 

18億4千4百円 

(25.5%) 

 
 

 

6億1千1百万円 

(8.4%) 
 

 

1億8百万円 

(1.5%) 
 

3百万円 

(0.1%) 
 

 

12億5千2百万円 

(17.3%) 
 

 

10億7千6百万円 

(14.9%) 
 

11億6千8百万円 

(16.1%) 
 

平成30年度当初予算についてお知らせします 

平成30年度の一般会計と各特別会計、水道事業会計の当初予算が承認されました。 

一般会計の当初予算は、２月に町長選挙が行われたため、政策的経費の計上を極力行わな

い「骨格予算」での編成となっています。 

政策的経費の予算化については、今後補正予算にて計上し、本格予算とする予定です。 

一般会計 

前年度対比 

↓16.9％ 

問合せ：総務財政課  

               中原悠一郎  

               ☎33-6011 



後期高齢者医療特別会計

合　　計

収入

支出
水道事業会計

西都児湯情報公開・個人情報保護審査会特別会計

3億5,288万7千円

3億8,659万7千円

14万1千円

△3,037万4千円

14万1千円 0千円

111億5,303万9千円

3億1,322万8千円

-0.1%

-16.9%

0.0%

27億8,264万5千円

15億4,558万9千円

3億8,679万7千円 △20万円

-27.2%

-2.5%介護保険特別会計

差　　引 伸 率会　計　名 平成30年度 平成29年度

一般会計

国民健康保険特別会計

72億3,371万6千円

20億2,525万7千円

15億732万8千円

△14億6,707万9千円

△7億5,738万8千円

△3,826万1千円

87億79万5千円 -16.9%

-8.8%

-13.3%△5,412万2千円

134億1,596万7千円

3億4,360万2千円

4億700万9千円

△22億6,292万8千円

会計別予算の状況 

【歳入】 地方消費税交付金

うち社会保障財源化分（税率引き上げ分）

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策経費

合計 2,714,318 1,343,762 299,883 1,070,673

298,148

2　社会保険費
国民健康保険事業、介
護保険事業など

348,768 99,794 0 248,974

3　保健衛生費
疾病予防対策事業、医
療提供体制確保事業、
高齢者医療事業など

371,637 47,676 25,813

523,551

2,714,318千円
（単位：千円）

区　　分 予算額
財源の内訳

国県支出金 その他特定財源 一般財源

1　社会福祉費

障がい者福祉事業、高
齢者福祉事業、児童福
祉事業、母子福祉事業
など

1,993,913 1,196,292 274,070

（151,579千円）

　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分につ
いては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成３０年度当初予算における社
会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

       320,000千円

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

実施される事業の概要 

産業振興 

教育振興 

健康福祉 

地方創生 

○こゆ地域づくり推進機構補助金  ３億２，３３０万円 

  ふるさと納税の返礼品にて地元商品のアピール等を図 

  る。 

○定住促進事業  ９００万円 

  新富町内に住宅を新築等により居住する方への建築費 

  用の一部助成。 

○はつらつ健康基金事業  ２，２００万１千円 

  がん検診で助成対象者の拡充を行い、早期発見早期治 

  療を図る。 

○子どものための教育・保育給付事業  ８億８７２万５千円 

  私立保育園施設型給付、幼稚園施設型給付及び認定こ 

  ども園施設型給付に伴う経費。 

○小中学校教育情報化整備事業  １，９８９万３千円 

  各小中学校に最新のパソコン、タブレットを導入し、デジタ 

  ル教育の強化を図る。 

○学力向上支援事業補助教員の配置  １，９９８万５千円 

  各小中学校に非常勤講師を配置し、学習の理解を深め 

  ることにより学力の向上を図る。 

○農業活性化プロジェクト事業  ９０８万２千円 

  町外新規就農者の受け入れ拡大のためカリキュラム等の 

  作成及び実践的な研修方法の確立を図る 

○地方創生推進交付金事業  ３，３５０万円 

  「農業と観光」、「産業と観光」など、様々な地域資源や産 

  業と観光を掛け合わせ、相乗効果を創り出す事業。 



平成３０年度　６月補正予算の主な事業

●充実した子育て支援 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

子育てサポート会員養成講座 40
育児をサポートする「子育てサポート会員」の養成を行い
ます。

放課後児童健全育成事業補助金 360
夏休み期間中に臨時の放課後児童クラブを開設するた
めの補助を行います。

学校施設整備事業 10,638
上新田学園プールの改修設計委託や富田小学校講堂の
耐力度調査を実施します。

●商工業の活性化

事　業　名 予算額 内　　容

新富町商工業振興補助金 4,400
商工業者が行う販促活動や個店の魅力創出、経営改善
や資質の向上、人材育成を図るための研修等に要する
経費へ補助を行います。

ふるさと納税推進事業 40,250
ふるさと納税の更なる増収や、町内地場産品等の流通促
進を図ります。

●医療・福祉の充実

事　業　名 予算額 内　　容

不妊治療費助成 750
特定及び一般不妊治療に必要な治療費の助成を行いま
す。

はつらつ健康基金積立金 15,262
町民が生涯を通じて、いきいきはつらつと暮らせる健康づ
くりを推進するため基金の積立てを行い、健康増進を図り
ます。

●住民サービスの向上

事　業　名 予算額 内　　容

町営住宅屋根・外壁等改修事業 89,279
新町新団地Ｂ，仲伏団地、柳田団地の外壁等改修工事を
実施します。

町営住宅防音事業 13,784 柳田南住宅の防音工事を実施します。

体育館コートライン画線工事 658
町体育館、西体育館のミニバレーコートラインの画線工事
を実施します。

　　「子や孫たちが必ず帰ってきたくなる町を目指して」
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●農業振興

事　業　名 予算額 内　　容

農業者年金加入促進助成 480
農業者の老後の安心・安定を確保するため農業者年金
政策支援制度新規加入者へ助成を行います。

水田農業特別対策事業補助金 5,000
転作作物生産の維持・拡大を図るため新規需要米や小
麦に対して助成を行います。

水田等有効活用促進事業補助金 4,500 小麦の安定した生産に必要な経費へ助成を行います。

新富町就農支援交付金 5,000
農業後継者等の確保や就農意欲の増進を図るため助成
を行います。

産地パワーアップ事業補助金 21,461
農作業の効率化、高収益化を図るため、資材導入に係る
補助を行います。

肉用牛増頭対策事業補助金 3,000
郡品評会一等以上・県内外の優良雌牛導入・自家保留牛
へ助成を行います。

肥育素牛導入対策事業補助金 2,400
町内で生産された肉用牛肥育素牛導入者へ助成を行い
ます。

乳用雌子牛増頭対策事業補助金 2,400 乳用後継牛の自家保留に対する助成を行います。

新田西地区ほ場整備事業 16,900
新田西地区ほ場整備に係る相続人調査、農地現況調
査、構想設計業務を実施します。

旧農道舗装撤去及び農道舗装コン
クリート支給事業

7,333
農道整備に必要な旧舗装の剥ぎ取りや生コンクリートの
支給等を行います。

新富町造林整備事業補助金 390
伐採後の造林面積を拡大させるため植栽に必要な経費
へ助成を行います。

富田浜入江係船場施設改修事業 6,189 老朽化した富田浜入江係船場の改修工事を実施します。

●防災・減災

事　業　名 予算額 内　　容

デジタル防災行政無線放送システム
整備事業

343,106 防災行政無線のデジタル化を行います。

全国瞬時警報システム機器更新 5,150
全国瞬時警報システム（Jアラート）の機器更新を行いま
す。

消防機械倉庫建設事業 27,434 消防団第4部機械倉庫建設工事を実施します。
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平成３０年度　９月補正予算の主な事業

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

新富町ＩＣＴ利活用における街づくり
支援事業

2,268
町内光ファイバー網を活用したＩＣＴ事業に係る手法の検
討及び技術検証

地域密着型サービス等整備助成事
業補助金

32,000 小規模多機能型居宅介護施設の建設に係る助成

排水路土砂撤去 2,297 大和排水路の土砂撤去

バス停留所屋根設置事業 3,000 バス停留所への屋根設置工事

道路改良事業 20,817
八幡～軍瀬線道路改良事業
六反田～浜線排水路整備事業
駅前周辺整備道路改良事業

学校給食配送車・配送備品整備事
業

13,083
富田給食共同調理場で使用する給食配送車及び配送備
品の整備

サッカースタジアム等用地取得事業 527,098
サッカースタジアム誘致やフットボールセンター整備等に
必要な用地の取得及び造成工事

　　「子や孫たちが必ず帰ってきたくなる町を目指して」

問合せ：財政課 

（担当）中原・黒木 ☎33-6011 



平成３０年度１２月補正予算の主な事業

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

屋外運動場設置事業 3,500
フットボールセンター整備に係る測量業務委託を行いま
す。

保育所等における業務効率化推進
事業補助金

1,500
保育士の業務負担軽減を図るＩＣＴ化のための備品購入
の補助を行います。

富田小学校配膳室建築事業 7,943
富田給食共同調理場の建築に伴い富田小学校へ配膳室
の整備を行います。

・被災農業者向け経営体育成支援
事業補助金
・酪農・肉用牛経営安定対策事業補
助金

123,722
台風24号により被災した農業者に対し、農産物の生産に
必要な施設の復旧等を支援します。

産地活性化総合対策事業補助金 3,093
台風24号により被災した農業者に対し、農産物の生産に
必要な種子・種苗等を支援します。

台風24号関連施設災害復旧費 24,167
台風24号により被害を受けた公共施設等の復旧を行いま
す。

　　「子や孫たちが必ず帰ってきたくなる町を目指して」

問合せ：財政課 

（担当）中原・黒木 ☎33-6011 


