未来へ、安定・堅実な財政運営を推進します

平成 31 年度一般会計予算
前年度から 9600 万円減少
▽

問い合わせ

歳入
繰入金
５億 1660 万円

県支出金
地方消費税交付金 その他
４億 8326 万円 ２億 6926 万円
１億 951 万円

使用料ほか
２億 2981 万円
地方交付税
22 億 2000 万円

自主財源 36％

国庫支出金
10 億 1675 万円

町債
９億 9860 万円

●
●

その他
９億
4875 万円

●

●

●

町税
12 億 2346 万円

財政係（☎２２３局３５７８）

依存財源 6 4 ％

【自主財源内、その他の内訳】
諸収入７億 9406 万円、繰越金 5000 万
円、分担金・負担金 5055 万円、財産
収入 3388 万円、寄付金 2026 万円

【依存財源内、その他の内訳】
地 方譲与税 3300 万円、配当割交付金 625 万円、株式等譲
渡所得割交付金 604 万円、自動車取得税交付金 1304 万円、
地方特例交付金 4841 万円、利子割交付金 277 万円

【主な増減の内訳】
・町税
市町村たばこ税の増税などにより 989 万円（0.8％）増加しています。
・地方消費税交付金 消費税の増税により 1798 万円（7.2％）増加しています。
・地方交付税
国の地方財政計画などにより２億円（9.9％）増加しています。
・国庫支出金
小
 中学校空調設備改修補助金の減などにより、２億 3347 万円（18.7％）減少しています。
・町債
総合体育館等施設改修事業の減などにより３億 1080 万円（23.7％）減少しています。

歳出
民生費
21 億 7465 万円

総務費
16 億 1061 万円

教育費
10 億 1707 万円

土木費
８億
3661 万円

公債費
７億
9807 万円

衛生費
① ②
③
６億
④
7298 万円
⑤

①農林水産業費  ２億 8224 万円、②商工費  ２億 4450 万円、
③消防費  ２億 3746 万円、④議会費  １億 1191 万円、⑤その他  2990 万円

【主な増減の内訳】
・民生費 緑ヶ丘保育所の民営化や中央幼稚園の認定こども園化による増などにより１億
2936 万円（6.3％）増加しています。
・総務費 庁 舎外壁改修工事や町民会館改修事業などを行うことにより 3 億 2934 万円
（25.7％）増加しています。
・教育費 総合体育館等施設改修事業や多目的グラウンド周辺整備事業の減などにより 7
億 5260 万円（42.5％）減少しています。
・土木費 丸の内団地整備事業費の減などにより 6397 万円（7.1％）減少しています。
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【用語の説明】

●自主財源

町が自主的に収
入できる財源
●依存財源
国や県の基準に
よ り 交 付 さ れ、
自主的に収入で
きない財源
●地方交付税
すべての地方公
共団体が一定水
準の行政サービ
スを提供できる
よう、国から配
分されるお金
●町債
町が国や銀行か
ら借入れるお金
※ポイント

町債の返済金に
は地方交付税で
措置されるもの
があります。芦
屋町の主な町債
である臨時財政
対策債は１０
０％、過疎対策
事業債は ％が
返済時に地方交
付税に増額され
ます。
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②

主な事業
第５次総合振興計画後期基本計画に基づき、次の事業に取り組みます。
※万円を四捨五入し、10 万円単位で記載（ただし、表示は万円単位）
※投資的事業は、10 万円を四捨五入し、百万単位で記載

１ 住民とともに進めるまちづくり
●ボランティア活動センター事業費 600 万円
●自治区活性化事業交付金

700 万円

２ 安全で安心して暮らせるまちづくり
●老朽危険家屋等解体補助金

750 万円

●消費者生活相談事業費

430 万円

●梅林公園周辺急傾斜地改修事業費 3150 万円
●消防無線機整備事業費

740 万円

３ 子どもがのびのびと育つまちづくり
●子ども医療費助成金
●出産祝金
●新婚 ･ 子育て世帯
民間賃貸住宅家賃補助金

6740 万円
960 万円
1340 万円

●小中学校・高校生等通学費補助金
● 35 人学級事業費

1740 万円
680 万円

●小中一貫教育推進事業費

1550 万円

●中学校空調整備事業費

3000 万円

４ いきいきと暮らせる笑顔のまちづくり
●巡回バス事業費
●老人憩の家運営事業費

2620 万円
2980 万円

５ 活力ある産業を育むまちづくり
●柏原漁港機能保全事業費
1 億 6900 万円
●創業等促進支援事業補助金
850 万円
●空き店舗活用事業補助金 230 万円
●あしや砂像展実行委員会補助金 2550 万円
●さわらサミット実行委員会補助金 330 万円

③

６ 環境にやさしく、快適なまちづくり

７ 心豊かな人が育つまちづくり

●緑ヶ丘団地整備事業費
●定住促進奨励金
●タウンバス運行事業費

●図書館運営費
●芦屋釜の里運営費
●町民会館改修事業費
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1 億 5300 万円
940 万円
7010 万円

2520 万円
4240 万円
2 億 3060 万円

モーターボート競走事業会計からの収益金
ボートレース芦屋ではさまざまな収益向上策
に取り組んでいるところですが、モーニングレ
ースによる電話投票の売り上げが好調で、平成
31 年度はモーターボート競走事業会計から６億
円の収益事業収入を見込んでいます。
この６億円は次の事業に活用し、芦屋町の活
性化や町民の皆さんの生活に役立てていきます。

移住・定住などの
住宅施策に役立てます

町民の皆さんが利用する
施設運営費に役立てます

●中古住宅解体後の新築住宅建築補助金 100 万円

●町民会館運営事業

●老朽危険家屋等解体補助金

300 万円

●老人憩の家運営事業 2900 万円

●住宅用太陽光発電システム設置補助金 100 万円

●レジャープールアクアシアン運営事業 300 万円

●新婚・子育て世帯民間賃貸住宅家賃補助金

●芦屋釜の里運営事業 1300 万円

1300 万円

 300 万円

商工業の振興に役立てます
●創業等促進支援事業補助金

800 万円

将来への備えに役立てます
●競艇収益まちづくり基金積立金

２億円

●空き店舗活用事業補助金 200 万円

皆さんの生活に役立てます
芦屋町の魅力を生かした
観光推進に役立てます
●祭りあしや実行委員会補助金

100 万円

●テレビ受信料半額補助金

1300 万円

●敬老祝金 900 万円
●出産祝金

500 万円

●あしや砂像展実行委員会補助金 2500 万円

●タウンバス・巡回バス運行事業 1500 万円

●あしや花火大会実行委員会補助金 1500 万円

●国民健康保険特別会計繰出金

5000 万円

●チャレンジショップ等観光推進事業 1100 万円

●国民宿舎特別会計繰出金

7800 万円

●下水道事業会計補助金

2000 万円

学校教育の支援に役立てます
●情報機器（ＩＣＴ）導入事業

6000 万円

●学力向上事業 1200 万円
●バス通学費補助金

1000 万円

※７月にＧⅡモーターボート大賞、10 月 31 日
からＧⅠ開設 67 周年記念競走を開催します。
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④

未来へ、安定・堅実な財政運営を推進します

特別会計予算
特別会計とは、特定の事業を行う場合や特定の収入により事業を行う場合、その事業の経理
をほかの会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているものです。
※万円未満は切り捨て

国民健康保険特別会計
収支

芦屋中央病院貸付金特別会計

16 億 8139 万円

農業、漁業、自営業の人や退職者の医療につ
いて、保険給付を行う制度です。
主な収入は、加入者が納める国保税（後期高
齢者支援金・介護保険料を含む）２億 3389 万円、
県からの補助金 12 億 6725 万円です。
主な支出は、保険給付費と国民健康保険事業

収支

４億 5657 万円

芦屋中央病院に関する町債の借り入れや、借
り入れた町債の返済を行うための特別会計です。
主な収入は医療機器購入に伴う町債の借り入
れで 9540 万円です。
主な支出は町債の返済費用で３億 6117 万円
です。

費納付金で全体の 93.4％を占めています。

公共下水道事業会計
後期高齢者医療特別会計
収支

２億 4809 万円

75 歳以上の高齢者などの医療について、保
険給付を行う制度です。
主な収入は、保険料１億 7035 万円、一般会
計繰入金 7107 万円です。
主な支出は、全体の 91.6％が後期高齢者医療
広域連合納付金です。

収益的収入
収益的支出

７億 4274 万円
７億 3636 万円

資本的収入
資本的支出

  4376 万円
２億 3858 万円

主な収益的収入は、下水道使用料３億 3804 万
円や一般会計からの補助金です。主な収益的支
かんきょ

出は、管 渠やポンプ場、浄化センターに要する
経費のほか、減価償却費や企業債支払利息です。
主な資本的収入は、企業債借入金、国庫補助

給食センター特別会計
収支

１億 3848 万円

給食センターでは、安心・安全でおいしい給

金（社会資本整備総合交付金）
、一般会計補助金
を計上しています。主な資本的支出は、下水道
ストックマネジメント計画策定委託と企業債元
金償還金などを計上しています。

食を目指して、毎日調理をしています。
主な収入は、学校給食費収入が 5903 万円、
一般会計からの繰入金 7742 万円です。
主な支出は、賄材料費のほか、給食調理業務
等委託料などを計上しています。

国民宿舎特別会計
収支

１億 795 万円

利用者サービスの向上などを目的に、指定管
理者制度を導入した経営の 14 年目です。
主な収入は、指定管理者からの納入金 2616
万円、一般会計からの繰入金 8006 万円です。
主な支出は、設備等改修工事、借入金元利償
還金を計上しています。

⑤
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モーターボート競走事業会計
収益的収入
収益的支出

  974 億 3987 万円
  957 億 1259 万円

資本的収入
資本的支出

    0.2 万円
112 億 8740 万円

主な収益的収入は、本場開催に伴う勝舟投票
券発売金 493 億 2000 万円や場外発売受託事業
収入です。
主な収益的支出は、売り上げに伴う払戻金や
交付金などの法定費、選手賞金、場外発売受託
事業費などです。
主な資本的支出は施設改良費や資産購入費な
どを計上しています。

