
桜川市議会だより 第 39 号
平 成 27 年 ５ 月 １ 日 発 行

23

　　　　　　　　　　　　　
３月３日から 13 日までの

会期で開催され、多岐に

わたり審議が行われ

ました。

平成 27 年
第１回定例会

その他 ５億 1,750 万円その他 ５億 1,750 万円
繰入金 2,325 万円繰入金 2,325 万円

地方譲与税 ２億 6,503 万円地方譲与税 ２億 6,503 万円
繰越金 3 億円繰越金 3 億円

諸収入 ３億 5,490 万円諸収入 ３億 5,490 万円
地方消費税交付金
  ４億 7,714 万円
地方消費税交付金
  ４億 7,714 万円

　　　　　  市債
  11 億 360 万円
　　　　　  市債
  11 億 360 万円

市税
44 億 3,220 万円
市税
44 億 3,220 万円

　　　　県支出金
10 億 1,908 万円
　　　　県支出金
10 億 1,908 万円

　　   国庫支出金
17 億 9,727 万円
　　   国庫支出金
17 億 9,727 万円

一般会計

歳入
一般会計

歳入

地方交付税
56 億 9,000 万円
地方交付税
56 億 9,000 万円民生費

54 億 5,766 万円
民生費
54 億 5,766 万円

　　　     土木費
15 億 6,241 万円
　　　     土木費
15 億 6,241 万円 衛生費

17 億 8,671 万円
衛生費
17 億 8,671 万円

その他 3,448 万円その他 3,448 万円
商工費 １億 5,763 万円商工費 １億 5,763 万円

議会費 １億 8,063 万円議会費 １億 8,063 万円
　 農林水産業費
９億 6,702 万円
　 農林水産業費
９億 6,702 万円

　　　　　消防費
10 億 8,927 万円
　　　　　消防費
10 億 8,927 万円

　   　　　公債費
14 億 6,660 万円
　   　　　公債費
14 億 6,660 万円

　　　   　教育費
15 億 2,152 万円
　　　   　教育費
15 億 2,152 万円

総務費
17 億 2,398 万円
総務費
17 億 2,398 万円

一般会計

歳出
一般会計

歳出

諸支出金 3,205 万円諸支出金 3,205 万円

水　道　事　業	 12 億6,357 万8千円

特別会計 124 億 1,809 万 4 千円

事業会計

国 民 健 康 保 険	 69 億	5,432 万2 千円

農業集落排水事業	 4億1,555 万8千円

公共下水道事業	 7億2,328 万円	万円

介　護　保　険	 39億5,204 万9千円

介護サービス事業	 1,008 万9 千円

後期高齢者医療	 3億6,279 万6千円

159億８ , 000 万円

一般会計

平成 27年度

あらまし
　平成 27年度一般会計予算は、

総額 159億 8,000 万円で前年度

予算対比0.3％の増、特別会計予

算総額は 124 億 1,809 万 4,000

円で前年度予算対比 10.3％の増

となっています。

　また、水道事業会計は、12億

6,357 万 8,000 円で前年度予算

対比9.1％の減となっています。

　平成 27年度の一般会計予算、

特別会計予算、水道事業会計予算

の総額は、296億 6,167万 2,000

円で、前年度対比3.8％の増となっ

ています。

民生費
児童・高齢者・障がい
者等の福祉サービスの
充実や生活保護などに
使用するお金です。

用語解説

商工費
商工業の振興や、地
域の観光を発信する
ことなどに使われる
お金です。

土木費
道路などの建設や改
修、市営住宅の管理
運営などに使われる
お金です。

教育費
学校教育や生涯学習
の充実、スポーツ事
業の運営のために使
われるお金です。

農林水産業費
農林業の振興を図る
ための支援や改良、
生産基盤整備などに
使われるお金です。

衛生費
市民の健康の維持増
進や、ごみ処理、環
境保全に使用するお
金です。

総務費
選挙、税金の徴収、
戸籍管理のほか、庁
舎管理などに使われ
るお金です。

※万円未満切り捨て

平成 27年度予算
一般会計予算 可決
国民健康保険特別会計予算 可決
農業集落排水事業特別会計予算 可決
公共下水道事業特別会計予算 可決
介護保険特別会計予算 可決
介護サービス事業特別会計予算 可決
後期高齢者医療特別会計予算 可決
水道事業会計予算 可決

専決処分
工事請負契約の締結の議決事項変更 承認

平成 26 年度補正予算
一般会計補正予算（第６号） 可決
一般会計補正予算（第７号） 可決
国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可決
農業集落排水事業特別会計補正予算 可決
公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 可決
後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号） 可決
水道事業会計補正予算（第３号） 可決

条例の制定・改正

地域包括支援センター設置条例 可決

地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するため
に必要な基準を定める条例

可決

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例

可決

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例 可決

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例 可決

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正
する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

可決

介護保険条例の一部を改正する条例 可決

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例

可決

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

可決

工場誘致条例の一部を改正する条例 可決

産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産
税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

可決

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

可決

行政組織条例の一部を改正する条例 可決

行政手続条例の一部を改正する条例 可決

市立保育所設置条例の一部を改正する条例 可決

学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例

可決

伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を改正する条例 可決

人事・その他
人権擁護委員の推薦につき意見を求めること 適任
非核・平和都市宣言 可決
市道路線の廃止 可決
市道路線の認定 可決

議員提出議案
議会委員会条例の一部改正 可決
青木堰下流の桜川堤防構築等河川改修推進を求める意見書 可決

請願
真壁小学校・紫尾小学校の早期統合に関する請願書 採択
青木堰下流の桜川堤防構築等河川改修推進を求める請願書 採択

第１回定例会（3 月 3 日〜 13 日）


