
はじめに

町民のみなさまには、日ごろから町政の各般にわたり、かずかずのご支援と

深いご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

本年度の予算は、国庫補助負担金改革、地方交付税の見直し、税源移譲、い

わゆる「三位一体改革」に対応し、最少の経費で最大の効果を挙げることを基

本として、時代の変化に柔軟に対応できる安定的な財政基盤を確立することを

目標に策定をしました。

本町では、行政の基本方針として「開かれた町政の推進」を掲げて、町が持

っている情報を積極的に公開し、町民が本当に必要としている行政サービスは

何かを住民と一緒に考え、行政だけがまちづくりを担う時代から、みんなが参

加するまちづくりの時代へ移行する方向に進めています。そのためにも、わか

りやすく説明する責任があります。

そこで、昨年に引き続き町民のみなさまが南風原町の予算を具体的に知って

いただくため内容をわかりやすく解説した「ハイさいよーさん～見るだけで、

すべてがわかる町のよさん～」を作成しました。

本書は、本年度に実施する事業について、図表や写真を用いながら、わかり

やすい言葉を使って作成してあります。ぜひ、手にとってみなさまの税金がど

んな使われ方をしているのか、目を通していただきたいと思います。

また、後半の資料編では、他の市町村と南風原町の現状を比較しながら、町

の財政（お金、財産）の状況や生活環境の整備状況など南風原町の実態を少し

でも理解していただけるよう工夫しています。

町民のみなさまが、本書により町の問題点、疑問点を発見していただき、よ

りよいまちづくりのための議論の一助として有効にご活用されますことを心か

ら願っています。

また、この説明書には、まだまだ多く改善すべき点がたくさんあると思いま

す。お気づきの点がありましたら、遠慮なくご意見をいただければ幸いです。

本年度も、町民をはじめ多くの皆様の町政への積極的な参加とご支援、ご協

力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

平成１８年６月

南風原町長 城間俊安
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平成１８年度町政運営方針と予算規模について

○町財政運営方針
三位一体改革の厳しい財政状況の中で、予算執行をはじめ、本町が抱えている課題の解決

にあたり、全職員一丸となって限られた予算で最大の効果が出せるよう行財政の効率的な運用
を図りながら、町民福祉の向上に全力を尽くします。

平成１８年度全会計の予算規模 予算総括表（特別会計を含む）
（単位：千円）

平成1８年度 平成1７年度 増減額 対前年度増
減率（％）

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝Ｄ Ｄ÷Ｂ

一 般 会 計 9,571,000 9,590,021 △ 19,021 △ 0.2

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計
下 水 道 事 業
特 別 会 計
老 人 保 健
特 別 会 計
区 画 整 理 事 業
特 別 会 計
用 地 取 得 事 業
特 別 会 計
農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計

合 計 16,536,372 17,110,498 △ 574,126 △ 3.4

会　計　別

606,032 571,825 34,207 6.0

1,835,818 1,774,186 61,632 3.5

1,306,686 1,845,804 △ 539,118 △ 29.2

35,319 36,048 △ 729 △ 2.0

127,576 234,053 △ 106,477 △ 45.5

3,053,941 3,058,561 △ 4,620 △ 0.2

平成1８年度南風原町予算（会計別）
予算総額　16,536,372千円

農業集落排水事業
特別会計

127,576千円
0.8%

用地取得事業特別会計
35,319千円

0.2%

区画整理事業特別会計
1,306,686千円

7.9%
老人保健特別会計

1,835,818千円
11.1%

下水道事業特別会計
606,032千円

3.7%

国民健康保険特別会計
3,053,941千円

18.5%

一般会計
9,571,000千円

57.9%

平成１８年度町政運営方針と予算規模
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町の実施計画（３年計画）にもとづいた平成１８年度事業別一覧表
Ⅰ 自然と人にやさしいうるおいのあるまちをめざして

（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ

街路事業（宮平学校線その１） 9,000 都市計画課 17

街路事業（宮平学校線その２）文化センター前 21,000 都市計画課 17

まちづくり団体支援事業 54 都市計画課 21

都市計画振興事業 956 都市計画課 21

町道維持管理事業 1,415 建設総務課 23

町道所有権移転登記等整備事業 70 建設総務課 23

道路台帳整備事業 100 建設総務課 23

地方道路改修事業（町道１８号線） 5,000 建設総務課 24

地方道路改修事業（町道４９号線） 11,000 建設総務課 26
公共交通機
能の整備 生活路線バス確保対策事業 30 総務課 28

土地区画整理事業 （津嘉山北地区） 121,507 区画整理課 29

土地区画整理事業特別会計繰出金 15,057 都市計画課 32

地方改善施設整備事業(本部地区) 500 建設総務課 33

地方改善施設整備事業(津嘉山地区) 500 建設総務課 34

公共下水道補助事業費 30,000 都市計画課 36

公共下水道維持管理費 378 都市計画課 37

下水道使用料徴収事務委託 896 都市計画課 37

下水道台帳整備委託料 200 都市計画課 37

流域下水道維持管理負担金 7,117 都市計画課 37

流域下水道建設事業負担金 3,205 都市計画課 38

水洗化普及促進 200 都市計画課 38

下水道事業特別会計繰出金 15,649 都市計画課 38

農業集落排水事業（神里地区） 1,485 都市計画課 42

農業集落排水事業（宮城地区） 10,145 都市計画課 43

集落排水事業特別会計繰出金 2,327 建設総務課 44
上水道の整
備 水源確保対策事業 342 総務課

44

自然保護・愛護運動 42 総務課 45

造林事業 141 経済振興課 46

黄金森公園整備事業 25,000 都市計画課 47

花・水・緑の大回廊公園整備事業 3,000 都市計画課 49

新川公園整備事業 12,000 都市計画課 51

その他公園管理運営事業 861 都市計画課 53

道路の整
備

集落環境
の整備

緑あふれ
る環境づ
くり
特色ある
公園づく
り

下水道の
整備

道路･交通･
情報網の確
立

市街地･集
落環境の整
備

公園･緑地
の整備

上･下水道
の整備

事業別予算一覧まちの予算
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事業別予算一覧まちの予算

Ⅱ 暮らしやすい環境のまちをめざして
（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ

防災体制の強化 24 総務課 54
沖縄県総合行政情報通信ネットワーク整備事業 172 総務課 54
人権擁護団体の育成 9 総務課 54

防犯対策事業 215 総務課 55
消防･救急体
制の強化

消防体制の
強化 消防力の整備強化 33,180 総務課 56

交通安全施設事業 500 建設総務課 57
交通安全組織の強化事業 78 総務課 58

ごみ処理対策事業 14,150 環境保健課 59

環境整備基金事業 1 環境保健課 60

一般廃棄物処理施設建設等基金積立金 722 環境保健課 60

リサイクル基金積立金 722 環境保健課 61

ごみ減量促進事業 785 環境保健課 61

環境教育事業 13 環境保健課 61

環境美化推進事業 136 環境保健課 62

新最終処分場建設事業 789 環境保健課 62

指定ごみ袋還元基金事業 1,850 環境保健課 63
し尿処理 し尿処理事業 3,284 環境保健課 64
公害防止 公害対策事業 115 環境保健課 65

そ族昆虫対策事業 160 環境保健課 67
野犬等対策事業 18 環境保健課 68

地域防災･
防犯体系の
確立

防災体制
の強化

ごみ処理

交通安全の
推進

環境衛生･
公害防止の
推進

ハブ･野犬･
野鼠及び害
虫等の対策

交通安全思
想の普及と
啓蒙
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事業別予算一覧まちの予算

Ⅲ ちむぐくるでつくる福祉のまちをめざして
（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ

包括的支援事業 2,070 高齢･障がい福祉課 69

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ運営事業（地域型） 985 高齢･障がい福祉課 69
国民健康保険事業 305,394 国民健康保険課 70

健康づくり事業 1,266 国民健康保険課 73

保険税収納率向上特別対策事業 1,783 国民健康保険課 75

国民健康保険特別会計繰入 35,833 国民健康保険課 77

予防接種事業 4,427 環境保健課 78
結核対策事業 285 環境保健課 80

健康づくり推進事業 41 環境保健課 81

１才６ヵ月児健診 204 環境保健課 81
歯の健康フェアー（デンタルフェアー） 32 環境保健課 82

乳児健康診査 459 環境保健課 82

妊産婦健康診査 555 環境保健課 82

妊産婦新生児訪問指導 65 環境保健課 83
３才児健診 242 環境保健課 83

婦人がん検診事業 667 環境保健課 83
老人保健対策事業（健康相談･訪問指導･健康手帳交付） 29 環境保健課 83

老人保健対策事業（健康教育） 36 環境保健課 84

住民健診（健康診査）事業 3,583 環境保健課 85

児童館運営活動費 2,088 民生総務課 87
放課後児童対策事業（県児童健全育成事業補助金） 2,031 民生総務課 88
児童館母親クラブ補助（県児童健全育成事業補助金） 76 民生総務課 88

児童措置事業（保育所運営費） 107,734 民生総務課 89

特別保育事業 5,895 民生総務課 90

児童家庭相談事業 241 民生総務課 92

乳児保健事業 73 環境保健課 93

母子保健推進事業 212 環境保健課 93

地域保健福
祉のﾈｯﾄﾜｰｸ
の確立

総合相談と
情報提供の
充実

健康づく
りの推進

子育て支
援と子ど
もの健全
育成
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事業別予算一覧まちの予算

Ⅲ ちむぐくるでつくる福祉のまちをめざして

（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ

寝たきり老人見舞金支給事業 30 高齢･障がい福祉課 94

老人日常生活用具給付事業 19 高齢･障がい福祉課 94
外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 258 高齢･障がい福祉課 95

高齢者地域支援体制整備・評価事業 209 高齢･障がい福祉課 95

介護予防事業 2,147 高齢･障がい福祉課 97

家族介護支援事業 45 高齢･障がい福祉課 99

補装具給付事業 794 高齢･障がい福祉課 99
更生訓練費等給付事業 111 高齢･障がい福祉課 100

身心障害者居宅介護支援費 2,204 高齢･障がい福祉課 100

身心障害者短期入所支援費 273 高齢･障がい福祉課 100

心身障害者（児）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ支援費 794 高齢･障がい福祉課 101

障害者支援費管理事業 51 高齢･障がい福祉課 101

身体障害者日常生活用具給付事業 195 高齢･障がい福祉課 101

進行性筋萎縮症者措置費 888 高齢･障がい福祉課 101
知的障害者地域生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）事業 316 高齢･障がい福祉課 102

社会事業授産施設等事務費 68 高齢･障がい福祉課 102

児童手当事業 33,515 民生総務課 103
長期療養者に対する生活援助費の支給事業 48 民生総務課 104

老人保健特別会計繰入金 13,814 国民健康保険課 105

老人保健医療適正化事業 524 国民健康保険課 106

老人医療対策事業 400 国民健康保険課 107
老人福祉医療助成金支給事業 240 高齢･障がい福祉課 108

介護用品支給事業 90 高齢･障がい福祉課 108

重度心身障害者医療助成事業 4,447 高齢･障がい福祉課 109

更生医療給付事業 1,428 高齢･障がい福祉課 109

母(父)子社会福祉事業 1,002 高齢･障がい福祉課 110

乳幼児医療費助成事業 5,892 高齢･障がい福祉課 110

地域保健福
祉のﾈｯﾄﾜｰｸ
の確立

経済生活
の安定

生活支援
サービス
の充実
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事業別予算一覧まちの予算

Ⅲ ちむぐくるでつくる福祉のまちをめざして

（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ
総合拠点施
設の整備 保健ｾﾝﾀ-建設事業 3,550 環境保健課 111

法人保育園補助金（単独事業） 1,282 民生総務課 112
認可外保育園補助 850 民生総務課 113

障害児通園（ディサービス）事業 197 民生総務課 113
各種援護措置の実施事業 587 高齢･障がい福祉課 115

身体障害者施設訓練等支援事業 7,530 高齢･障がい福祉課 115
知的障害者援護施設支援事業 10,163 高齢･障がい福祉課 116

住宅の整備
促進 緊急通報体制等整備事業 81 高齢･障がい福祉課

117

遊び場設置補助金 31 民生総務課 118

広域事務組合への負担金 22,296 高齢･障がい福祉課
118

社会福祉に
対する理解
と参加の促
進

ボランティア活動補助金 35 民生総務課 119

民間地域福
祉推進体制
の整備

社会福祉団体の育成（民生部） 7,160 民生総務課 120

高齢者祝金等支給事業 125 高齢･障がい福祉課 121
老人クラブ活動補助金支給事業 168 高齢･障がい福祉課 121

小規模共同作業所設置事業 1,100 高齢･障がい福祉課 121
身体障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会 20 高齢･障がい福祉課 122

福祉団体の育成強化事業 80 高齢･障がい福祉課 122

敬老会事業 81 高齢･障がい福祉課 122
南風原町社会参加促進事業 439 高齢･障がい福祉課 123

社会福祉団体の育成（総務部） 105 総務課 124
精神保健事業 30 環境保健課 125

入所施設
の整備

福祉のまち
づくりの推
進

社会活動
への参加

ちむぐくる
で支えあう
社会の実現

施設の整備
とマンパ
ワーの確保

安心して暮
らせるまち
づくり

通所施設
の整備
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事業別予算一覧まちの予算

Ⅳ 豊かな心を育てる人づくりをめざして

（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ

英会話教育の充実 1,489 教育総務課 126

学校教育の充実 1,467 教育総務課 127
教科書改定事業 652 教育総務課 128

就学奨励事業 2,665 教育総務課 128
国際交流の充実事業 1 文化課 129

教育体制の
充実 「心の教室相談員」配置活用事業 127 教育総務課 132

学校施設等整備職員配置事業 468 教育総務課 133

学校プール管理人配置事業（小学校） 86 教育総務課 133
私立幼稚園就園奨励事業 500 教育総務課 133

ヘルパー設置事業 1,542 教育総務課 133
学校警備員配置事業 1,211 教育総務課 134

預かり保育事業 867 教育総務課 134

南風原中学校校舎危険改築事業 57,530 教育総務課 134
津嘉山小学校周辺里道整備事業 1,522 教育総務課 135

図書館システム整備事業 131 教育総務課 135
学校給食用材料費 17,791 給食共同調理場 136

共同調理場施設委託費 410 給食共同調理場 136
給食調理器の修繕などの整備費 2,561 給食共同調理場 137

教育･学習
環境の整備
充実

教育･学習
内容の充
実

教育･学習
環境の整
備

学校給食
の充実



- 8 -

Ⅳ 豊かな心を育てる人づくりをめざして

（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ

社会教育研修会事業 45 生涯学習振興課 138
社会教育補助金及び負担金 719 生涯学習振興課 138

社会教育指導員の配置事業 108 生涯学習振興課 140
公民館活動の充実事業 1,549 生涯学習振興課 140

各種スポーツ教室 1,138 生涯学習振興課 141

町陸上競技場管理運営事業 1,635 生涯学習振興課 143
生涯学習
施設の整
備

図書の整備充実事業 434 生涯学習振興課 144

子ども平和学習交流事業 72 文化課 145
町史発刊事業 278 文化課 147

開発調整に伴う発掘調査事業 30 文化課 147
伝統芸能復活補助金 15 文化課 148

南風原陸軍病院壕保存活用整備事業 130 文化課 148

かすり太鼓事業 5 生涯学習振興課 149
南風原町文化協会補助金 150 文化課 149

施設の整備 文化センター移転事業 41,184 文化課 150
南風原町放送施設設置補助金 43 総務課 151

区長・自治会長事務委託事業 3,543 総務課 151
国内･国際交
流の推進

交流推進体
制確立 南風原町育英会事業 450 生涯学習振興課 152

生涯学習･
スポーツの
振興

町民文化の
創造と継承

地域コミュ
ニティの充
実

芸術・文化
活動の推進

コミュニ
ティ施設の
整備･拡充

文化財の
保護･継承

生涯学習
振興体制
の確立
生涯学習
活動の充
実

事業別予算一覧まちの予算
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Ⅴ 未来を拓く活力に満ちたまちをめざして

（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ
農業基盤の
整備 ため池等整備事業（神里地区） 1,284 建設総務課 153
担い手の育
成 農業団体育成強化 55 経済振興課 154

病害虫及び野そ用薬品費 83 経済振興課 155

農業経営基盤促進対策事業 32 経済振興課 155

さとうきび苗ほ設置 104 経済振興課 156

畜産公害対・環境保全対策事業 90 経済振興課 156

家畜伝染病予防事業 227 経済振興課 156

地力増強対策事業 508 経済振興課 157

農業共済普及推進事業 80 経済振興課 157

ビニールハウス設置事業 50 経済振興課 158

伝統的技術の向上と継承の促進事業 28 経済振興課 159

琉球かすりの振興及び育成事業 1,887 経済振興課 159

商工会の育成強化 756 経済振興課 161

ふるさと博覧会補助事業 800 経済振興課 162

勤労者保健事業 175 経済振興課 163
経営の近代
化 経営の近代化事業 1,000 経済振興課 163
商工振興事
業 南風原町緊急雇用対策事業 280 経済振興課 164
魅力ある拠
点の形成 庁舎建設事業 1,275 総務課 165
産業振興の
支援強化 中小企業者の信用保証 162 経済振興課 165

商業の振興

農業経営
の強化

農業生産
の振興

工芸産業
の振興

広域的な商
活動の拠点
づくりの推
進

拠点づくり
の推進

農業の振興

工業の振興

事業別予算一覧まちの予算
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Ⅵ まちづくり推進のために

（単位：万円）

施策の大綱 基本計画 事業名 事業費 担当課 ページ

非核地域宣言普及事業 2 総務課 166

町制施行記念事業 79 総務課 166

町成人式事業 7 総務課 167

選挙事業 2,346 総務課 167

女性政策推進事業 163 総務課 168

情報公開及び個人情報保護制度事業 30 総務課 169
広報･広聴
活動の充実 広報公聴活動の強化 556 企画財政課 170

職員研修会事業・計画的な職員研修 157 総務課 171

例規集のデジタル化事業 1,071 総務課 171

住基・印鑑登録事務事業 473 住民課 172

戸籍事務事業 147 住民課 173

自動車臨時運行許可事業 79 住民課 173

外国人登録事務事業 2 住民課 173

町県民税に係る経費 1,052 税務課 175

軽自動車税に係る経費 255 税務課 175

固定資産税に係る経費 990 税務課 175

賦課徴収事業 1,366 税務課 177

地籍活用ＧＩＳ推進事業 229 企画財政課 178
コンピュータ機器などの維持管理と運用 5,195 情報処理課 179
総合行政ネットワーク事業 1,949 情報処理課 181

財政計画 総合計画策定事業 507 企画財政課 183

南部振興会負担金 94 総務・企画 185

南部広域行政組合負担金 1,050 企画･教総･学振 186

南部広域市町村圏事務組合負担金 160 企画財政課 188

沖縄県町村土地開発公社南風原支社 26,926 企画財政課 189

会議録の作成 213 議会事務局 190

議会広報広聴活動の強化 122 議会事務局 190

効率的な行
財政運営

議会活動の
充実

行政計画

町民参加
の確立

議会事業

関係機関と
の連携

国･県等と
の連携

町民参加の
推進

事業別予算一覧まちの予算
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行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ１

町
ちょう

　税
ぜい 　地方税法、条例により町民や町内の企業から徴収する税です（町民税

や固定資産税など）。

町
ちょう

　債
さい

　学校や庁舎などを建設する場合のように、長期間にわたって利用する
ことができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、町が政府・公
営企業金融公庫・銀行などから調達する長期的な借入金を「町債」とい
います。簡単にいうと、町の借金のことです。

地方
ち ほ う

交付税
こうふぜ い

　地方税収入の少ない地方公共団体にも財源を保障し、日本のどの地
域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税５税（所得税、
法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割合の額を、国が地方公共団
体に対して交付するものです。その基準は国が決めています。

国庫
こっ こ

支出金
ししゅつきん

　国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定
の割合で国が補助する場合に交付されるもので、①法によって国に負担
する義務のある国庫負担金、②財政的援助的な国庫補助金、③本来国
が行うべき事務を県や市町村へ委託する場合の国庫委託金に分類され
ます。

県
けん

支出金
ししゅつきん

　県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定
の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、そ
の目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。

分担金
ぶんたんきん

 ・ 負担金
ふたんきん 　町で特定のサービスを受けた人が納めるお金。保育料、福祉施設入所

負担金などがあります。

地方
ち ほ う

譲与税
じょうよぜい 　法によって、国が国税として徴収し、一定の基準によって県や市町村に

譲与される税です。

配当
はいとう

割
わり

交付金
こうふ きん

　上場株式などの配当には税がかかり、県民税として県に納められます
が、この税の一部を財源として、県が一定の基準により、町に対して交付
するものです。

株式
かぶしき

等
とう

譲渡
じょうと

所得
しょとく

割
わり

交付
こうふ

金
きん

　株式などの譲渡によって所得が発生した場合には税がかかり、県民税
として県に納められますが、この税の一部を財源として、県が一定の基準
により、町に対して交付するものです。

使用料
しようりょう

・手数料
てすうりょう 　町の施設の使用料や住民票の交付手数料として、利用者の皆さんが

支払うお金。

自動車
じどうしゃ

取得税
しゅとくぜい

交付金
こうふきん 　自動車取得税の一部を財源として、県が町道の長さや面積に応じ町に

対して交付するものです。

利子
り し

割
わり

交付金
こうふ きん

　金融機関などから利子の支払を受ける際には税がかかりますが、この
税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、町に対して交付
するものです。

繰入金
くりいれきん

　基金（町の貯金）を取り崩して、繰り入れるお金  ※基金には、年度間の不均
衡を調整するために積み立てられる財政調整基金や、ある目的のために積み立てる目的
基金があります。

収入用語チェック

行政用語解説まちの予算
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行政用語解説まちの予算

行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ２

議会
ぎか い

費
ひ 　議会の運営に使うお金。

総務費
そ うむ ひ 　人事、企画、財政、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、町の総括

的な事務事業に使うお金。

民生費
みんせいひ

　障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金
など福祉全般に使うお金です。国民健康保険特別会計や老人保健特別
会計への支出も含まれます。

衛生費
えいせいひ 　住民健診や予防接種などの保健費、ごみやし尿処理などの清掃費な

ど、安全で衛生的な生活のために使うお金。

農林
のうりん

水産
すいさん

費
ひ 　農道や畑地かんがい施設の整備、畜産や営農の活性化などに使うお

金。

土木費
ど ぼ くひ 　道路、橋りょうや河川、公園の整備運営、土地区画整理事業などに使う

お金。

教育費
きょういくひ 　幼稚園や小中学校、公民館、文化センターの施設建設や運営の費用

など、教育全般に使うお金。

公債費
こうさい ひ

　町債（町の借金）を返済する元利償還金（元金と利子）と一時的な借入
れをした場合の支払利息のことをいいます。
　町の借金を返済するために支払うお金。

労働費
ろうどうひ 　労働者のための施設（共同福祉施設）の運営に使うお金。

商工費
しょうこうひ 　商工業や観光の振興に使うお金。

消防費
しょうぼうひ 　東部消防組合に対して町が負担するお金や、災害対策に使うお金。

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

費
ひ 　台風や豪雨により被災した道路や公園などの復旧のために使うお金。

予備費
よ び ひ

　緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充て
るための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止され
ています。

支出用語チェック（目的別分類）
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行政用語解説まちの予算

行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ３

義務的
ぎ む て き

経費
け いひ 　町の歳出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができ

ない経費をいいます。人件費、扶助費、公債費から構成されています。

投資的
とうして き

経費
け いひ 　道路、橋、公園、学校の建設など、社会資本の整備に要する経費のこ

とです。普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。

人件費
じんけんひ 　議員の報酬、職員の給与などの経費です。

扶助
ふ じょ

費
ひ 　生活保護法、児童福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手

当などの支給、町が単独で行う各種扶助のための経費です。

物件
ぶっけん

費
ひ 　町の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。賃金、旅費、交際費、需

用費などがこれにあたります。

維持
い じ

補修費
ほ しゅうひ 　道路、公共施設などを利用者が気持ちよく使えるよう、修理したり管理

するための経費です。

補助費
ほ じ ょひ

等
とう

　町から他の地方公共団体（県、市町村、一部事務組合など）や民間に
対して、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。講
師謝礼金などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助金及び交
付金などが該当します。

普通
ふ つ う

建設
けんせつ

事業
じぎょう 　道路、橋、学校、庁舎など、公共施設・公用施設の新増設の建設事業

に必要とされる、投資的な経費のことです。

積立金
つみたてきん 　財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度

間の財源変動に備えて積立てる経費です。

投資
と うし

及
およ

び出資金
しゅっしきん

　財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性に
よる会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立
の際の出捐金や、開発公社などへの出資も該当します。

貸付金
かしつけきん 　地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、町が、直接あるいは間

接に、現金の貸付を行うための経費です。

繰出金
くりだしきん

　一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするもので
す。その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計から
その会計に資金が移される場合を「繰入」といいます。

支出用語チェック（性質別分類）



- 14 -

行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ４

経常
けいじょう

収支
しゅうし

比率
ひ りつ

　財政構造の弾力性（ゆとり）を判断するための指標です。
　地方税・普通交付税など、使いみちを制限されない毎年収入される収
入（経常的な収入）に対する、人件費・公債費・扶助費など毎年支出され
る経費（経常的な支出）の割合です。この割合が低いほど、財政にゆとり
があり、さまざまな状況の変化に柔軟に対応できることを示します。市で８
０％、町村で７５％を超えると、財政構造は弾力性を失いつつあり、厳し
い財政運営を強いられることになります。

公債費
こうさい ひ

比率
ひ りつ

　一般財源のうち、公債費（町の借金返済にあてる経費）に割り当てられ
た額の、標準財政規模に対する割合です。この数値が高いほど、財政構
造の硬直性の高まりを示しています。財政運営上、１０％を超えないこと
が望ましいとされています。

起債
きさい

制限
せいげん

比率
ひ りつ

　財政の健全性を確保するため、公債費（町の借金返済にあてる経費）
による財政負担の割合を判断し、地方債の発行を制限するための指標
です。２０％を超えると、町債の借り入れが一部制限されます。

公債費
こうさいひ

負担
ふ た ん

比率
ひ りつ

　公債費と一般財源の関係を見るための指標です。公債費（町の借金返
済にあてる経費）に割り当てられた一般財源の額が、一般財源総額に占
める割合で表します。この数値が高いほど、財政運営の硬直性の高まり
を示しています。一般的には、財政運営上１５％が警戒ライン、２０％が危
険ラインとされています。

補助
ほ じょ

事業
じぎょう 　町が、国や県から、負担金・補助金を受けて行う事業です。

単独
たんどく

事業
じぎょう 　町が国や県の補助などを受けずに、町独自の経費で任意に実施する

事業です。

一般
いっぱん

財源
ざいげん

　使いみちを特定されず、どのような経費にも使用することができる財源
です。町税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあ
たります。

特定
とくてい

財源
ざいげん 　補助金のように用途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出

金、町債などがこれにあたります。

一時
い ちじ

借入金
かりいれきん

　南風原町の支払資金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、い
わゆる回転資金です。借入の限度額を予算に定めるとともに、その年度
の歳入をもって年度内に返済しなければなりません。平成１８年度の一般
会計の一時借入金限度額は、２０億円です。

基金
ききん

　特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるものと、定額の
資金を運用するために設けられるものがあります。財政調整基金、減債
基金など。

その他財政用語チェック

行政用語解説まちの予算
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町の予算ができるまで
予算とは、南風原町の１年間の収入と支出の見積もりのことをいいます。家計に例えると、

「１年間の収入がいくらで、そのうちの生活費がいくら、ローンの返済がいくら」というものを示したも

のです。町長（役場）が予算案を作り、その案を議会に提出します。議会で可決（承認）されると、

正式に予算となります。このページでは、予算ができるまでを説明します。

収入
（歳入） 町税 民生費

支出
（歳出）

95.7億円
26.7億円 29.1億円

95.7億円

交付税 土木費
16.9億円 13億円

教育費

国県支出金
2０.3億円

23.8億円 借金返済
10.1億円

借金 総務費
8.9億円 9.5億円

19.4億円 13.7億円

南風原町議会

その他 その他

国

の

方

針

町
の
財
政
状
況

住
民
の
要

望

法
律
や
計
画

～平成１８年度予算を例に説明します～

町全体の予算案を議会へ提出

各課の予算案を提出

各課へ通知

南風原町の予算ができるまで

①予算編成方針

②予算見積書の作成（担当課）

③役場内での調整

⑤予算（案）の審議・議決

⑥予算の執行
（住民サービスの提供）

平成１７年
１０月中旬

平成１７年
１２月中

平成１８年
１月～２月

平成１８年
３月

平成１８年４月～
平成１９年３月

④予算（案）

教育費 建設費衛生費 福祉費

コラムざいせいかかり伝言版
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コラムざいせいかかり伝言版

平成１８年度の予算を例に、左の図の番号①から順に説明していきます。

①予算編成方針（平成１７年１０月中旬）
予算編成方針とは、国の方針や町の財政状況などを参考に、予算を作るときの基本的な考え方

を示したものです。この予算編成方針を役場の各課に通知します。各課はこれを基に予算の見積

もりを作成します。

②予算見積書の作成（平成１７年１２月中）

予算編成方針に基づき、事業の担当課では、予算見積書を作成します。皆さんの家庭でも、洗

濯機が古くなったから新しいものを購入したい、旅行に行きたい、など要望はたくさんあると思いま
すが、実際の収入に見合う範囲内で、優先順位を決めて家計をやりくりしていることと思います。

町も皆さんの家庭の家計と同じように、限られた収入（財源）の中で、優先順位をつけて事業を

選択し、予算を作っています。

③役場内での調整（平成１８年１月～２月）

役場内で、各課の予算見積書の内容について聞き取り（ヒアリング）を行います。ひとつ一つの
事業について、緊急性、必要性があるのか、法律や計画に沿ったものなのかなど、内容の確認を

行います。

④予算（案）の提出（平成１８年３月）

最終的に、１年間の収入の見積もりと、支出の見積もりを同じ額になるように調整し、予算（案）を

作ります。その後、予算（案）は、説明書をつけて、議会に提出されます。

⑤予算（案）の審議・議決（平成１８年３月）

提出された予算（案）は、３月の定例議会において審議が行われ、議決されます。議決の内容は
「原案可決」、「修正可決」、「否決、審理未了」の３種類あり、「原案可決」若しくは「修正可決」の議

決が行われば、予算案が予算として成立することになります。

⑥サービスの提供（平成１８年４月～平成１９年３月の１年間）

議会の議決（予算成立）後、１年間の予算の使用計画に基づき、担当課において予算の執行

（サービスの提供）が行われます。
以上で、予算が作られサービスの提供として使われるまでを説明しました。町では、皆さんが支

払う貴重な税金を、最小の経費で最大の効果を得られるよう、効率的に使用してまいります。
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