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１ 予算編成について 

平成２８年度の予算編成は、社会保障関連経費や公債費など経常的な歳出が増大す

る一方、町税など歳入の増収は見込まれず、近年になく大変厳しい予算編成となりま

した。しかしながら、平成２８年度は当町にとって新たな総合振興計画を踏み出す大

事な１年であり、限られた財源のなかで、町の将来を見据えた以下の重点事業に対し、

集中的に財源を配分して予算編成を行いました。 

≪平成２８年度 重点事業≫ 

●地方創生の推進 

 人口誘導・定住促進、雇用の創出、結婚・出産・子育ての支援、まちづくり・地

域活性化の推進など 

●安心、安全なくらしの推進 

 公共施設の耐震・長寿命化、防災備品等の整備など 

２ 予算規模 

（１）一般会計予算規模 

 

一般会計予算規模    ９０億５，５００万円 
        （前年度比  ▲ ３，８００万円） 
一般会計の予算規模は、小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業や橋り

ょう補修・耐震工事などにより事業費の増加が見込まれる一方で、小中学校空調設

備設置工事、再生可能エネルギー等導入推進基金活用事業などが平成２７年度で終

了したことによる減額要因もあり、全体としては、前年度比▲０．４％、▲３，８

００万円減の総額９０億５，５００万円となりました。 
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【主な増減内容】 

増 ○橋りょう補修・耐震工事費（＋１億１，０００万円） 

   ○国民健康保険特別会計繰出金（＋６，９７２万円） 

○町債元金償還 （＋３，９９１万円） 

○管内民間保育園入所児委託料（＋３，１５８万円） 

 

減 ○小中学校の空調設備改修 （▲１億９，７６４万円） 

○再生可能エネルギー等導入推進基金活用事業 （▲７，０３１万円） 

○埼玉知事・小川町議会議員一般選挙 （▲２，７３０万円） 

○国勢調査事業 （▲１，２４２万円） 

○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 （▲１，０１５万円） 

 

（２）特別会計別予算規模 

小川町の一般会計と５つの特別会計を合わせた小川町の全体の予算規模は総計で

166億 1,323万円となりました。 

特別会計別の予算規模は以下のとおりです。 

 

（単位：億円）
年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

予算規模 81.5 83.5 87.2 87.4 91.4 93.5 89.5 97.9 90.9 90.6
町税 39.5 39.7 38.9 39.9 37.7 36.3 36.5 37.8 36.4 35.9

町税の割合 48% 48% 45% 46% 41% 39% 41% 39% 40% 40%

会　　計 平成２７年度 平成２８年度 増減

一般会計 90億9,300万円 90億5,500万円 ▲3,800万円

国民健康保険特別会計 39億 623万円 39億3,404万円 ＋2,781万円

後期高齢者医療特別会計 3億4,213万円 3億4,887万円 ＋674万円

介護保険特別会計 23億5,975万円 24億6,731万円 ＋1億 756万円

下水道事業特別会計 7億1,945万円 7億2,594万円 ＋649万円

農業集落排水事業特別会計 7,927万円 8,108万円 ＋181万円

総　　　計 164億9,983万円 166億1,224万円 ＋1億1,241万円
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【各特別会計予算の内容】 

国民健康保険特別会計 

 予算額は、３９億３，４０４万円で前年度比０．７％、２，７８１万円の増となり

ました。歳入では、被保険者数の減少、軽減拡充による保険税の減少や前期高齢者交

付金及び対象医療費の拡大に伴う共同事業交付金の増加などを見込みました。歳出で

は、高齢化に伴い後期高齢者支援金等、保険給付費の増加や対象医療費の拡大に伴う

共同事業拠出金の増加を見込みました。 

後期高齢者医療特別会計 

 予算額は、３億４，８８７万円で前年度比２.０％、６７４万円の増となりました。

歳入では、保険料の軽減拡充による保険基盤安定繰入金の増加を見込んでおり、歳出

では、埼玉県後期高齢者医療広域連合納付金の増加を見込んでいます。 

介護保険特別会計 

予算額は、２４億６，７３１万円で、前年度比４．６％、１億７５６万円の増とな

りました。歳入では、被保険者増加に伴う保険料の増のほか、国庫支出金、支払基金

交付金、県支出金それぞれの介護給付費負担金の増及び、国庫支出金、県支出金それ

ぞれの新総合事業開始に伴う補助金の増を見込みました。歳出では、被保険者数の増

に伴い、介護認定者数の増による保険給付費の増加及び、新総合事業開始に伴う地域

支援事業費の増加を見込んでいます。 

下水道事業特別会計 

予算額は７億２，５９４万円で、前年度比０．９％、６４９万円の増となりました。

歳入歳出とも前年度と同規模ですが、償還金は増加傾向にあります。平成２８年度は、

大塚地内の面整備工事を予定しています。また、平成３２年度に向けて、公営企業会

計への移行事務事業を予定しています。 

農業集落排水事業特別会計 

予算額は８，１０８万円で、前年度比２．３％、１８１万円の増となりました。歳

入歳出ともに前年度とほぼ同規模ですが、償還金の額は増加傾向にあります。また、

下水道事業特別会計と同様に、平成３２年度に向けて、公営企業会計への移行事務事

業を予定しています。 

 

（３）水道事業会計予算規模 

 業務予定量は、給水件数１３，２８０件、年間総給水量３，４０６，０００立方メ

ートル、１日平均給水量は９，３３２立方メートルとしました。 

 収益的収入は、水道事業収益６億６，４７５万円で、主なものは給水収益を５億４，

２１５万円と見込みました。収益的支出は、水道事業費用６億２，７９１万円で、主

なものは原水及び浄水費内の受水費を９，８０９万円と見込みました。 

 資本的収入は５，４５４万円で、配水施設増改良費用の一部として企業債を５，０

００万円見込みました。資本的支出は２億６，６１４万円で、主なものは配水施設増
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改良費を１億２，７６８万円と見込み、塩化ビニル管を１，２１０メートル、青山浄

水場の送水ポンプを１基、増尾水源からの流入弁を１基、東小川配水場の流入流量計

を１基、内出増圧場の送水ポンプを２基、木部増圧場の増圧ポンプを１基、それぞれ

更新を行う予定です。 

 資本的収入から資本的支出を差し引いた２億１，１６０万円の不足額は、過年度分

損益勘定留保資金で補填する予定です。 

区 分 平成２７年度 平成２８年度 増 減 

収益的収入 ６億７，３１３万円 ６億６，４７５万円 ▲８３８万円 

収益的支出 ６億３，７２１万円 ６億２，７９１万円 ▲９３０万円 

資本的収入 ５１９万円 ５，４５４万円 ＋４，９３５万円 

資本的支出 ２億９，４９０万円 ２億６，６１４万円 ▲２，８７６万円 

 

３ 予算の状況（一般会計） 

（１）歳入の概要 

○ 町税は、法人町民税と都市計画税と税率改正のあった軽自動車税で微増が見

込まれるものの、個人町民税、固定資産税、町たばこ税が減となったため、

前年度予算額と比べて４，９３７万円（▲1.4％）の減となりました。 
 

○ 地方消費税交付金は、地方消費税増税分の実績をもとに積算し、前年度予算

額と比べて１，０００万円（＋2.1％）の増となりました。 
 

○ 国庫支出金は、子育て世帯臨時特例給付金給付事業、小中学校の空調設備整

備事業が終了したことにより補助金の減少要因があったものの、橋りょうの

補修・耐震工事の事業量増加のため、国庫支出金全体としては前年度予算額

と比べて５，２３９万円（+5.8％）の増となりました。 
 

○ 県支出金は、国民健康保険基盤安定事業負担金や介護給付・訓練等給付費負

担金の増や、平成２８年度に実施予定の参議院議員通常選挙に対する委託金

増が見込まれるものの、再生可能エネルギー等導入推進基金活用事業、緊急

雇用創出基金関係事業、埼玉県知事選挙、国勢調査事業が終了したことによ

る減のため、全体としては前年度予算額と比べて４，７０９万円（▲6.9％）

の減となりました。 
 

○ 繰入金は、主に公共施設整備基金の繰入金を皆減したことにより、前年度予

算額と比べて５，８９９万円（▲11.0％）の減となりました。 
 

○ 町債は、小中学校空調設備整備、再生可能エネルギー等導入推進基金活用事

業の終了などにより、前年度予算額と比べて６，６１０万円（▲8.6％）の

減となりました。 
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（単位：千円・％）

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

町 税 3,637,246 40.0% 3,587,881 39.6% -49,365 -1.4%

地 方 譲 与 税 108,700 1.2% 90,290 1.0% -18,410 -16.9%

交 付 金 579,071 6.4% 598,107 6.6% 19,036 3.3%

地方特例交付金 13,000 0.1% 12,500 0.1% -500 -3.8%

地 方 交 付 税 1,517,000 16.7% 1,650,000 18.2% 133,000 8.8%

国 庫 支 出 金 904,288 9.9% 956,676 10.6% 52,388 5.8%

県 支 出 金 681,543 7.5% 634,458 7.0% -47,085 -6.9%

財 産 収 入 27,238 0.3% 57,545 0.6% 30,307 111.3%

繰 入 金 535,084 5.9% 476,096 5.3% -58,988 -11.0%

町 債 768,900 8.5% 702,800 7.8% -66,100 -8.6%

そ の 他 320,930 3.5% 288,647 3.2% -32,283 -10.1%

合 計 9,093,000 9,055,000 -38,000

区分
平成27年度 平成28年度 増減

※構成比は、端数処理のため、合計が100％にならない場合があります。
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（２）歳出の概要 

○ 総務費については、参議院議員通常選挙、移住サポートセンター事業など

の新規事業や庁舎エレベーター改修による事業費の増加が見込まれるもの

の、総合振興計画・都市計画マスタープラン及び地方版総合戦略策定業務委

託、知事選挙、県議選挙、町議選挙、国勢調査などの事業が終了したことに

よる影響で全体としては、前年度予算額と比べて１億３，３５５万円（▲

10.5％）の減となりました。 

 

○ 民生費については、子育て世帯臨時特例給付金の終了による事業費の減が

あるものの、国民健康保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への一般会計

繰出金、介護給付・訓練等給付費支給事業、管内民間保育園入所児委託など

の事業費の増加により、全体としては前年度予算額と比べて 1億 8,291万円

（+6.0％）の増となりました。 

 

○ 衛生費については、健康長寿ウォーキング事業や小川町環境基本計画策定

など新規事業による増加や埼玉中部資源循環組合への負担金の増加が見込

まれるものの、再生可能エネルギー等導入推進基金活用事業が終了したこと

や小川地区衛生組合への負担金の減少などの影響により、全体としては前年

度予算額と比べて８，３２０万円（▲9.3％）の減となりました。 

 

○ 農林水産業費については、青年就農給付金の対象者増加や森林管理道栗山線

悪戸沢橋工事などによる事業費の増加はあるものの、ため池の耐震点検委託

事業の事業量の減などにより、前年度予算額と比べて１，９２２万円（▲

8.3％）の減となりました。 

 

○ 商工費については、和紙活用地域振興事業が終了したことにより減少がある

ものの、総合戦略関連事業費を新規で計上したことにより、前年度予算額と

比べて１，３１４万円（+9.4％）の増になりました。 

 

○ 土木費については、橋りょうの補修・耐震工事関係事業費や道路改良事業費

の増加により、前年度予算額と比べて１億６，３４１万円（+19.7％）の増

となりました。 

 

○ 消防費については、災害用資機材購入や埼玉県衛星系防災行政無線再整備事

業負担金などの新規事業により事業費が増加する要因はあるものの、比企広

域市町村圏組合消防特別会計への負担金が減少したことにより、全体として

は、前年度予算額と比べて７３万円（▲0.1％）の減となりました。 
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○ 教育費については、中学校のコンピューター教室へのタブレット導入や小学

校の営繕費の増加による事業費増加の要因はあるものの、小中学校空調設備

設置工事が終了したことによる事業費の減により、前年度予算額と比べて１

億７，８１３万円（▲16.4％）の減となりました。 

 

○ 公債費については、町債利子償還が１，５０３万円減となったものの、町債

元金償還が３，９９１万円増となったため、前年度予算額と比べて２，４８

８万円（+2.7％）の増となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出款別（目的別）予算 （単位：千円・％）

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

議 会 費 131,678 1.4% 124,183 1.4% -7,495 -5.7%

総 務 費 1,268,049 13.9% 1,134,499 12.5% -133,550 -10.5%

民 生 費 3,058,065 33.6% 3,240,976 35.8% 182,911 6.0%

衛 生 費 894,970 9.8% 811,772 9.0% -83,198 -9.3%

労 働 費 1,859 0.0% 1,849 0.0% -10 -0.5%

農 林 水 産 業費 232,696 2.6% 213,472 2.4% -19,224 -8.3%

商 工 費 139,941 1.5% 153,079 1.7% 13,138 9.4%

土 木 費 828,465 9.1% 991,877 11.0% 163,412 19.7%

消 防 費 528,386 5.8% 527,652 5.8% -734 -0.1%

教 育 費 1,083,048 11.9% 904,923 10.0% -178,125 -16.4%

災 害 復 旧 費 11 0.0% 11 0.0% 0 0.0%

公 債 費 905,832 10.0% 930,707 10.3% 24,875 2.7%

予 備 費 20,000 0.2% 20,000 0.2% 0 0.0%

合 計 9,093,000 9,055,000 -38,000

区分
平成27年度 平成28年度 増減

※構成比は、端数処理のため、合計が100％にならない場合があります。
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（３）基金と町債 

≪基金≫ 

町の蓄えである基金のうち、年度間の財源の不均衡や予期しない収入減に

備えるために積み立てている財政調整基金の推移を表したものです。 

ここ近年、基金残高は６億円前後を推移している状況であり、平成 27年度

末に基金残高は 6.1億円となる見込みです。平成 28年度予算編成では、財源

不足を補てんするため、平成 27 年度末の残額見込みである 6.1 億円のうち、

4.7億円を取り崩して、歳出の財源に充当している状況です。 

 

≪地方債≫ 

一般会計の借入れである地方債残高の推移を表したものです。地方交付税

の代替として国が発行を認めている臨時財政対策債の残高が、年々増加して

おり、平成２７年度末見込では、全体の 55.8％となっています。臨時財政対

策債以外の地方債は、大型建設事業を複数実施した平成２６年度末に一時的

に残高が増額したものの、それ以降は新たに発行する地方債よりも償還額の

方が上回っているため、臨時財政対策債以外の地方債は減少傾向にあります。 
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４ 町の重点事業（一般会計） 

※平成 27年度当初予算に計上がなかったものを新規事業として表示 

※事業費は、1万円未満を四捨五入して表示 

（１）地方創生の推進 

・新いきいき子育て支援事業（11,586 千円） 

○小学校就学支援助成金（地域通貨券 25,000円分／1人） 4,750千円 

○第 3子以降の小中学生の給食費を無償化 3,476千円 

○多子世帯保育料軽減事業費（第 3子以降の保育料無償化） 3,360千円 
 

・新いきいき子育てサポート事業 （1,600 千円） 

子育て支援アプリで子育てに関する情報を配信 
 

・新子育て世帯電動自転車利用支援事業（800 千円） 

子育て世帯に対する電動自転車の貸与 
 

・新民間保育所等整備補助金（13,493 千円） 

 民間保育所の増築費用の一部を補助 
 

・新奨学金制度充実事業費 （504 千円） 

住民税相当額の奨学金返済額を免除 
 

・新お見合い大作戦 （345 千円） 

 町主催のお見合いパーティーを開催 
 

・新移住サポートセンター事業 （4,451 千円） 

移住希望者への包括的支援窓口の創設 
 

・新健康長寿ウォーキング事業 （3,301 千円） 

健康のためのウォーキング促進事業 
 

・いきいきタクシー券事業 （8,368 千円） 

移動困難者に対する外出支援 
 

・新小川町地域公共交通活性化協議会負担金 （12,000 千円） 

交通空白地域解消のための移動手段の検討等 
 

・新総合戦略推進補助金 （1,000 千円） 

小川町の総合戦略に資する町民等の主体的な活動を支援 
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・新地域福祉委員配置事業補助金（600千円） 

社会福祉協議会が実施する地域福祉委員の配置事業を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）安心、安全なくらしの推進 

・新埼玉県衛星系防災行政無線再整備事業負担金（12,100 千円） 

埼玉県が再整備する衛星系防災行政無線整備事業に対する負担金 
 

・新指定避難所用備蓄物資購入 （6,187 千円） 

町が指定する避難所に備蓄する物資（毛布、タオル、ランタン等）の購入 
 

・新町立保育園 防災用備蓄食料品費（268千円） 

災害時に保護者が迎えに来るまでの食料品を町立保育園に備蓄 
 

・新パトリア非常用蓄電池設備交換工事（4,750 千円） 

パトリアにある非常用蓄電池の交換 
 

・橋りょう耐震設計及び補強工事（中央陸橋・柳町橋） （197,500 千円） 

平成２７年度に引き続き橋りょうの耐震化を実施 
 

・橋りょう点検委託 （15,500 千円） 

平成２７年度に引き続き橋りょうを点検 
 

・道路照明灯点検委託（12,500 千円） 

平成２７年度に引き続き道路照明灯を点検 
 

 

○新小川和紙の生業支援推進事業費（11,300千円） 

  小川町の和紙産業活性化によるしごと創出を目指す事業 
 

○新小川町元気な農業応援事業費 （9,850千円） 

  有機農業等を中心とした農業活性化によるしごと創出を目指す事業 
 

○新比企地域人の流れ創生事業（1,000千円） 

 比企郡の市町村が広域で連携して人の流れを呼び込み、定住促進を目指す事業 
 

○新ユネスコ和紙ブランド推進連携事業（6,706千円） 

 細川紙（小川町、東秩父村）・本美濃紙（岐阜県美濃市）・石州半紙（島根県

浜田市）のユネスコ３紙が協力し合い、広域で連携して①ブランドの確立②販

路拡大・開発③和紙サミットを開催し、産地の活性化・消費喚起・需要拡大を

目指して取り組む事業 

『地方創生の推進事業』のうち、 

平成２７年度補正予算計上後、平成２８年度へ繰越しする事業 
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・ため池の耐震点検委託（24,000 千円） 

災害時の安全確保のため、町内ため池の耐震点検を実施 
 

・森林管理道栗山線悪戸沢橋りょう修繕工事 （8,000 千円） 

（３）その他 

・新中学校３校のパソコン教室にタブレット配備（5,087 千円） 

パソコン教室にある既存パソコンをタブレット端末に入れ替え、併せて校

内ＬＡＮも合せて整備 
 

・新中学校特別支援教育推進事業（1,914 千円） 

教育環境の充実のため、教職員の業務を補助する職員を配置 
 

・新地球温暖化防止設備設置補助金 （1,000千円） 
家庭用で購入する地球温暖化防止設備（エネファーム、エコウィル、太陽

熱温水器）に対する助成 
 

・新小川町駅北側整備測量調査等委託（24,000 千円） 

小川町駅北側整備のための測量調査等を実施 
 

・新農業振興地域整備計画関連業務委託（4,450 千円） 

農業振興地域整備計画策定の業務委託 
 

・新生涯学習推進計画策定業務委託 （1,880 千円） 

第３次生涯学習推進計画策定の業務委託 
 

・新環境基本計画策定委託 （4,752 千円） 

第２次環境基本計画策定の業務委託 

  ・新男女共同参画推進プラン策定委託 （2,700 千円） 

     男女共同参画推進プラン（第３次）策定の業務委託 
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５ 主な財政指標 

（１）財政健全化判断比率 

≪実質公債費比率≫ 

１年間で支払う借入金返済額の大きさを示す指標である実質公債費比率は、

平成２６年度決算では３．３％でした。この指標は、数値が大きいほど借金

の返済額も大きいことを示しています。平成２６年度決算における県内の市

町村平均は５．４％、町村平均では７．１％でした。 

 

≪将来負担比率≫ 

現在抱えている借入金残高の大きさを示す指標である将来負担比率は、平

成２６年度末時点で７９．７％でした。この指標は、数値が大きいほど借入

金残高が大きいことを示しています。平成２６年度末時点で県内の市町村平

均は３１．５％、町村平均では５５．１％でした。 

 

（２）財政力指数 

標準的な行政活動に必要な経費を税収等の町自らのお金でどれくらいまか

なえているのかを示す財政力指数は、平成２７年度０．６８９でした。この

数値が１に近いほど、財政的にゆとりがあることになります。 

県内市町村の平均は０．８８０、町村平均では０．６８４でした。 

 

（３）経常収支比率 

経常収支比率は、財政の弾力性を示す指標です。これは、経常的に入って

くる税収などの収入が、人件費・公債費・扶助費など毎年必ず出ていく支出

にどれくらい充てられているかを示した比率です。１００％に近いほど、財

政が硬直している状態といえます。平成２６年度決算では、小川町は９２．

５％でした。県内市町村の平均は、９２．１％、町村平均では８８．７％で

した。 

 

 


