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山武市はスリランカのホストタウン、キャンプ地です。
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山武市の予算を見る

一般会計歳入一般会計歳出

歳入には、税収などの「自主財源」と、国や県から割り当て
られる「依存財源」があります。今年度はこの自主財源が79億
7,719万円で、そのうち基金の取り崩しが３億1,137万円（41.
８％）増額しています。また、依存財源では地方交付税が３億
5,054万円の減少、借入れによる市債が６億9,880万円の増額
を見込んでいます。

・(仮称)蓮沼タワー整備事業� （総務費）14億2,223万円
・広域行政組合(消防)負担金� （消防費）8億7,768万円
・障害者自立支援事業� （民生費）8億3,007万円
・地方独立行政法人さんむ医療センター運営事業
� （衛生費）3億3,490万円
・山武郡市環境衛生組合負担金� （衛生費）3億1,609万円
・成東総合運動公園陸上競技場改修事業� （教育費）2億6,930万円
・成東学校給食センター施設管理運営事業�（教育費）2億5,435万円
・蓮沼ホ・蓮沼イ線外防災ネットワーク道路整備事業
� （土木費）2億1,548万円
・避難道路整備事業� （土木費）2億300万円
・道路改良事業� （土木費）1億4,749万円
・旧成東児童保健院改修整備事業� （総務費）9,219万円
・経営所得安定対策推進事業� （農林水産業費）6,985万円
・小学校情報化教育環境整備事業� （教育費）5,441万円

歳出は、昨年度に比べ総務費が11億3,205万円、民生費
が２億6,358万円増額し、土木費が３億461万円、教育費は
２億9,318万円減額しています。

これは、（仮称）蓮沼タワー整備事業、旧成東児童保健院
改修整備事業、生活保護者扶助事業が増額し、成東駅南側
駅前広場整備事業、避難道路整備事業、小・中学校空調設
備設置事業などの減額によるものです。

事業の選択と集中を行い、計画的な経費削減を図りつつ、
より効率的で効果的な行財政運営を進めます。

平成29年度当初予算編成方針（抜粋） 
平成29年度当初予算の要求に当たっては、山武市総合計画後期基本計画との整合性を図るとともに、すべての事務事業について、優
先度や緊急性、費用対効果の検証を行い、ゼロベースで見直しを行ったうえで要求することを基本とする。
また、義務的経費以外の経費にマイナスシーリングを実施し、総合計画施策体系にあわせた資源配分と主管課等の役割の明確化によ
る施策枠予算編成により予算編成作業を進め、通常予算編成分の財政調整基金の繰入れ目標を２．５億円とし予算を編成する。

主 な 事 業

歳
出

歳
入

特別会計・公営企業会計
特別会計
　国民健康保険特別会計(事業勘定)� 92億5,130万円
　国民健康保険特別会計(施設勘定)� 1億4,300万円
　後期高齢者医療特別会計� 4億9,890万円
　介護保険特別会計� 44億5,700万円
　組合立国保成東病院事業清算事務特別会計
　� 2億2,000万円
　地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計
　� 1億2,309万円
　農業集落排水特別会計� 2億7,100万円
公営企業会計
　水道事業会計　� 6億3,601万円

平成29年度山武市一般会計予算額は当初予算比較で昨年度より7億3,800万円（3.4%）増の
221億3,600万円となりました。

平成29年度

自主財源
79億7,719万円

36.0%

依存財源
141億5,881万円

64.0%

地方交付税 
66億5,143万円

30.0%

市税
54億8,627万円

24.8% 使用料および手数料
1億6,820万円
0.8%

繰入金
10億5,542万円
4.8%
繰越金
2億円
0.9%
諸収入
7億2,864万円
3.3%

その他
3億3,866万円
1.5%

国庫支出金
22億3,296万円

10.1%

県支出金
11億6,672万円 

5.3%

市債
28億70万円 

12.7%

地方譲与税
2億6,500万円

1.2%

地方消費税交付金
8億2,000万円

3.7%

その他交付金
2億2,200万円
1.0%

歳入合計
221億3,600万円

議会費
2億2,673万円
1.0%

総務費
42億6,125万円

19.3%

総務費
42億6,125万円

19.3%

民生費
67億7,001万円

30.6%

衛生費
19億4,879万円

8.8%農林水産業費
7億6,597万円

3.5%

商工費
1億6,821万円

0.8%

土木費
18億4,974万円

8.4%

消防費
10億9,968万円

5.0% 

教育費
24億6,965万円

11.2% 

公債費
25億2,596万円

11.4%

予備費
5,000万円

0.2%

歳出合計
221億3,600万円
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 予算現額　　  収入額・支出額

※その他＝地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ
場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

※その他＝災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費

【歳入】
<自主財源>
市税…市民税、固定資産税など
使�用料および手数料…市の施設やサービス

が利用されたときに収入されるお金
繰入金…基金（市の貯金）の取り崩し
繰越金…前年度から繰り越されるお金
諸収入…給食費など
その他…財産収入など
<依存財源>
地�方交付税…市の財政力に応じて国から交付

されるお金
国�庫支出金…市で行った事業に対して国が負

担するべきお金や補助されるお金
県�支出金…市で行った事業に対して県が負担

するべきお金や補助されるお金
市�債…大規模な事業を行う時に借りるお金な

ど
【歳出】
議会費…議会の運営に係る経費
総�務費…市の行政運営、財産管理、市民サー

ビス、情報化の推進に係る経費
民�生費…高齢者、障がい者、児童の福祉など

に係る経費
衛�生費…病気予防のための各種健診、さんむ

医療センター等医療に係る経費およびごみ
処理等環境に係る経費
農�林水産業費…農林水産業の振興と農道等

の整備に係る費用
商工費…商工業および観光振興などの経費
土�木費…道路、河川および公園整備などに係

る経費
消防費…消防活動や防災のために係る経費
教�育費…学校や社会教育およびその施設に

係る経費
公債費…借入金の返済に係る経費
予�備費...予算編成で予期しなかった支出に対

応するための科目

市民の皆さんに､ 市の財政状況をご理解いただくため
に､ 一般会計などの執行状況をお知らせします｡
今回は平成28年度下半期（10～３月末）の予算の執
行状況の概要です｡
【一般会計】

平成28年度一般会計予算は213億9,800万円でスター
ﾄし､３月までに7億6,331万円の増額補正を行った結果、
221億6,131万円となり､ 前年度繰越額11億5,606万円
を含めた総額で233億1,738万円となりました｡  

歳入は､ 収入済額が200億5,760万円で､ 予算に対し
て86.0%の収納率となっています｡

歳出は､ 支出額が192億4,567万円で､ 予算に対して
82.5%の執行率となっています｡

用 語 解 説

【特別会計】
国民健康保険特別会計（事業勘定）
　《歳入》 88億 349万円 94.3% 予算現額
　《歳出》 83億 8,077 万円 89.8% 93億 3,675 万円
国民健康保険特別会計（施設勘定）
　《歳入》 1億 1,817 万円 84.1% 予算現額
　《歳出》 1億 1,609 万円 82.6% 1億 4,054 万円
後期高齢者医療特別会計
　《歳入》 4億 6,936 万円 96.5% 予算現額
　《歳出》 4億 1,887 万円 86.1% 4億 8,640 万円
介護保険特別会計
　《歳入》 45億 981万円 98.0% 予算現額
　《歳出》 42億 1,245 万円 91.5% 46億 194万円
組合立国保成東病院事業清算事務特別会計
　《歳入》 2億 3,072 万円 100.0%� 予算現額
　《歳出》 1億 6,169 万円 70.1% 2億 3,067 万円
地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計��
　《歳入》 1億 2,374 万円 100.0%� 予算現額
　《歳出》 1億 2,374 万円 100.0% �1 億 2,375 万円
農業集落排水事業特別会計
　《歳入》 2億 5,733 万円 96.8% 予算現額
　《歳出》 2億 4,985 万円 94.0% 2億 6,584 万円

歳　入　合　計 233億1,738万円 執行率
200億5,760万円 86.0%

市税 54億7,501万円
52億3,833万円 95.7%

繰入金
繰越金

14億8,032万円
14億6,534万円 99.0%

分担金・負担金・使用料
手数料・財産収入・寄附金

5億2,562万円  
4億9,469万円 94.1%

諸収入 7億3,560万円 
7億6,801万円 104.4%

地方交付税 69億9,805万円
70億5,901万円 100.9%

国庫支出金
県支出金

42億1,724万円
29億6,524万円 70.3%

市債 25億8,770万円
8億6,690万円 33.5%

その他※ 12億9,784万円
12億 8万円 92.5%

歳　出　合　計 233億1,738万円 執行率
192億4,567万円 82.5%

議会費
総務費

36億8,970万円
31億7,660万円 86.1%

民生費 69億4,169万円
63億6,700万円 91.7%

衛生費 18億8,573万円
18億 795万円 95.9%

農林水産業費
商工費

11億9,194万円
8億6,180万円 72.3%

土木費 25億5,663万円
10億9,763万円 42.9%

消防費 11億6,074万円
11億2,415万円 96.8%

教育費 32億5,775万円
22億 156万円 67.6%

その他※ 26億3,320万円
26億 898万円 99.1%

平成28年度下半期予算執行状況

市ホームページから、予算書のダウンロードが可能です。
H http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/5/　T財政課　☎0475(80)1121
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　平成13年に就任し、15年間の長き
にわたり、民生委員児童委員として地
域の方々の相談相手となり、社会奉仕
の精神をもって市民福祉の向上に貢献
されていることが認められ、平成29
年１月24日付で受賞されました。

　現在工事中の成東総合運動公園陸上競技場のトラック部分は、青
色の全天候型ウレタン舗装に生まれ変わります。今回採用する青色
のトラックには、鎮静効果があり、ランナーが競技に集中できるとい
われています。インフィールドには、人工芝を使用し、サッカーとラ
グビーに対応します。その他、砲丸投げサークル、走り高跳び・走
り幅跳びのピッチが併設される予定です。
　新しい成東総合運動公園陸上競技場は、12月完成予定です。
　工事期間中は、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力
をお願いします。
T　スポーツ振興課　☎0475（80）1461

元山武市民生委員児童委員協議会長

齊
さい

藤
とう

　澄
すみ

子
こ

 氏

完成予定図

民生委員・児童委員に対する
� 厚生労働大臣特別表彰

成東総合運動公園陸上競技場の改修について

未来（あした）への道1000㎞縦断リレー
2017参加者募集！
　今年も７月24日㈪から８月７日㈪までの15日間、青森から東京までランニングと自転車で東
日本大震災の被災地を縦断するリレーが開催されます。たすきをつなぐリレーを通じて東日本大
震災の記憶の風化を防ぐとともに被災地との絆を深めます。８月６日㈰千葉県立蓮沼海浜公園
で「ふれあいランニング」実施。ぜひご参加ください。

参加申込期限　５月31日㈬
※参加無料／詳細はHPで　
Hhttp://www.1000km.jp

　市民自治支援課
　　☎0475（80）0151
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T　市民課　☎0475（80）1271

　６月１日は人権擁護委員法が施行され
た日です。全国人権擁護委員連合会では、
この日を「人権擁護委員の日」と定めてお
り、市では特設相談所を開設します。
　身近なことでお困りのことはありませ
んか。
　相談は無料、予約は不要です。また秘
密は厳守します。
日　時　６月１日㈭　午後１時30分～４時
場　所　山武市役所第１会議室
　市内の人権擁護委員を紹介します。

　４月１日付で、行政相談委員として総務大臣から委嘱されま
した。
　行政相談委員は、国の仕事や行政サービスに関する苦情、行
政の仕組みや手続きに関する問い合わせなどの相談を無料で受
け付け、解決のための助言や関係行政機関に対する通知などを
行っています。
総務省千葉行政評価事務所
行政相談苦情110番
☎0570（090）110・043（244）1100
F043（246）9829

小
お

川
がわ

　精
せい

子
こ

 氏
（再任）

尾
お

高
だか

　秀
ひで

征
ゆき

 氏
（再任）

小
お

川
がわ

　一
かず

也
なり

 氏
（再任）

６月１日は人権擁護委員の日 行政相談委員に委嘱

成東地区　　小
こ
　山
やま
　和
かず
　典
のり
　氏

　　　　　　佐
さ
久
く
間
ま
　洋
よう
　子

こ
　氏

　　　　　　伊
い
　藤
とう
　範
のり
　子

こ
　氏

山武地区　　松
まつ
　村
むら
　俊
とし
　紹
つぐ
　氏

　　　　　　並
なみ
　木

き
　友
とも
　吉
きち
　氏

蓮沼地区　　加
か
　瀬

せ
　英
えい
　子

こ
　氏

　　　　　　石
いし
　井

い
　晴
はる
　夫

お
　氏

松尾地区　　秋
あき
　葉

ば
　利
とし
　一
かず
　氏

　　　　　　伊
い
　丹
たみ
　秀
ひで
次
じ
郎
ろう
　氏

さんむスポーツフェスタ

種　目　名 会　　　　場 （受付）
開催時間 内　　容　【参加資格】 会　場

パークゴルフ 蓮沼海浜公園
パークゴルフ場

（8:30）
9:00~12:15

● �1 組ごとにパークゴルフ協会員が付いて、競技方法などを指導しますので、初
心者でも楽しめます。

※用具は無料でお貸しします。
※運動のできる靴でご参加ください。
　（サンダル・ブーツ・ハイヒールは不可）

50 人
（先着順）

ノルディック
ウォーキング

さんぶの森公園
ふれあい広場
（�雨天時：さんぶの
森中央体育館）

（9:15）
9:45~11:30

●ポールを使ったウォーキングの教室です。
　�ポールを使用することで下半身への負担が軽減できるなど、今注目のスポーツ
です。
※ポールは無料でお貸しします。

30 人
（先着順）

ボッチャ大会 蓮沼スポーツプラザ （8:30）
9:00~12:00

●�各チーム６球のボールを投げたり転がしたりして、自分のチームのボールを相手チーム
のボールよりもいかに白いジャックボール (目標球 ) に近づけられるかを競うスポーツで
す。
　初心者でも十分に楽しめます。
※上位３チームは表彰があります。
※当日は、体育館シューズをお持ちください。
●山武市体育協会 13支部 ( 小学校区 )の対抗戦です。
※体育協会各支部からの申し込みとなります。

参 加 資 格　山武市在住・在勤の小学生以上
申 込 方 法　 スポーツ振興課または各出張所に設置の参加申込書に必要事項を記入のうえ、スポーツ振興課に提

出（ファクス・メール可）
申 込 期 間　5月9日㈫～5月26日㈮　※ただし定員になり次第締め切り
　S・T　スポーツ振興課　☎0475（80）1461　F0475（80）1400　Msports-shinko@city.sammu.lg.jp

開催日　平成29年6月25日㈰
１．イベントスケジュール  ※全種目参加費無料

家族みんなで一緒に楽しめるスポーツばかりです♪


