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歳出

歳入
義務的経費
47.2％

投資的経費
14.6％

その他の
経費
38.2％

人件費
14.5％

扶助費
21.5％

公債費
11.2％普通建設事業費

14.6％

物件費
14.5％

補助費等
12.0％

繰出金
9.9％

その他
1.8％

一般会計
総額

100億3,800万円

一般会計
総額

100億3,800万円

その他
庁舎管理や議会運営など
10億8,096万円

公債費
公共事業の財源として
借り入れた町債の返済
11億1,860万円

労働費・農林水産業費・
商工費
農林水産業や観光の振興など
1億7,853万円

消防費
防災や消防など
3億4,840万円

教育費
小・中学校の管理・運営や
スポーツ振興など
14億149万円

維持補修費、予備費など

1億8,453万円

一般会計、特別会計、
基金などの会計間に
おいて支出されるお金

9億9,149万円

補助金、負担金、
報償金など

12億282万円

人件費、維持補修費、
扶助費、補助費など
以外の消費的性質のお金

14億5,423万円

道路、橋りょう、学校、公園など
各種社会資本の新増設事業を行う
際に必要なお金
14億7,015万円

議員報酬、職員給料、
地方公務員共済組合等
負担金など

14億5,790万円

生活保護費、福祉医療
費、児童手当など

21億5,828万円

町債の元利償還金およ
び一時借入金利子の支
払いに要するお金

11億1,860万円

衛生費
保健・医療・ごみの回収処理など
8億1,438万円

民生費
福祉や子育て支援など
37億3,360万円

その他 施設使用料や手数料など

12億1,356万円

繰入金
前もって積み立てていた貯金
から引き出したお金
6億6,156万円

町債
公共事業などの財源として
長期に借り入れるお金
9億0,590万円

地方交付税
全国どこのまちでも同じようなサービス
が受けられるよう国から交付されるお金
11億1,482万円

一般会計
総額

100億3,800万円

国県支出金
公共・福祉事業を行うため
国や県から交付されるお金
20億9,590万円

平成27年度予算
ひと輝く・四季彩のまち かいた
一般会計 100億3,800万円 （対前年度比 11.0％増）
（経済対策事業分を含む） 101億190万円 （対前年度比 4.2％減）
特別会計 69億147万円 （対前年度比 4.2％増）
水道事業会計 5億8,578万円 （対前年度比 16.8％減）

１　第４次海田町総合計画の基本構想に掲げる都市像「ひと輝く・四季彩のまち　かいた」の実現に向けた各種
施策の推進に財源を重点的に配分します。

２　これまで取り組んできた「子育てしやすい、安全安心なまちづくり」を引き続き継続・拡充して進めます。

３　将来世代へ過度の負担を残さない「持続可能な行財政運営」のため、行政改革指針に基づき、事務事業評価
の反映や事業の見直しを行い、絶え間ない行政改革に取り組みます。

※「第４次海田町総合計画」は企画課（役場３階）およびホームページで閲覧できます。

　平成26年度の国の経済対策を活用し、防犯カメラの設置や消防団の装備更新に係る事業など、まち・ひと・
しごと創生に係る各種事業を、平成26年度の補正予算に計上し、27年度へ繰り越して実施します。
　経済対策事業分　一般会計…6,390万円

皆さんに納めて
いただく税金
40億4,626万円

土木費
道路整備や公園の維持管理など

13億6,204万円

予算編成重点方針

国の経済対策を有効活用

※特別会計とは、公共下水道事業・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の４会計のことです。
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まち・ひと・しごと
創生関連事業

都市基盤を整え
生かすまちづくり

商工業振興事業（プレミアム付商品
券発行）　3,223万円
地元消費の拡大、地域経済の活性化を推進す
るため、広島安芸商工会に対し、プレミアム
付商品券発行に係る経費を補助します。

防犯カメラ設置事業　2,000万円
犯罪を未然に防止し、地域住民や通学児童・
生徒の安全・安心を守るため、町内に防犯カ
メラを設置します。
また、大雨による道路冠水等を監視するため
のカメラの設置も行います。

地方版総合戦略策定事業　567万円
将来にわたって活力ある地域社会を維持するため、今後町が取
り組むべき施策や目標をまとめた「海田町まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を策定します。
また、策定に当たり、町内の空き家の実態を調査します。

消防団装備更新事業　600万円
消防団員の災害現場での活動の円滑化のため、経年劣化した水
防活動用雨合羽の更新を行います。

寺迫公園整備事業　1億8,839万円
快適で潤いのある緑地環境を引き続き提供するため、
寺迫公園の借地部分の買収を行います。

公共施設等総合管理計画策定事業
632万円
施設の老朽化や利用需要の変化、財政状況との比較な
ど、町内公共施設に係る課題について整理を行い、今
後の公共施設の適正な管理を図るため、公共施設等総
合管理計画を策定します。

平 成 27 年 度 は  こ ん な 事 業 を 実 施 し ま す

環境にやさしく
快適なまちづくり

その他

海田市駅南口土地区画整理事業　8,719万円
事業の推進を図るた
め、事業計画などの
変更や中店窪町線整
備工事を行います。
また、権利者に対す
る物件移転補償を行
います。

災害時非常用電源整備事業　297万円
災害発生時の体制を強化し、住民の安全・安心を確保するため、
避難所となっている町内各施設に非常用発電機を整備します。

公共下水道整備事業　１億3,632万円
水質の保全や生活環境の改善のため、汚水管整備を行います。
また、浸水被害を防ぎ、住民の生命財産を守るため雨水整備を
行います。

町道6号線バイパス整備事業
5,573万円
安全で円滑な交通を確保するため、用地買収な
どを行います。

町道6号線2工区整備事業
1,441万円
安全で円滑な交通を確保するとともに、循環バ
ス路線を延伸するため、三迫二丁目地内の町道
６号線の道路拡幅を行います。

中店小学校線道路改良事業
1億8,220万円
安全で円滑な交通を確保するため、用地買収等
を行います。

社会保障・税番号制度導入事業
1,087万円
平成28年１月から開始される社会保障・税番号制度の
導入に向けて、住民への周知、個人番号の付番、個人
番号カードの交付などを行います。

社会保障・税番号制度システム整備事業
8,308万円
平成28年１月から開始される社会保障・税番号制度の
導入に向けて、町の各種システムの改修を行います。

子どもがいきいきと
育つまちづくり

理科教育設備整備事業　2,066万円
児童・生徒の学力向上を図るため、町内の小
中学校の理科教育備品の整備を行います。

保育所再整備事業　215万円
子どもが健やかに育つ保育環境の整備のため、
老朽化している畝、西浜、幸保育所の公立3保
育所を統廃合し、民間事業者による設置・運
営方式の私立保育所を1か所再整備します。
平成27年度は、民間事業者を選定するととも
に、仮園舎の設置を行います。

ひまわりプラザ設備改修事業
4,000万円
来館者が、安全で快適に利用できる環境を整
えるため、老朽化した空調設備および給水設
備の改修を行います。

学校耐震補強事業　6億858万円
安全・安心な学校づく
りのため、海田南小学
校体育館耐震補強等工
事、 海田中学校北校
舎・中校舎耐震補強等
工事、海田中学校武道
場天井等改修工事等を
行います。

学校防犯カメラ設置事業　2,320万円
児童・生徒の安全な学習環境を確保するため、すべての小中学
校に防犯カメラを設置します。

健康で人にやさしい
安心のまちづくり 出産育児教育事業（パパママスクー

ル拡充分）14万円
妊婦やその家族が安心して出産・育児を迎える
ことができるよう、現在実施している事業の回
数を増やすとともに、新たに母乳育児の話や乳
房ケアの指導を行います。

障害者地域生活支援事業　568万円
障がい者への相談支援体制の拡充を図るため、新たに、相談支
援業務を社会福祉協議会に委託して行います。

経 済 対 策 事 業 分
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