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◆　なんぶ家の家族構成の想定�

夫婦･子ども（同居）……　町･一般会計�

父･母　　　　　　　……　国･県�

子ども（大学生・別居）……　町･特別会計�

１/1,000に置き換えて･･･�

南部町の予算を家計簿に例えてみました�
いろいろな項目があり、普通の家庭と多少異なりますが、あえて南部町の一般会計当初予算を�

１千分の１にして「なんぶ家の家計簿」に置き換えてみました。�

どんな状況が見えてくるでしょうか？�

基金の推移�

◆ なんぶ家の家計簿の特徴�

　なんぶ家の年間の生活費は、669万円で、食費･

ローン返済･光熱水費など、日々の生活で必ず支

払わなければならないものに大半のお金を使っ

ています。�

　しかし、給与（町税）は93万円しかありませ

ん。そこで、父母からの援助（地方交付税、国･

県支出金）376万円や、副収入（使用料及び手数

料など）38万円で生活を補いますが、それでもな

お161万円不足するため、これまで積み立てた貯

金の取り崩し、銀行からの借り入れで家計を成り

立たせている状況です。�

　特に、いざというときに自由に使えるお金であ

る貯金の取り崩しは、ほぼ毎年行っている状況で

す。�

　なんぶ家の収入は、父母のかかえる借金や給与

が上がらないことから今後さらに減っていくこと

が予想されます。家の増改築費用、ローン返済を

最小限にとどめ、食費などを節約しながら支出を

抑えて、貯金を取り崩さないことが必要となって

います。�

平成20年度予算 南部町一般会計予算　66億9,400万円（前年比114.38％）�

なんぶ家の家計簿�

父母からの援助�

前年からの繰越�

銀行からの�
借り入れ�

副収入�

給与�

貯金の取り崩し�

合　計� 669万円�

39万円�

38万円�

93万円�

1万円�

376万円�

122万円�

合　計�

繰越金�

37億5,968万3千円�

12億1,770万円�町債�

地方交付税など�
国･県支出金など�

66億9,400万円�

9億3,645万1千円�

3億7,916万6千円�

4億4,038万4千円�

1,500万円�

保育料などの使用料・手
数料、負担金です。�

主に基金を取り崩してい
ます。�

みなさんが国や県に納め
る税金の一部です。�

繰入金�

銀行などから借金をして
います。�

前年からの繰越金です。�

使用料及び手数料など�

町税�
みなさんが南部町に�
納める税金です。�

食費�

ローン返済�

81万円�

118万円�

51万円�

3万円�

4万円�

132万円�

116万円�

70万円�

46万円�

家の修繕費�

貯金の積立�

会費･月謝･教養�

光熱水費･通信費�

友人へ貸したお金�

医療費･保険料�

669万円�合　計�

子どもへの仕送り�

46万円�

2万円�

家の増改築費�

交際費�

公債費�

扶助費�

過去に借り入れた借金の
返済にかかる費用です。�

職員の給料などにかかる�
費用です。�

人件費�

物件費�

積立金�

維持補修費�

補助費等�

各種基金への積立です。�

財団法人等への出資や各種
資金の貸付に使う費用です。�

下水道などの会計へ�
繰り出す費用です。�

福祉や医療にかかる�
費用です。�

一部事務組合などに対す
る負担金などです。�

光熱水費、消耗品費、�
通信運搬費などです。�

施設等の修繕費です。�

道路･建物の建設費用で
す。�

4,400万4千円�

6億9,887万5千円�

11億8,115万7千円�

8億1,364万4千円�

3,517万8千円�

4億5,683万7千円�

13億1,755万5千円�

11億5,992万1千円�

66億9,400万円�

普通建設事業費等�

合　計�

予備費�

特別会計への繰出金� 5億599万1千円�

貸付金･投資及び出資金�

4億6,579万6千円�

1,504万2千円�

収入収入�

支出支出�

収入�

支出�

南部町の一般会計予算（１年度間の歳入）� なんぶ家の家計簿（年間の収入）�

南部町の一般会計予算（１年度間の歳出）� なんぶ家の家計簿（年間の支出）�

緊急に支出を必要とする
場合のための経費です。�

給与�
13.9％�

副収入�
5.7％�

貯金の取り崩し�
5.8％�

前年からの�
繰越�
0.2％�

父母からの援助�
56.2％�

銀行からの借入�
18.2％�

食費�
19.7％�

ローン返済�
17.3％�

医療費・保険料�
6.9％�

光熱水費�
通信費�
10.5％�

家の修繕費�
0.5％�

会費・月謝・教養費�
17.6％�

貯金の積立�
12.1％�

友人へ�
貸したお金�
0.6％�

子供への仕送り�
7.6％�

家の�
増改築費�
6.9％�

交際費�
0.3％�

（単位：千円）�
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0

□そ の 他� 72,081 119,135 219,390 320,286

□公共施設整備基金� 200,055 200,164 200,236 200,457

□減 債 基 金� 1,089,467 1,055,677 726,329 643,564

□財政調整基金� 338,946 238,960 339,014 339,641

平成16年度末� 平成17年度末� 平成18年度末� 平成19年度末（見込）�

1,123,170

17億54万9千円�

16億1,393万6千円� 14億8,496万9千円� 15億394万8千円�

19億3,175万5千円�

206,319

346,995

255,271

平成20年度末（見込）�



4広報なんぶ　2008.４　№43

今年南部町が行うさまざまな分野の仕事の中から、主なものを紹介します。�

会計別予算の状況�

特別会計�

浄化槽整備事業特別会計�11億9,301万円� 7,481万円�

1億4,061万円�

1,460万円�

2億3,738万円� 373万円�

3,152万円�

1億7,320万円�

1億2,841万円�37万円�

農業集落排水事業特別会計�

建設残土処分事業特別会計�

住宅資金貸付事業特別会計�

国民健康保険事業特別会計�

老 人 保 健 特 別 会 計 � 公共下水道事業特別会計�

介護サービス事業特別会計�

墓 苑 事 業 特 別 会 計 �

後期高齢者医療特別会計�

企業会計�

3億619万円�

水道事業会計� 病院事業会計� 在宅支援事業会計�

平成20年度今年の仕事�
�

�

西伯小学校体育館改修････････････････1,880万円�

西伯小学校消火設備改修･･･････････････360万円�

会見小学校耐震補強、老朽改修･･････10,836万円�

会見小学校体育館耐震補強計画策定･････300万円�

会見小学校プール改修･････････････････355万円�

南部中学校給食配膳室改修･････････････210万円�

�

�

�

児童手当支給･･･････････････････････8,861万円�

子育てひろば（のびのび）･････････････585万円�

ファミリー・サポートセンター運営･････125万円�

放課後児童健全育成事業（学童保育）･･1,724万円�

子育て支援医療費助成･････････････････430万円�

�

�

�

介護用品支給事業･････････････････････144万円�

介護予防地域支援事業･････････････････321万円�

　要介護状態に陥ることを予防する各種教室などを

　開催します�

後期高齢者医療関係････････････････17,304万円�

�

�

�

地域振興区支援･････････････････････3,388万円�

（会長等報酬1,077万円、交付金2,217万円ほか）�

�

�

�

農地･水･農村環境保全向上活動支援事業�

　　･････････････････････････････････358万円�

　農地･水･環境の良好な保全と、質の向上を図ります�

チャレンジプラン支援事業･･･････････1,469万円�

　認定農業者等へトラクター・コンバインの加工

　施設等の助成を行います。�

�

�

�

循環バス運行･･･････････････････････2,350万円�

CATV事業･･････････････････････････4,266万円�

（管理3,457万円、番組制作809万円）�

定住対策事業･･･････････････････････2,371万円�

賀祥今長線道路整備･････････････････3,460万円�

大池線道路整備･････････････････････2,360万円�

天万寺内線道路整備･････････････････2,600万円�

入蔵線道路整備･････････････････････3,100万円�

�

�

�

地域振興基金･･････････････････････80,000万円�

　まちづくり計画に位置づけられた事業に使います�

さくら基金（がんばれふるさと基金）･･100万円�

　ふるさと納税制度を利用した寄付金を通じた参加

　型まちづくりです�

じげの道づくり事業･･････････････････610万円�

　地域や集落で身近な町道の改良などを行うことを

　支援する交付金事業です�

23億556万円� 2,333万円�

　教育施設の改修�

　子育て支援対策�

　高齢社会を迎えて福祉施策の充実�

　地域振興協議会を中心とした協働のまちづくり�

　農業振興体制の確立�

　継続して行うべき重点事業�

　その他特徴的なもの�


