
イベント・催し
猪名川町立小学校連合図工展
　町内7小学校による連合図工
展を開催します。子ども達が一
生懸命に取り組んだ個性あふれ
る作品を展示しています。
▶とき2月19日（金）～同25日
（木）、午前9時～午後6時（最
終日は正午まで。月曜日は休館）　
▶ところ文化体育館　▶問合せ
教育支援室（☎766－6006）
リバグレスオープン講座「バラ
ンスのよい生き方働き方」
▶とき3月6日（土）午後2時30
分～同4時　▶ところ生涯学習
センター　▶定員40人　▶参加
費無料　▶講師栗木剛さん（ｍ
ｏ ｔ ｔ ｏ ひ ょ う ご 事 務 局 長）　
▶申込・問合せ中央公民館（☎
766－8432）

募　集
駐車場の借主
　水道事業で管理している伏見
台低区配水池地内の駐車場に空
きがありますので、借主を募集
します。
▶住所伏見台1丁目2番100　▶
募集数5台分（先着順）　▶料金
月額1台6,300円　▶申込・問合
せ上下水道課（☎766－8716）
ふれあいあそびと親子陶芸の参
加者
▶とき3月7日（日）午前10時～
正午　▶ところ子育て支援セン
ター　▶内容ふれあい遊びと
親子陶芸　▶講師田川雅規さ
ん（あそびの工房もくもく屋）　
▶対象町内在住2歳～就園前の
子どもとその家族　▶定員先着
30組　▶参加費親子700円（粘
土１個）※粘土を追加する場合
は１個につき700円必要　▶持
ち物濡れタオル　▶その他汚れ
ても良い服装　▶申込み・問合
せ同センター（☎766－7800）
第４２回いながわオープンゴル
フ大会の参加者
▶とき4月14日（水）午前8時～　
▶ところ関西軽井沢ゴルフ倶楽
部　▶参加費10,000円（セルフ
プレイ・昼食代など）※70歳以
上割引有り　▶申込・問合せ同
ゴルフ倶楽部（☎769－0201）
第18回猪名川オープン卓球大
会の参加者
▶とき3月14日（日）午前9時～
（受付＝同8時30分～）　▶とこ
ろ文化体育館　▶種別シングル
スおよびダブルス（男女ともＡ・

Ｂ・Ｃクラス）　▶参加費シン
グルス700円、ダブルス一組800
円　▶申込・問合せ2月23日ま
でに、ハガキに住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・種別を記入し、
岡田茂宅（〒666－0151川西市
美山台3－1－7、☎・ＦＡＸ794
－5680）
北摂☆きらっとバスの参加者

【Ａコース】▶とき・見学先3月
25日（木）、満願寺・手塚治虫
記念館ほか4施設

【Ｂコース】▶とき・見学先3月
26日（金）、清荒神清澄寺・参
道散策・人と自然の博物館ほか
3施設
いずれも▶申込・問合せ阪神北
県民局商工労政課（☎0797－83
－3157）

講座・教室
バスケットボール教室
▶とき2月27日（土）・3月6日（土）
午前9時～正午　▶ところつつ
じが丘小学校体育館　▶対象町
内在住の小学校1 ～ 4年生　▶
参加費無料（申込不要・当日受
付）　▶指導者猪名川ボアーズ
コーチ　▶持ち物運動のできる
服装・体育館シューズ・タオル・
飲み物　▶問合せ猪名川町バス
ケットボール協会　永井宅（☎
090－1916－4098）

お知らせ
シルバー人材センターの入会説
明会
▶とき3月6日（土）午前9時30
分～同11時30分　▶ところ中央
公民館　▶定員先着30人　▶対
象町内在住の健康で働く意欲の
ある60歳以上の人　▶申込・問
合せ同センター（☎766－8686）
経営相談会の開催
▶とき2月24日（水）午前10時
～午後4時　▶ところ町商工会
館　▶内容専門家による経営全
般に関する個別相談（売上改
善・資金計画・人材育成など）　
▶対象中小事業主など　▶参加
費無料※完全予約制（先着順）　
▶申込・問合せ商工会（☎766
－3012）
架空請求にご注意を！
　最近、ハガキやメール、電話
などで、身に覚えのない請求を
される架空請求詐欺が多発して
います。身に覚えのない請求に
ついては、一切支払う必要はあ
りません。個人情報を知られる
ことがあるので、相手に電話や
メールでの返信は絶対にせず、
警察に相談してください。
▶問合せ川西警察署（☎755－
0110）

第 349回（3月）町議会定例会・委員会の日程

中
な か だ

田　こころちゃん
1 歳８カ月（白金）

岡
おか

　秀
しゅうま

磨ちゃん
1 歳２カ月（伏見台）

　目があうと、くしゃく
しゃの笑顔でこたえてく
れる秀磨君。みんな大好
きだよ♡

　いたずらが大好きなこ
ころ。
　天真爛漫、澄んだ心で
大きくなぁれ！

生きがいづくり講演会
やる気を起こせば必ず奇跡が起きる

▶とき　3月22日（月）
午後1時30分～同3時30
分（受付＝午後1時～）
▶ところ　生涯学習セ
ンター（視聴覚ホール）
▶講師　豊重哲郎さん
▶定員　先着100人
▶参加費　無料
　 申 込 み・ 問 い 合 わ
せは、3月5日までに住

所・氏名・年齢・電話
番 号 を 明 記 し、 ハ ガ
キ（ 〒666－0292住 所
不要）、ＦＡＸ（767－
2255）、Ｅメール（ikigai
@town.inagawa.lg.jp）ま
たは、電話でコミュニ
ティ課生きがいづくり
室（☎766－8783）へ。

　シニア世代の皆さんに、充実したセカンドラ
イフを送っていただくため、集落ぐるみでユ
ニークな地域の活性化に取り組む柳谷集落（鹿
児島県鹿屋市）のリーダー豊重さんを講師に招
き、講演会を開催します。

豊重哲郎さんのプロフィール
▷平 成8年　 む
らづくり活性化
アドバイザー、
鹿児島県鹿屋市
串良町柳谷公民
館館長就任（現
在に至る）

☆柳谷町内会の主な受賞実績☆
▷平成17年　半島地域活性化優
良事例受賞　▷同18年　ムラと
自然の再生賞受賞　▷同19年　
あしたのまち・くらしづくり活
動賞　内閣総理大臣賞受賞

平成 20 年度決算を認定 　平成20年度の一般会計・特別会計（7会計）
の決算が昨年12月に開会された第348回町議
会定例会で認定されましたので、一般会計を中
心にお知らせします（水道事業会計は、昨年9
月に認定済み）。
　一般会計の収入額は88億3,268万円で、支出
額は85億7,138万円。収入額から支出額と繰越
明許額（次年度に繰り越した事業費の財源）な
どを除いた実質収支は、2億3,459万円の黒字
となってます。
　一般会計の収入総額は前年比で2.7％減少
し、その収入の主なものは、町税・地方交付税
となっています。また、町税収入は、個人町民
税や固定資産税の増加により、町税全体では
2.7%の増加となりました。
　支出総額は、前年度に比べ3.3％の減少とな
りました。目的別での主な増減要因は、総務費・
民生費・土木費が増え、教育費は楊津小学校改
築事業が終了したことなどから減少しました。
　一般会計と特別会計の合計は、収入額142億
2,855万円、支出額138億5,027万円で、実質
収支は3億5,157万円の黒字となっています。

　問い合わせは、企画財政課（☎766－8711）へ。

一般会計・特別会計決算一覧表

会計区分 収入 支出 収支差引残額
残額の内訳

繰越明許 一般繰越
一般会計 88億3,268万円 85億7,138万円 2億6,130万円 2,671万円 2億3,459万円

特
別
会
計

国民健康保険 23億7,166万円 23億4,005万円 3,161万円 ― 3,161万円
介護保険 13億8,883万円 13億5,070万円 3,813万円 ― 3,813万円
後期高齢者医
療保険

3億8,457万円 3億7,277万円 1,180万円 ― 1,180万円

老人保健 2億1,008万円 2億1,008万円 0円 ― 0円 
農業共済 3,754万円 1,807万円 1,947万円 ― 1,947万円
下水道事業 9億9,781万円 9億8,558万円 1,223万円 ― 1,223万円
奨学金 538万円 164万円 374万円 ― 374万円

小計 53億9,587万円 52億7,889万円 1億1,698万円 ― 1億1,698万円
合計 142億2,855万円 138億5,027万円 3億7,828万円 2,671万円 3億5,157万円

①町税
46.5%

⑧使用料及び手数料2.4% ⑨その他4.0%

収入合計
88億3,268万円

②地方交付税
20.1%

④譲与税・
交付金7.0％

   ⑤繰入金
             5.7％

③国県
支出金
8.7％

⑥町債
        3.2％

②地方交付税
20.1%
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交付金7.0％

   ⑤繰入金
             5.7％

③国県
支出金
8.7％

⑥町債
        3.2％

⑦繰越金2.4％

一般会計収入内訳 （　　）内は対前年度比

①町税＝住民の皆さんが町に納めた税金
　　　　41億684万円（＋2.7％）
≪主な内訳≫
・町民税　　　　　　　 20億7,070万円
・固定資産税　　　　　 16億8,834万円
・都市計画税　　　　　   1億6,815万円
・町たばこ税　　　　　   1億3,496万円
・軽自動車税　　　　　　     4,455万円
・特別土地保有税　　　　　      14万円

②地方交付税＝国が徴収した税金を人口
や面積などの一定の合理的な基準によっ
て、地方公共団体に配分する交付金　　
　　17億7,541万円（＋4.3％）

③国・県支出金
　　　　7億7,276万円（－15.2％）
国庫支出金　3億3,696万円（－28.8％）
県支出金　　4億3,580万円（－0.4％）

④譲与税・交付金
地方消費税交付金
　            2億222万円（－8.0％）
地方譲与税
　　　　1億2,651万円（－3.2％）
地方特例交付金
　　　　　  8,458万円（＋250.6％）
自動車取得税交付金
　　　　　  8,079万円（＋7.8％）
ゴルフ場利用税交付金
　　　　　  7,498万円（－5.3％）
利子割交付金
　　　　　  2,501万円（－3.2％）
配当割交付金
　　　　　  1,320万円（－57.6％）
株式等譲渡所得割交付金
　　　　　 　457万円（－78.0％）
交通安全対策特別交付金
　　　　 　　466万円（－13.0％）

⑤繰入金
＝基金からの繰入金
5億563万円

（＋52.9％）

⑦繰越金
＝前年度からの繰越金
2億1,381万円

（－50.4％）

①民生費
21.3%

④教育費
15.3% ③公債費

15.5%

②総務費
16.9%

⑥衛生費
9.4%

⑦その他
10.4%

⑤土木費
11.2%

④教育費
15.3% ③公債費

15.5%

②総務費
16.9%

⑥衛生費
9.4%

⑦その他
10.4%

⑤土木費
11.2%

支出合計
85億7,138万円

⑧使用料及び手数料
2億957万円（＋1.3％）

収入総額　142億2,855万円
◎住民1人当たりの額　436,713円
支出総額　138億5,027万円
◎住民1人当たりの額　425,103円
（決算額は昨年よりやや減少）

※平成21年3月末人口：32,581人

一般会計支出内訳
（　　）内は対前度年比

①民生費＝高齢者や障害者に対する福祉
サービス、保育園運営など
　　　　18億2,696万円（＋2.7％）
≪主な内訳≫
・老人福祉費　　　　　   4億7,333万円
・保育所費（私立・公立）2億5,649万円
・児童手当支給事業費　   2億5,507万円
・心身障害者福祉費　　   2億4,436万円
・総合福祉センター管理費     7,632万円
・乳幼児等医療助成費　　     7,116万円
・社会福祉協議会費　　　     6,302万円

⑥町債
＝町の借入金
2億8,495万円

（－49.9％）

⑨その他
諸収入
 1億5,768万円（＋52.5％）
財産収入
 1億1,112万円（＋43.9％）
分担金及び負担金
      7,572万円（－5.7％）
寄附金
         265万円（－94.8％）

※各表・グラフの
金額や数値は、端
数処理しています
ので、決算書記載
の額と一致しない
場合があります。

②総務費＝戸籍・住民基本台帳や徴税に
関する事務、防犯・防災対策、庁舎の管
理など
　　　　14億4,667万円（＋8.7％）
≪主な内訳≫
・本庁舎管理費　　　　   2億1,229万円
・戸籍住民基本台帳管理費     9,845万円
・防犯対策費　　　　　　     3,477万円
・町内循環バス運行事業費     2,255万円
・広報事業費　　　　　　     1,202万円
・防災対策費　　　　　　     1,154万円

③公債費＝町債に係る元金利子の償還金
　　　　13億3,061万円（＋10.5％）

④教育費＝小中学校、幼稚園、図書館、
文化体育館の運営など
　　　　13億1,173万円（－30.6％）
≪主な内訳≫
・小学校費　　　　 　  1億8,526万円
・中学校費　　　　 　  1億2,598万円
・幼稚園費　　　　   　1億8,517万円
・放課後児童対策事業費     4,834万円
・文化体育館運営管理費　  2,333万円

⑤土木費＝道路や
公園の整備、都市
計画事務費など
　　9億5,615万円
　　　　（＋9.6％）
≪主な内訳≫
・道路維持補修費
　  1億1,225万円
・木間生旭ヶ丘線
道路新設改良工事
　  　 2億15万円
・公園、緑地の維
持管理費
　  1億1,114万円

▲平成 20 年度に開通し
た木間生旭ヶ丘線

⑥衛生費＝ごみ・し尿
の処理、検診や予防接
種の実施など
　8億959万円（－4.6％）
≪主な内訳≫
・ごみ処理などの費用
　　　  4億7,578万円
・基本健康診査費・が
ん検診など
　　　  1億2,389万円
・し尿処理費
　　　　　 4,779万円

⑦その他
≪主な内訳≫
消防費＝消防、救急、救助活動
　　　　　　　4億6,951万円（－4.5％）
農林水産業費＝農林業の振興、農業委
員会事務、ほ場整備など
　　　　　　    2億805万円（＋5.7％）
議会費＝議会運営に係る経費
　　　　　　1億4,474万円   （－4.4％）
商工費＝商工業の振興、観光事業、消
費者相談など
　　　　　　　 3,966万円（＋36.0％）
諸支出金＝環境整備基金への積立金
　　　　　　　 2,771万円（－57.1％）

【定例会】
いずれも午前10時～
▷2月25日（木） 議案審
議
▷3月5日（金）議案審議、
代表質問
▷3月8日（月）一般質問
▷3月26日（金） 議案審
議
▷3月29日（月）予備日
【常任委員会】
総務建設常任委員会
▷3月1日（月）補正予算
▷3月9日（火）条例、当
初予算等
▷3月10日（ 水 ） 条 例、

当初予算等
▷3月12日（ 金 ） 条 例、
当初予算等
生活文教常任委員会
▷3月2日（火）補正予算
▷3月15日（ 月 ） 条 例、
当初予算等
▷3月16日（ 火 ） 条 例、
当初予算等
▷3月17日（ 水 ） 条 例、
当初予算等
※議事の都合により変更
する場合があります

　問い合わせは、議会事
務局（☎766―8710）へ。

＜３＞ 広　報　い ＜２＞平成２２年（2010年）２月１５日な　が　わ


