平成23年度一般会計補正予算（第６回）（賛成・全員）

第 438 回（平成 24 年２月）臨時会

補正額7,787万４千円の減額で、累計45億6,055万９千円の予算規模となる。

（賛成・全員）
平成23年度大豊町簡易水道特別会計補正予算（第３回）
予算執行状況による調整、施工管理委託料522万７千円計上、補正額347万４千円の増額、累計３億7,769

平成23年度一般会計補正予算（第５回）（賛成・全員）
補正額1,900万円の増額で、累計46億3,843万3千円の予算規模となる。

主な財源（歳入）

主な使いみち（歳出）

◇県支出金

万１千円の予算規模となる。

高性能林業機械等整備事業費補助金1,400万円、

高性能林業機械等整備事業費補助金1,400万円、

川口南土地購入に伴う協議が調った。

第 439 回（平成 24 年３月）定例会
３月７日開会、３月 21 日までの 15 日間の会期、町長提出の平成 24 年度当初予算をはじめ、
平成 23 年度一般会計補正予算、条例など 15 件を可決、工事請負契約、過疎地域自立促進
計画変更、財産の無償貸付、財産の無償譲渡、指定管理者の指定、町道の認定を可決、固
定資産評価審査委員会委員の選任同意、議会議員派遣に関する決議、意見書３件可決し、継
続審査・調査付託を決定の上、閉会した。
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本年度予算額
55 億 596 万円
７億 3,889 万２千円
６億 7,748 万５千円
9,629 万８千円
１億 3,043 万８千円

一般会計の主な財源（歳入）
◇地方交付税
20億1,700万円
（前年度比0.2％、400万円増）
◇臨時財政対策債 １億4,800万円
（前年度比25.9％、5,180万円減）
◇町税
３億4,824万９千円
（前年度比0.3％、91万７千円減）
景気低迷などによる減。
◇国庫支出金
１億2,782万３千円
（前年度比25.2％、2,537万８千円増）
国宝重要文化財等保存整備費補助金、道路整備交
付金等の増による。
◇県支出金
16億7,115万１千円
（前年度比324.6％、12億7,729万９千円増）
新規事業に伴う工業用地整備事業費補助金、木材
加工流通施設等整備事業費補助金等の皆増。
◇財産収入
1,933万円
（前年度比46.2％、1,662万４千円減）
預金利子、立木売払代金等の減。
◇繰入金
６億9,379万円
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観光宿泊施設等建築工事500万円を計上。

前年度当初予算額
38 億 4,672 万２千円
７億 6,190 万５千円
７億 2,728 万１千円
9,629 万８千円
１億 652 万円

比較
16 億 5,923 万８千円
△ 2,301 万３千円
△ 4,979 万６千円
2,391 万８千円

（前年度比88.3％、３億2,525万８千円増）
臨時財政対策債の減、単独事業等の増。

一般会計の主な使いみち（歳出）
◇人件費
８億5,713万８千円
（前年度比0.23％、206万６千円増）
特別職の報酬、議員の共済費、職員の採用・昇給
による給料・手当などの増。
◇物件費
６億865万７千円
（前年度比10.1％、6,861万３千円減）
地籍調査事業、町有林間伐事業等の減。
◇補助費
８億2,060万６千円
（前年度比6.5％、5,014万２千円増）
みんなで支える郷づくり補助金、森林地域整備地
域活動支援交付金、鳥獣被害緊急対策事業費補助金
等の増。
◇普通建設事業費 17億8,521万７千円
（前年度比1,214.6％、16億4,941万８千円増）
木材加工流通施設等整備事業費補助金、川口南農
工団地造成事業、観光施設整備事業、杉の大杉再生
事業等の皆増。
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