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　平成 29 年度の一般会計予算総額は、47

億 4400 万円となっており、前年度当初予

算に対し３億 100 万円減額しております。

　当初予算においては、義務的経費並びに

継続事業や早期に実施する必要のある事業

に係るもののみを計上した骨格予算となっ

ており、政策的な判断を要する予算につき

ましては、今後、補正予算で計上すること

となります。

●問い合わせ先

　総務課総務グループ財政係　☎ 0146・47・2114

にいかっぷほのぼのスタンプラリーについて

　観光協会では、「にいかっぷほのぼのスタンプラリー 2017」を

実施しています。観光客だけではなく、新冠町にお住まいの皆

さんも参加できますので、スタンプラリーに参加して新しい町

の魅力を発見してください！

　開催期間は、４月 22 日（土）から９月 30 日（土）までで、

参加料は無料です。詳しくは、町内観光施設に設置している申

し込み用紙をご覧ください。

軽トラ市の開催について

　今年も、６月３日（土）より、「軽トラ市」を開催します。

　今年も、町内で採れた愛情たっぷりの野菜などを用意して、

多くの皆さんにお会いできることを楽しみにしています！

　期　間：６月３日（土）～ 10月 28日（土）

　場　所：道の駅「サラブレッドロード新冠」構内

　販売品：野菜、海産物、パン・ケーキ他

平成29年度予算について

にいかっぷ観光協会からのお知らせご寄附ありがとうございました。（敬称略）

●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

☆谷本　房雄 （20,000円）

☆清水　松子 （紙パンツ１袋）

☆田﨑　孝史 （古布１箱、紙パンツ３袋）

☆地域活動支援センター （カット布３袋）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布 3袋）

●認定こども園ド・レ・ミで役立ててと

☆荻野　一広 （エレクトーン１台）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆谷本　房雄 （30,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆明和たんぽぽの会 （古切手１袋、古布２袋）

記事の訂正について

　広報にいかっぷ４月号の表紙に記載し

た新冠中学校卒業生の生徒数に誤りがあ

りました。

　正しい生徒数は「58名」でした。

　お詫びして、訂正いたします。

新冠町長選挙・新冠町議会議員補欠選挙結果について

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information － その１

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

５
月

15日（月）

10：00～11：30 脳の元気アップ教室
（認知症予防教室）

保健センター

13：30～15：00 節婦生活館

13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

16日（火） 受付13：00～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

19日（金）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
泊津生活館

14：00～15：30 泉生活館

22日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
朝日農村環境改善センター

13：30～15：00 太陽開拓婦人ホーム

23日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

26日（金）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
緑丘生活センター

14：00～15：30 おうるの郷

６
月

６日（火） 10：30～12：00
お気楽☆おたっしゃ塾
（介護予防教室）

レ・コードの湯

７日（水） 13：30～15：00 離乳食教室 保健センター

16日（金）
①６：30～
②７：30～
③８：30～
④９：30～
⑤ 10：30～

・特定健診
・胃・肺・大腸がん検診
・前立腺がん検診
・肝炎ウイルス検査
・エキノコックス症検査

保健センター

17日（土）

平成 29年度各会計予算総括表

会　計　名 今年度当初予算額 前年度当初予算額 増減率

一般会計 47億 4400 万円 50億 4500 万円 △ 6.0％

簡易水道事業特別会計 ２億  874 万円 ２億 4804 万円 △ 15.8％

下水道事業特別会計 ２億 3795 万円 ２億 2682 万円 4.9％

国民健康保険特別会計 ９億 2105 万円 ８億 9956 万円 2.4％

後期高齢者医療特別会計 6823万円 6679 万円 2.2％

介護サービス特別会計 ２億 9946 万円 ３億 3656 万円 △ 11.0％

国民健康保険診療所特別会計 ２億 4779 万円 ２億 6596 万円 △ 6.8％

特別会計合計 19億 8322 万円 20億 4373 万円 △ 3.0％

総額（一般会計＋特別会計） 67億 2722 万円 70億 8873 万円 △ 5.1％

●新冠町長選挙開票結果

届出順 結果 氏　　名 得票数

１ 小竹　国昭 １，７２７

２ 当 なるみ　修司 １，９９９

アウトライン未設定

商工費1億9万円（2.1％）

総務費
6億9031万円

（14.6％）

民生費
9億3161万円

（19.6％）

衛生費
4億6099万円

（9.7％）土木費
4億126万円
　　（8.5％）

消防費
2億1884万円

（4.6％）

教育費
7億1840万円

（15.2％）

公債費
7億7035万円

（16.2％）

農林水産業費3億7608万円（7.9％）

議会費7298万円（1.5％）その他309万円（0.1％）

歳出
47億4400万円

町税
6億3729万円

（13.4％）

地方交付税
26億3800万円（55.6％）

使用料・手数料
1億1085万円

（2.3％）

繰入金
9074万円

（1.9％）

その他
2億7044万円

（5.7％）

その他
2億2982万円（4.8％）

国庫支出金
2億7478万円

（5.8％）

道支出金
2億1998万円

（4.7％）

町債
2億7210万円
（5.8％）

自主財源
　　23.3％

依存財源76.7％

歳入
47億4400万円

●投票結果

　有権者数　　4,624

　投票者数　　3,758

　投票率　　　81.27％

●開票結果

　有効投票数　3,726

　無効投票数　　 32

　投票総数　　3,758なるみ　修司　66歳

あらき　正光

66歳

新冠町長選挙
　４月 18日に告示された新冠町長選挙は、立候補者は２名

となり 28年ぶりの選挙戦となりました。４月 23日に投票と

開票作業が行われましたので、結果についてお知らせします。

新冠町議会議員補欠選挙
　新冠町長選挙と同日に告示さ

れた新冠町議会議員補欠選挙は、

欠員１名に対し立候補者が１名

だったことから、無投票当選と

なりました。

●問い合わせ先

新冠町選挙管理委員会

☎ 0146・47・2111

●問い合わせ先　にいかっぷ観光協会☎ 0146・45・7300 ／企画課まちづくりグループ☎ 0146・47・2498
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