
【基金の状況】

(1) 一般会計 （単位：円）

NO. 基金の設置目的
平成29年度末
現在高　①

平成30年度中
積立額　②

平成30年度中
取崩額　③

平成30年度末現在高
①+②-③

平成30年度 基金の活用状況

1 財政調整基金 年度間の財源の調整を行い財政の
健全な運営に資するため

1,272,315,001 250,334,000 300,000,000 1,222,649,001 収支の均衡を図るため、300,000,000円を取り崩し、決算剰余金250,000,000円と運用益
334,000円を積み立て、1,222,649,001円となった。

2 減債基金 町債の適正な管理に資するため 400,115,692 234,237 0 400,349,929 運用益234,237円を積み立て、400,349,929円となった。

3 ふるさと創生基金
歴史、伝統、文化、産業を活かし
た地域づくりの増進に資するため

80,585,292 26,355 24,800,000 55,811,647

運用益26,355円を積み立て、24,800,000円を事業に充当し、55,811,647円となった。
（充当事業）
　○ 産業祭         事業費： 3,693,180円  充当額： 3,600,000円
　○ ふるさとまつり 事業費： 5,723,808円　充当額： 5,700,000円
　○ 花火大会 　　　事業費：13,000,000円　充当額：13,000,000円
　○ 町民体育祭 　　事業費： 2,505,558円　充当額： 2,500,000円

4 協働によるまちづくり事業基金
協働によるまちづくりの推進に必
要な経費の財源に充てるため

4,790,972 128,977 620,000 4,299,949

運用益4,777円と過年度清算金124,200円を積み立て、620,000円を事業に充当し、4,299,949
円となった。
（充当事業）
　○ 協働によるまちづくり推進事業
　 ・提案事業補助金                   事業費：300,000円　充当額：300,000円
　 ・岩倉水辺の森有効活用プロジェクト 事業費：320,000円　充当額：320,000円

5 地域福祉基金 高齢者、障がい者及び児童の保健
福祉の向上を図るため

76,193,217 9,322,000 0 85,515,217

運用益33,026円を事業に充当し、寄附金1,120,000円と過年度清算金8,202,000円を積み立
て、85,515,217円となった。
（充当事業）
　○ お元気ですか訪問事業　事業費：305,240円　充当額：33,026円

6 罹災救助基金
罹災救助に関する基金の充実を図
り、必要となる救助費に充てるた
め

2,219,587 500,221 0 2,719,808 運用益221円と寄附金500,000円を積み立て、2,719,808円となった。

7 農業振興基金 農業の振興に資するため 12,548,885 12,514 1,722,000 10,839,399

運用益12,514円を積み立て、1,722,000円を事業に充当し、10,839,399円となった。
（充当事業）
　○ はばたけ「ぐんまの担い手」支援事業
　　 事業費：12,832,000円　充当額：1,722,000円

8 産業振興基金 産業振興を目的とする事業を効果
的に推進するため

3,889,342 3,878 0 3,893,220 運用益3,878円を積み立て、3,893,220円となった。

9 都市計画事業基金 都市計画事業又は土地区画整理事
業に要する財源に充てるため

260,774,737 93,111 90,000,000 170,867,848

運用益93,111円を積み立て、90,000,000円を事業に充当し、170,867,848円となった。
（充当事業）
　○ 文化センター周辺まちづくり事業（土地区画整理事業）
　　 事業費：295,640,003円　充当額：90,000,000円

10 教育振興基金 学校教育振興の財源に充てるため 20,147,234 520,092 2,046,000 18,621,326

運用益20,092円と寄附金500,000円を積み立て、2,046,000円を事業に充当し、18,621,326円
となった。
（充当事業）
　○ 学校図書整備事業（管内公立小中学校7校）
　　 事業費：1,500,000円　充当額：1,500,000円
　○ 図書館資料整備事業（玉村町立図書館）
　　 事業費：546,000円　充当額：546,000円

11 柴田奨学基金
経済的な理由により就学困難な者
に対し、基金の運用益金による奨
学金を支給するため

7,744,006 0 778,456 6,965,550
運用益1,544円と778,456円を事業に充当し、6,965,550円となった。
（充当事業）
　○ 柴田奨学金 事業費：780,000円　充当額：780,000円

12 田中奨学基金 経済的な理由により就学困難な者
に対し、奨学金を支給するため

35,720,398 3,030,000 772,876 37,977,522

運用益7,124円と772,876円を事業に充当し、寄附金3,000,000円と過年度清算金30,000円を
積み立て、37,977,522円となった。
（充当事業）
　○ 田中奨学金 事業費：610,000円　充当額：780,000円
　　（上記差額の過充当分170,000円は翌年度に清算金として同基金に積立）

13 大澤奨学基金 経済的な理由により就学困難な者
に対し、奨学金を支給するため

1,906,771 0 239,620 1,667,151
運用益380円と239,620円を事業に充当し、1,667,151円となった。
（充当事業）
　○ 大澤奨学金 事業費：240,000円　充当額：240,000円

14 育英基金 経済的な理由により就学困難な者
に対し、育英金を支給するため

1,770,666 0 598,235 1,172,431
運用益1,765円と598,235円を事業に充当し、1,172,431円となった。
（充当事業）
　○ 育英金 事業費：600,000円　充当額：600,000円

15 学校給食事業基金 学校給食事業の健全な運営に資す
るため

14,615,595 2,915 0 14,618,510 運用益2,915円を積み立て、14,618,510円となった。

16 文化センター運営基金 文化センターの管理運営に資する
ため

65,654,720 65,474 30,000,000 35,720,194

運用益65,474円を積み立て、30,000,000円を事業に充当し、35,720,194円となった。
（充当事業）
　○ 文化センター管理事業（文化センター外壁改修及び機械室防水工事）
　　 事業費：35,488,800円　充当額：30,000,000円

(2) 特別会計 （単位：円）

NO. 基金の設置目的
平成29年度末
現在高　①

平成30年度中
積立額　②

平成30年度中
取崩額　③

平成30年度末現在高
①+②-③

平成30年度 基金の活用状況

17 健全な運営に資するため 100,000,000 99,726 0 100,099,726 運用益99,726円を積み立て、100,099,726円となった。

18 介護保険基金 健全な運営に資するため 150,000,000 149,589 0 150,149,589 運用益149,589円を積み立て、150,149,589円となった。

250,000,000 249,315 0 250,249,315

(3) 定額運用基金 （単位：円）

NO. 基金の設置目的
平成29年度末
現在高　①

平成30年度中
積立額　②

平成30年度中
取崩額　③

平成30年度末現在高
①+②-③

平成30年度 基金の活用状況

土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地
又は公共の利益のために取得する
必要のある土地をあらかじめ取得
することにより、事業の円滑な執
行を図るため

219,225,496 9,200 0 219,234,696

　　うち貸付金 210,000,000 0 0 210,000,000

20 収入印紙等購買基金 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000円を、一般旅券発給事務等に係る収入印紙及び群馬県収入証紙の売り捌きに活用
した。

220,225,496 9,200 0 220,234,696

210,000,000 0 0 210,000,000

合計  (1)＋(2)＋(3) （単位：円）

平成29年度末
現在高　①

平成30年度中
積立額　②

平成30年度中
取崩額　③

平成30年度末現在高
①+②-③

2,731,217,611 264,532,289 451,577,187 2,544,172,713

210,000,000 0 0 210,000,000

2,073,688,702

　うち貸付金

計　（c）

　うち貸付金

計　（b）

計　（a）

基金の名称

19

群馬県 佐波郡 玉村町

運用益9,200円を積み立て、219,234,696円となった。

（うち210,000,000円は土地開発公社に貸付）

基金の名称

451,577,187

国民健康保険特別会計
財政調整基金

基金の名称

（a）＋（b）＋（c）　

2,260,992,115 264,273,774

・基金とは、財政運営を計画的に行うため、あるいは特定の目的のために積み立てや取り崩しを行うもので、家計に例えると預貯金に相当するものです。
・本町では、条例の定めるところにより平成30年度末現在で20の基金を設置しており、それぞれの目的に応じて、積み立てや取り崩しを行うとともに、確実かつ

効率的な運用に努めています。
・平成30年度末の基金残高は、総額で、25億4,417万2,713円となっており、平成29年度末残高と比較すると、1億8,704万4,898円減少(6.8%減)しました。


