
平成28年度　まちの決算

　「健全化判断比率」とは、財政が良好かどうかが判断できる指標です。財政破たんを防止し早期に健全化を図ること
を目的としています。
　「早期健全化基準」を上回ると、自主的な改善努力をしなければなりません。
　大津町は基準よりも下回っていますので、財政は健全な状態ということがわかります。

健全化判断比率 平成28年度 平成27年度 早期健全化基準

①実質赤字比率 ー  ー  13.95

②連結実質赤字比率 ー  ー  18.95 

③実質公債費比率 11.0 11.0 25.00 

④将来負担比率 ー  ー  350.00 

比 　 率 平成28年度 平成27年度 経営健全化基準

⑤資金不足比率 ー ー 20.00

①実質赤字比率…………財政運営の悪化の度合いを示す比率です。大津町は、実質黒字です。
②連結実質赤字比率……全ての会計を合算し、町全体の財政運営の度合いを示す比率です。大津町は、黒字です。
③実質公債費比率………元利償還金等（借金の返済額など）を指標化した比率です。
④将来負担比率…………将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示す比率です。
⑤資金不足比率…………公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。大津町は、公共下水道事業会計、農
　　　　　　　　　　　業集落排水事業会計、工業用水道事業会計の各会計とも資金の不足額はありません。

■町の財政は大丈夫？～健全化判断比率・資金不足比率～

※単位はパーセントです。
※ ①、②、④、⑤は黒字のため「ー」を表示しています。

仮設庁舎の建設・借上料など……………………1億437万円

死亡者等に対して弔慰金・見舞金を支給…………2,830万円

一部損壊世帯の住宅補修の見舞金…………………1,395万円

避難所の管理運営の費用……………………………2,393万円

避難者への炊き出しや食料の提供…………………2,867万円

被災した住宅の応急修理の費用………………2億7,341万円

災害廃棄物や被災家屋の処理費用…………23億8,818万円

被災した農業者の農業用施設の復旧…………3億2,842万円

被災した町道の応急復旧などの費用…………1億3,379万円

り災証明のための住家被害の認定調査………………771万円

地震の際に出動した消防団員への出動費……………886万円

被災児童（小中学校）就学援助費……………………643万円

被災した地区公民館の復旧…………………………1,249万円

熊 本 地 震 関 連 の 主 な 事 業

平成29年度へ繰り越した地震関連事業

旧庁舎の解体工事………………………………1億8,100万円

被災した農業者の農業用施設の復旧…………17億8,563万円

強い農業づくり交付金…………………………7億1,100万円

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業………………6,220万円

農業用施設の災害復旧…………………………2億3,964万円

林業用施設の災害復旧………………………………4,024万円

運動公園総合体育館の災害復旧………………4億6,401万円

公共土木施設（道路、橋りょう等）の災害復旧…1億1,000万円
※平成 28 年度の決算には含まれません。

■熊本地震 関連事業決算
　平成28年度は熊本地震の復旧・復興のため約43億円（一般会計）使いました。28年度に終わらなかった事業につい
ては、29年度へ繰越して引き続き復旧にあたります。

●災害廃棄物や被災家屋の処理費用

23億
8,818万円

●主な事業

●被災農業者向けの補助金

３億
2,842万円

●被災した住宅の応急修理の費用

２億
7,341万円

ＪＲ肥後大津駅（阿蘇くまもと空港駅）は大津町の中心部に位置し、鉄路と空路を
結ぶ大きな起点となっている交通の要所です。今回は役場総務課に職場体験学習に
来ていた中学生 2人に駅周辺を歩いてレポートしてもらいました。
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ＪＲ肥後大津駅（阿蘇くまもと空港駅）は大津町の中心部に位置し、鉄路と空路を
結ぶ大きな起点となっている交通の要所です。今回は役場総務課に職場体験学習に
来ていた中学生 2人に駅周辺を歩いてレポートしてもらいました。

肥後大津駅肥後大津駅

夜も
にぎわいま

す！夜も
にぎわいま

す！

私たちが
レポートします！

駅の周りを散策して
新し大津町を発見
してください！

電
営
休

電 電話番号 営 営業時間休 休業日

リトルブティック
チェリー

空港ライナー

ＪＲ豊肥線

熊本空港

大津町ビジターセンター
大津警察署
大津駅前交番

駅南口駅南口からから
出発前や、
待ち時間の合間は
出発前や、
待ち時間の合間は

へ！！へ！！駅北口駅北口

096（294）1358

日曜
12:00(11:00)～19:00

　一日27往復、約30分に１本の計算で熊
本空港とＪＲ肥後大津駅を約15分でつなぐ
無料のシャトルバスです。毎日運行しており、
予約不要のため、だれでも気軽に利用できる
ことが大きな特徴です。
　また、通常は９人用のジャンボタクシーが
使われていますが、定員を超えた場合でも別
の車両がすぐに応援に駆けつけ、次の便を待
つことなく乗車できます。

　駅南口にある観光案内カウンターを併
設した待合室です。
　数に限りがありますが、テーブル席も
あり、電車やバスの待ち時間を仕事や勉
強をしながら過ごすこともできます。
　また、係員がいる時間帯は飲食店やバ
ス乗り場の案内などができます。
　観光パンフレットコーナーもあり、周
辺地域に詳しくなれます。

　今年４月に新設された駅南口近くにあ
る交番です。
　地域の治安を24時間体制で守り、交
通事故対応やパトロールなどを行ってい
ます。落し物などの困りごと相談やトイ
レの利用などもできます。

衣料品店

電
営
休

より処和氣（わき）
096（293）7208

火、水曜
13:00～22:00

カフェ

電
営
休

トータス
096（294）0989

火曜日
11:00～19:00

衣料品店

電
営
休

POPOLUS
FOOD SHOP
096（206）5772

土、日（イベント時
臨時休業）-インスタで告知

13:00～22:00

軽食・カフェ

電
営
休

九州の食卓
096（292）0581

日曜、祝日
11:00～19:00

セレクトショップ

電
営

休

まつもと整骨院
096（294）8780

日曜、祝祭日

 8:30～12:00
15:00～19:00

整骨院 カフェランド
大津店

カフェ

電
営

休

090（1344）4777

無休

平日 12:30～20:00
土日祝12:30～19:00

中学生職場体験レポート

駅南口駅南口

駅北口駅北口

空港ライナー空港ライナー

電
営

休

門出苑
096（293）4833

月曜日

11:30～14:00
17:30～22:00

居酒屋、定食

電
営

休

096（294）0011

年中無休

9:00～18:00
(待合スペース
    22:00まで）

電
営
096（293）6253
24時間体制

　時刻表や乗り場などの情報はホームページ
や携帯サイトからも確認できます。

阿蘇くまもと空港ライナー 検 索

徒歩徒歩100m100m以内にも
魅力がたくさん
以内にも
魅力がたくさん

農業林業用施設の災害復旧…………………………9,630万円

公共土木施設の災害復旧………………………２億5,321万円

学校教育施設の災害復旧………………………３億3,742万円
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