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【令和 2 年度大鰐町一般会計当初予算の概要】 

 

令和 2 年 3 月 

 

予算総額：5,180 百万円（△34 百万円、0.7％減） 

＜うち一般財源 3,755 百万円（107 百万円、2.9％増）＞ 

 ※（ ）内は、前年度当初予算との比較である。以下同じ。 

 

 令和 2 年度の当初予算は、引き続き持続可能な財政基盤の強化を図るととも

に、「第５次振興計画」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけ

られる地域医療体制の整備・人口減少対策等を中心とした主要施策の着実な推

進に重点を置いた予算編成とした。 

 

第１ 歳入 

・町税については、町たばこ税の減等により、8 百万円の減となった。 

・地方譲与税については、森林環境譲与税の増により、9 百万円の増と

なった。 

・地方交付税については、地域社会の持続可能性を確保するための措

置として、地域社会再生事業費の創設等による普通交付税の増を主

因とし、80 百万円の増となった。 

・寄附金については、ふるさとづくり寄附金の減により、10 百万円の

減となった。 

・町債については、防災施設整備事業債の皆減等により、155 百万円の

減となった。 

 

１ 自主財源：832 百万円［構成比 16.1％］（△29 百万円、3.4％減） 

(1) 町税：653 百万円（△8 百万円、1.2％減） 

(2) 寄附金：20 百万円（△10 百万円、33.3％減） 

 

２ 依存財源：4,348 百万円［構成比 83.9％］（△5 百万円、0.1％減） 

(1) 地方譲与税：68 百万円（9 百万円、15.3％増） 

(2) 地方消費税交付金：201 百万円（44 百万円、28.0％増） 

(3) 地方交付税：2,733 百万円（80 百万円、3.0％増） 

(4) 国庫支出金：563 百万円（34 百万円、6.5％増） 

  (5) 町債：423 百万円（△155 百万円、26.8％減） 
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第２ 歳出 

・会計年度任用職員制度施行の影響等により、人件費については 84 百

万円の増となる一方で、賃金が皆減となる物件費については 66 百万

円の減となった。 

・公債費については、長期債償還金（三セク債等）の減により、31 百

万円の減となった。 

・積立金については、過疎地域自立促進特別事業基金及び森林環境譲

与税基金積立金の皆増により、45 百万円の増となった。 

・繰出金については、介護保険特別会計及び公共下水道事業特別会計

繰出金の増等により、51 百万円の増となった。 

・普通建設事業費については、防災行政無線デジタル化事業費の減等

により、117 百万円の減となった。 

 

１ 義務的経費：2,041 百万円［構成比 39.4％］（67 百万円、3.4％増） 

(1) 人件費：747 百万円（84 百万円、12.7％増） 

(2) 扶助費：691 百万円（14 百万円、2.1％増） 

(3) 公債費：602 百万円（△31 百万円、4.9％減） 

 

２ 投資的経費：525 百万円［構成比 10.1％］（△117 百万円、18.3％減） 

(1) 普通建設事業費：521 百万円（△117 百万円、18.4％減） 

 

３ その他の経費：2,609 百万円［構成比 50.4％］（16 百万円、0.6％増） 

 (1) 物件費：612 百万円（△66 百万円、9.7％減） 

(2) 補助費等：913 百万円（△17 百万円、1.8％減） 

(3) 積立金：98 百万円（45 百万円、84.0％増） 

(4) 繰出金：858 百万円（51 百万円、6.3％増） 
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第３ 主要事項 

 １ 美しく潤いのあるまちを創る 

  (1) 住民の安全を守る防災体制の強化 

・急傾斜地崩壊対策事業：6,500 千円 

・除排雪対策事業：87,962 千円 

・消防防災対策事業：261,381 千円 

  (2) 資源循環型まちづくりの推進 

   ・塵芥収集運搬等事業：36,293 千円 

   ・家庭ごみ処理事業：5,118 千円 

   ・弘前地区環境整備事務組合負担金：37,728 千円 

   ・津軽広域連合し尿等希釈投入施設管理運営費負担金：14,083 千円 

    

２ にぎわいと住みやすさのあるまちを創る 

  (1) 体系的な道路交通網の整備 

   ・地域生活交通費：40,867 千円 

   ・交通安全対策事業：3,000 千円 

   ・町道舗装及び改良事業：58,332 千円 

   ・流融雪溝整備事業：40,000 千円 

   ・橋梁改修事業：212,000 千円 

  (2) 住・生活環境の整備 

   ・久吉ダム水道企業団負担金：95,406 千円 

   ・定住促進・子育て住宅支援事業：5,000 千円 

   ・空き家等対策事業：3,367 千円 

   ・公共下水道事業特別会計繰出金：235,898 千円 

  (3) 生活基盤としての情報化への対応 

   ・地域情報通信基盤整備事業：9,186 千円 

    

３ 活力と夢をはぐくむまちを創る 

  (1) 基幹産業としての農業の振興 

・園芸施設・果樹共済推進事業：1,218 千円 

・農業人材力強化総合支援事業：27,750 千円 

   ・農業生産施設整備促進事業：10,000 千円 

   ・６次産業化支援対策事業：445 千円 

   ・大鰐の元気！もりもり子育て応援事業：1,350 千円 

   ・りんご黒星病緊急対策事業：4,231 千円 

   ・農村振興基本計画策定事業：8,151 千円 

   ・農業施設整備事業：5,000 千円 

   ・農道橋長寿命化修繕計画策定事業：6,193 千円 

   ・多面的機能支払交付金事業：4,403 千円 

   ・中山間地域等直接支払交付金事業：31,867 千円 
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  (2)森林の多面的な利用も含めた林業の振興 

・森林環境譲与税基金積立金：3,500 千円 

・木育推進事業：990 千円 

・鳥獣被害防止対策事業：1,333 千円 

・森林整備事業：11,897 千円 

  (3)住民にも来訪者にも楽しい商業の振興 

・地域クリエイターと連携した新たな担い手育成事業：3,000 千円 

・町村の魅力発信事業：2,224 千円 

  (4) 交流産業としての観光・レクリエーションの振興 

   ・地域活性化商工観光事業：1,637 千円 

   ・観光資源ＰＲ戦略事業：9,570 千円 

   ・ゆるキャラＰＲ戦略事業：1,452 千円 

   ・事業承継推進事業：32,300 千円 

   ・地域交流施設事業：14,002 千円 

・大湯会館事業：3,487 千円 

   ・公園事業：57,326 千円 

 

 ４ 豊かな心と学びのまちを創る 

  (1) 幼児教育・学校教育の充実 

   ・特別支援教育推進事業：12,145 千円 

・ＡＥＴ招致事業：4,608 千円 

・スクールバス運行事業：15,969 千円 

   ・小中学校施設改修事業：14,278 千円 

   ・生きる力育成事業：1,150 千円 

   ・小中学校部活動支援事業：3,200 千円 

   ・小中学校扶助費：11,225 千円 

   ・学校給食費：86,267 千円 

  (2) 生涯学習・スポーツの振興 

   ・生涯学習推進事業：519 千円 

・放課後子ども教室推進事業：1,561 千円 

・小中学校スキー振興事業：600 千円 

・虹貝多目的広場管理費：1,471 千円 

    

 ５ 健やかで笑顔のあるまちを創る 

  (1) 住民みんなの生涯健康づくり 

   ・国民健康保険特別会計繰出金：132,808 千円 

   ・弘前市二次救急輪番制病院運営費：1,842 千円 

   ・高度救命救急センター運営費：4,051 千円 

   ・骨髄移植ドナー支援事業：210 千円 

・予防接種事業：17,432 千円 
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・風しんワクチン接種支援事業：4,624 千円 

   ・子ども医療費給付事業：18,695 千円 

・生活習慣病予防対策事業：27,368 千円 

・診療所整備事業：94,382 千円 

・病院事業会計支出金：260,775 千円 

  (2) 自助・共助・公助による地域福祉の推進 

   ・社会福祉協議会補助金：20,833 千円 

  (3) 子育てを地域で支える仕組みの整備 

   ・障害児通所等支援事業：14,711 千円 

   ・中央児童館管理事業：11,673 千円 

・ひとり親家庭等医療費：6,200 千円 

   ・子ども・子育て支援事業：8,785 千円 

   ・子どものための教育・保育給付費：271,034 千円 

   ・子育てのための施設等利用給付費：1,739 千円 

   ・子育てアプリ配信事業：264 千円 

   ・妊婦健康診査事業：4,726 千円 

・不妊治療費給付費：500 千円 

・ハイリスク妊産婦アクセス支援事業：200 千円 

  (4) 高齢者の社会参加促進と高齢者福祉の充実 

   ・養護老人ホーム入所措置費：10,382 千円 

・介護保険特別会計繰出金：286,472 千円 

   ・後期高齢者医療特別会計繰出金：55,842 千円 

   ・後期高齢者医療広域連合負担金：149,037 千円 

   ・老人福祉センター事業：18,910 千円 

   ・シルバー人材センター運営費：3,126 千円 

  (5) 誰もが幸せに生活できる障がい者（児）福祉の充実 

   ・障害者福祉費：262,967 千円 

 

 ６ みんなで築くまちを創る 

  (1) 住民参加の協働によるまちづくり 

   ・住民参加型まちづくり事業：2,086 千円 

   ・コミュニティ助成事業：5,400 千円 

  (2) 財政健全化のための計画的な行財政の運営 

・過疎地域自立促進特別事業基金積立金：73,600 千円 

・ふるさとづくり基金積立金：20,000 千円 

・ふるさと納税推進事業：10,616 千円 

   ・土地開発公社経営健全化対策事業：20,000 千円 

   ・コンビニ収納導入事業：2,970 千円 

 

※ 詳細は、別紙『各課予算計上の主なるもの（細部説明資料）』参照 


