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【令和 3 年度大鰐町一般会計当初予算の概要】 

 

令和 3 年 3 月 

 

予算総額：5,714 百万円（534 百万円、10.3％増） 

＜うち一般財源 3,787 百万円（32 百万円、0.8％増）＞ 

 ※（ ）内は、前年度当初予算との比較である。以下同じ。 

 

 令和 3 年度の当初予算は、ポストコロナ時代を視野に入れた「新たな日常」

の実現と、「第５次振興計画」に位置付けられる主要施策の着実な推進、「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく人口減少克服・地方創生に向けた取

り組み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、都市計画税の廃止等により、29 百万円の減となっ

た。 

・地方交付税については、国勢調査人口の減による普通交付税の減等

により、10 百万円の減となった。 

・県支出金については、診療所整備事業の財源となる病床機能分化・

連携推進施設設備整備費補助金の皆増等により、66 百万円の増とな

った。 

・町債については、診療所整備事業債及び臨時財政対策債の増等によ

り、508 百万円の増となった。 

 

１ 自主財源：818 百万円［構成比 14.3％］（△13 百万円、1.6％減） 

(1) 町税：624 百万円（△29 百万円、4.4％減） 

(2) 寄附金：25 百万円（5 百万円、25.0％増） 

(3) 繰入金：48 百万円（15 百万円、44.7％増） 

 

２ 依存財源：4,896 百万円［構成比 85.7％］（547 百万円、12.6％増） 

(1) 地方消費税交付金：195 百万円（△6 百万円、3.0％減） 

(2) 地方交付税：2,723 百万円（△10 百万円、0.4％減） 

(3) 国庫支出金：549 百万円（△14 百万円、2.5％減） 

(4) 県支出金：412 百万円（66 百万円、19.1％増） 

  (5) 町債：931 百万円（508 百万円、120.2％増） 
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第２ 歳出 

・扶助費については、保育所等運営費、介護訓練等給付費等の増によ

り、16 百万円の増となった。 

・公債費については、長期債償還金（学校教育施設等整備事業債等）

の減により、16 百万円の減となった。 

・維持補修費については、除排雪経費の増等により、46 百万円の増と

なった。 

・補助費等については、病院事業会計補助金及び弘前地区環境整備事

務組合負担金の増等により、55 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

繰出金の減等により、43 百万円の減となった。 

・普通建設事業費については、診療所整備事業費の増等により、448

百万円の増となった。 

 

１ 義務的経費：2,039 百万円［構成比 35.7％］（△2 百万円、0.1％減） 

(1) 人件費：745 百万円（△2 百万円、0.3％減） 

(2) 扶助費：708 百万円（16 百万円、2.4％増） 

(3) 公債費：586 百万円（△16 百万円、2.7％減） 

 

２ 投資的経費：973 百万円［構成比 17.0％］（448 百万円、85.4％増） 

(1) 普通建設事業費：969 百万円（448 百万円、86.0％増） 

 

３ その他の経費：2,692 百万円［構成比 47.1％］（83 百万円、3.2％増） 

 (1) 物件費：630 百万円（18 百万円、3.0％増） 

(2) 維持補修費：174 百万円（46 百万円、35.8％増） 

(3) 補助費等：968 百万円（55 百万円、6.0％増） 

(4) 積立金：104 百万円（7 百万円、6.9％増） 

(5) 繰出金：815 百万円（△43 百万円、5.0％減） 
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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：115,411 千円 

・消防防災対策事業：246,719 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：36,434 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：46,151 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：13,598 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：57,844 千円 

   ・交通安全対策事業：3,000 千円 

   ・町道舗装及び改良事業：56,548 千円 

   ・流融雪溝整備事業：50,000 千円 

   ・橋梁改修事業：151,463 千円 

  (2) 住・生活環境の整備 

   ・久吉ダム水道企業団負担金：102,995 千円 

   ・公共下水道事業特別会計繰出金：219,947 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：9,910 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：1,363 千円 

・強い農業・担い手づくり総合支援事業：5,517 千円 

・農業人材力強化総合支援事業：26,250 千円 

   ・農業生産施設整備促進事業：10,000 千円 

   ・大鰐の元気！もりもり子育て応援事業：1,050 千円 

   ・りんご黒星病緊急対策事業：4,143 千円 

   ・中山間地域総合整備事業：9,900 千円 

   ・農業施設整備事業：5,000 千円 

   ・多面的機能支払交付金事業：1,261 千円 

   ・中山間地域等直接支払交付金事業：29,808 千円 

  (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：5,000 千円 

・木育推進事業：770 千円 

・鳥獣被害防止対策事業：1,355 千円 
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・森林整備事業：6,239 千円 

  (3)住民にも来訪者にも楽しい商業の振興 

・町村の魅力発信事業：2,120 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：2,683 千円 

   ・地域交流施設事業：19,969 千円 

・大湯会館事業：4,086 千円 

   ・公園事業：72,376 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 

   ・ＡＬＴ招致事業：4,862 千円 

・スクールバス運行事業：15,969 千円 

・スクールバス購入事業：8,764 千円 

   ・小中学校施設改修事業：12,585 千円 

   ・生きる力育成事業：1,096 千円 

   ・部活動支援事業：5,253 千円 

   ・就学援助等費：10,580 千円 

   ・学校給食費：86,990 千円 

  (2) 生涯学習・スポーツの振興 

   ・放課後子ども教室推進事業：1,916 千円 

・スキー振興事業：600 千円 

・虹貝多目的広場管理費：2,211 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：134,295 千円 

   ・弘前市二次救急輪番制病院運営費：1,935 千円 

   ・高度救命救急センター運営費：3,440 千円 

   ・予防接種事業：21,101 千円 

・風しんワクチン接種支援事業：2,571 千円 

   ・子ども医療費給付事業：16,553 千円 

・生活習慣病予防対策事業：26,349 千円 

・診療所整備事業：564,838 千円 

・病院事業会計支出金：274,234 千円 

  (2) 自助・共助・公助による地域福祉の推進 

   ・重層的支援体制整備事業への移行準備事業：4,401 千円 

・社会福祉協議会補助金：21,379 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：23,875 千円 

   ・中央児童館管理事業：11,904 千円 



- 5 - 

 

・ひとり親家庭等医療費：6,000 千円 

・保育所等整備事業：5,099 千円 

   ・子ども・子育て支援事業：9,316 千円 

   ・子どものための教育・保育給付費：282,649 千円 

   ・妊婦健康診査事業：4,803 千円 

  (4) 高齢者の社会参加促進と高齢者福祉の充実 

   ・さわやかシニア教室事業：2,318 千円 

・養護老人ホーム入所措置費：6,469 千円 

・介護保険特別会計繰出金：260,320 千円 

   ・後期高齢者医療特別会計繰出金：52,164 千円 

   ・後期高齢者医療広域連合負担金：149,856 千円 

   ・老人福祉センター事業：17,794 千円 

   ・シルバー人材センター運営費：3,197 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：274,557 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 

   ・コミュニティ助成事業：8,700 千円 

   ・住民参加型まちづくり事業：3,448 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：74,200 千円 

・ふるさとづくり基金積立金：25,000 千円 

・ふるさと納税推進事業：12,811 千円 

   ・土地開発公社経営健全化対策事業：20,000 千円 

 

 ７ 人口減少克服・地方創生に向けた取り組み 

   ・結婚新生活支援事業：1,500 千円 

   ・移住定住対策事業：8,888 千円 

   ・事業承継推進事業：32,300 千円 

   ・空き家等対策事業：2,892 千円 

 

 ８ 新型コロナウイルス感染症対策 

   ・ペーパーレス化事業：8,246 千円 

   ・経営安定化サポート資金信用保証料補助事業：3,631 千円 

   ・観光客受入環境整備事業：6,000 千円 

   ・保育対策総合支援事業：2,000 千円 

   ・農業人材確保緊急支援事業：3,150 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 


