
【令和 4 年度大鰐町一般会計当初予算の概要】 

 

令和 4 年 2 月 

予算総額：6,247 百万円（533 百万円、9.3％増） 

＜うち一般財源 3,969 百万円（182 百万円、4.8％増）＞ 

 ※（ ）内は、前年度当初予算との比較である。以下同じ。 

 

 令和 4 年度の当初予算は、ポストコロナ時代の「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、固定資産税及び入湯税の減等により、13 百万円の

減となった。 

・地方交付税については、令和２年国勢調査後の見直しによる単位費

用の増による普通交付税の増等により、240 百万円の増となった。 

・国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症対策費の財源と

なる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や新型コロ

ナウイルスワクチン接種対策費等の増等により、99 百万円の増とな

った。 

・町債については、継続事業となる診療所整備事業の増等により、149

百万円の増となった。 

 

１ 自主財源：845 百万円［構成比 13.6％］（26 百万円、3.2％増） 

(1) 町税：611 百万円（△13 百万円、2.1％減） 

(2) 寄附金：22 百万円（△3 百万円、12.0％減） 

(3) 繰入金：112 百万円（64 百万円 132.5％増） 

 

２ 依存財源：5,402 百万円［構成比 86.4％］（507 百万円、10.4％増） 

(1) 地方消費税交付金：207 百万円（12 百万円、6.2％増） 

(2) 地方交付税：2,964 百万円（240 百万円、8.8％増） 

(3) 国庫支出金：648 百万円（99 百万円、18.0％増） 

(4) 県支出金：413 百万円（1 百万円、0.2％増） 

  (5) 町債：1,080 百万円（149 百万円、16.0％増） 



第２ 歳出 

・扶助費については、子どもの減少による保育所等運営費等の減によ

り、11 百万円の減となった。 

・公債費については、長期債償還金（大湯会館建設事業債等）の増に

より、48 百万円の増となった。 

・物件費については、システム改修や冬季観光促進事業等の委託料の

増等により、91 百万円の増となった。 

・補助費等については、新型コロナウイルス感染症対策に係る消費拡

大支援事業等の地域経済対策の増等により、35 百万円の増となった。 

・繰出金については、簡易水道事業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、17 百万円の増となった。 

・普通建設事業費については、継続事業の診療所整備事業、小・中学

校改修事業の増等により、337 百万円の増となった。 

 

１ 義務的経費：2,108 百万円［構成比 33.7％］（68 百万円、3.3％増） 

(1) 人件費：776 百万円（31 百万円、4.2％増） 

(2) 扶助費：697 百万円（△11 百万円、1.5％減） 

(3) 公債費：634 百万円（48 百万円、8.1％増） 

 

２ 投資的経費：1,310 百万円［構成比 21.0％］（337 百万円、34.6％増） 

(1) 普通建設事業費：1,306 百万円（337 百万円、34.8％増） 

 

３ その他の経費：2,820 百万円［構成比 45.1％］（128 百万円、4.7％増） 

 (1) 物件費：722 百万円（91 百万円、14.5％増） 

(2) 維持補修費：159 百万円（△15 百万円、8.8％減） 

(3) 補助費等：1,003 百万円（35 百万円、3.7％増） 

(4) 積立金：102 百万円（△2 百万円、1.7％減） 

(5) 繰出金：832 百万円（17 百万円、2.0％増） 



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：3,500 千円 

・除排雪対策事業：115,304 千円 

・消防防災対策事業：276,856 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：36,558 千円 

   ・弘前地区環境整備事務組合負担金：46,468 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：13,363 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：66,132 千円 

   ・交通安全対策事業：3,000 千円 

   ・町道舗装及び改良事業：70,504 千円 

   ・流融雪溝整備事業：50,780 千円 

   ・橋梁改修事業：121,036 千円 

  (2) 住・生活環境の整備 

   ・久吉ダム水道企業団負担金：70,290 千円 

   ・公共下水道事業特別会計繰出金：226,544 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：9,585 千円 

    

３ 活力と夢を育むまちを創る 

  (1) 基幹産業としての農業の振興 

・りんご改植支援事業：500 千円 

・減収対策支援事業：3,984 千円 

・農業人材力強化総合支援事業：25,722 千円 

   ・農業生産施設整備促進事業：10,000 千円 

   ・もりもり子育て応援事業：1,050 千円 

   ・中山間地域総合整備事業：4,940 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：1,183 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：7,500 千円 

・木育推進事業：2,108 千円 

・鳥獣被害防止対策事業：1,562 千円 

・森林整備事業：2,416 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：2,451 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：1,844 千円 

   ・地域交流施設事業：28,210 千円 

・大湯会館事業：7,670 千円 

   ・公園事業：71,118 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：5,135 千円 

・スクールバス運行事業：7,650 千円 

   ・小中学校施設改修事業：35,640 千円 

   ・生きる力育成事業：1,079 千円 

   ・部活動支援事業：3,200 千円 

   ・就学援助等費：8,960 千円 

   ・学校給食費：91,268 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：1,917 千円 

・スキー振興事業：600 千円 

・虹貝多目的広場管理費：3,260 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：128,153 千円 

   ・予防接種事業：26,032 千円 

・風しんワクチン接種支援事業：1,766 千円 

   ・新型コロナウイルスワクチン接種事業：20,015 千円 

・生活習慣病予防対策事業：30,241 千円 

・診療所整備事業：874,378 千円 

・病院事業会計支出金：283,619 千円 

  (2) 自助・共助・公助による地域福祉の推進 

   ・多機関協働事業：4,385 千円 

・社会福祉協議会補助金：22,009 千円 

  (3) 子育てを地域で支える仕組みの整備 

   ・妊産婦保健事業：5,652 千円 

   ・乳幼児健康診査事業：3,220 千円 

・子どものための教育・保育給付費：277,649 千円 

・子ども・子育て支援事業：21,618 千円 

・保育対策総合支援事業：2,750 千円 

・子ども医療費給付事業：21,769 千円 



・中央児童館管理事業：13,543 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：4,026 千円 

・介護保険特別会計繰出金：262,499 千円 

   ・後期高齢者医療特別会計繰出金：53,311 千円 

   ・後期高齢者医療広域連合負担金：142,917 千円 

   ・老人福祉センター事業：13,954 千円 

   ・シルバー人材センター運営費：3,380 千円 

  (5) 誰もが幸せに生活できる障がい者（児）福祉の充実 

   ・障害者計画費：3,588 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：6,700 千円 

   ・住民参加型まちづくり事業：3,011 千円 

   ・地域おこし協力隊推進事業：7,153 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：72,900 千円 

・ふるさとづくり基金積立金：22,000 千円 

・ふるさと納税推進事業：11,284 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 

   ・空き家等対策事業：8,909 千円 

・移住定住対策事業：9,357 千円 

・結婚推進事業：1,777 千円 

 

 ８ 新型コロナウイルス感染症対策 

   (1) 感染症対応分：13,360 千円 

   ・生活交通バスＩＣカード導入推進事業：2,343 千円 

   ・地域交流センター抗菌設備整備事業：8,114 千円 

   ・３歳児健診における屈折検査機器の導入事業：1,253 千円 

   ・あじゃらの森キャンプ場抗菌空調設備整備事業：1,650 千円 

   (2) 地域経済対応分：119,592 千円 

   ・団体等販売促進緊急対策事業：15,000 千円 

   ・消費拡大支援事業：58,100 千円 

   ・冬季観光促進事業：20,620 千円 

   ・農業人材確保緊急支援事業：1,800 千円 

   ・学校給食費負担金減免事業：24,072 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  


