
広報 んのへさ 8

平成26年度  三戸町予算

　平成26年３月の町議会定例会において、平成26年度当初予算が可決されましたので、その内容に
ついて紹介します。
　一般会計予算は62億9,822万円で、前年度と比べて1,894万円、0.3%の増額となりました。また、
一般会計に６つの特別会計と三戸中央病院特別会計を合わせた予算総額は129億8,107万円であり、
前年度と比べて７億91万円、5.7%の増額となっています。
　将来においても安定した財政運営を堅持できるよう、未利用財産の売却により、自主財源を確保し
ています。また、経常経費の節減合理化に努め、地域に必要な施策を確実に実施できるよう予算配分
の重点化を行い、限られた財源の有効活用を図りました。

各会計予算規模

町債残高の見込み

会　　計　　名 平成26年度 平成25年度 増減額 増減率
一　 般　 会　 計 62億9,822万円 62億7,928万円 1,894万円 0.3%

特
別
会
計

介 護 保 険 18億4,067万円 17億4,465万円 9,602万円 5.5%
国民健康保険 17億2,112万円 17億5,829万円 △3,717万円 △2.1%
下 水 道 2億4,154万円 1億8,701万円 5,453万円 29.2%
後期高齢者医療 1億3,160万円 1億2,166万円 994万円 8.2%
学 校 給 食 4,318万円 4,321万円 △3万円 △0.1%
簡 易 水 道 4,202万円 3,921万円 281万円 7.2%
小 計 40億2,013万円 38億9,403万円 1億2,610万円 3.2%

三
戸
中
央
病
院

収 益 的 支 出 22億3,940万円 17億6,267万円 4億7,673万円 27.0%
資 本 的 支 出 4億2,332万円 3億4,418万円 7,914万円 23.0%
小 計 26億6,272万円 21億685万円 5億5,587万円 26.4%
合　　計 129億8,107万円 122億8,016万円 7億91万円 5.7%

三戸中央病院は地方公営
企業法の一部適用となっ
ており、企業会計方式を
とっています。

　介護保険特別会計は、前年度と比べて9,602万円の増額となりましたが、これは介護保険制度の利
用が年々増加していることによるものです。
　下水道事業特別会計は、新たな下水道管敷設に要する経費と借入金返済のため、前年度と比べて
5,453万円の増額となりました。

　一般会計は小中一貫三戸学園建設事
業のために発行する町債により、残高
の増加が見込まれます。
　病院会計、簡易水道会計は新規発行
町債がないため、残高は減少していき
ます。

平成26年度末 平成25年度末 増　減
一 般 75億7,410万円 67億9,321万円 7億8,089万円
病 院 32億8,418万円 36億1,194万円 △3億2,776万円
下 水 道 23億497万円 23億2,501万円 △2,004万円
簡易水道 1億352万円 1億1,051万円 △699万円
合 計 132億6,677万円 128億4,067万円 4億2,610万円

町の行政運営の基本的な
経費が計上される会計。
民生費、公債費など、目
的別に13の区分で構成
されています。

特定の歳入をもって特定
の歳出に充てるよう、一
般会計とは区別して経理
するための会計。三戸町
では、国民健康保険や下
水道など、全部で６つの
特別会計を設けています。

予　算　総　額　129億8, 107万円
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歳出（性質別）

歳出（目的別）

歳入

　歳出（性質別）では、小中一貫三戸学園屋外運動施設やパークゴルフ場などの整備事業費が含まれ
る普通建設事業費が11億4,523万円となっており、全体の18.2%を占めています。
　歳出（目的別）では、パークゴルフ場などに要する経費を計上した土木費が、前年度と比べて 2億
5,593万円の増額となっています。一方で、前年度に小中一貫三戸学園の体育館・武道場建設に要す
る経費を計上していた教育費については、前年度と比べて 3億9,186万円の減額となっています。

民 生 費 �142,900円
子どもからお年寄り、障害の
ある方などへの福祉施策に要
する経費

教 育 費 � 95,300円
学校教育、生涯教育、保健体
育に要する経費
学校の建設、維持管理など

衛 生 費 � 90,600円
保健衛生、環境衛生、ゴミ処
理などに要する経費
クリーンセンター負担金など

総 務 費 � 56,000円
広報、財産管理、企画、地域
振興、選挙、交通安全対策な
ど一般行政経費

公 債 費 � 55,100円
建設事業などを行う際に借り
入れた町債の元金と利子の償
還金

土 木 費 � 49,800円
道路建設や維持補修、町営住
宅の管理などに要する経費

農林水産業費 � 23,100円
農業委員会、農業振興、土地
改良などに要する経費

消 防 費 � 19,900円
消防、救急に要する経費
八戸広域消防負担金、消防団
の運営費など

議会・商工費など � 25,200円
議会の活動、商工業振興、災
害復旧事業に要する経費

町民１人あたりの支出は…557,900円

住民基本台帳人口（平成26年３月末）11,290人

一般会計予算総額　62億9,822万円　

自主財源
（23.2%）

依存財源
（76.8%）

自動車取得税交付金ほか（0.3％）2,035万円

町税（13.0%）
8億2,171万円

繰入金（7.0%）
4億3,905万円

繰越金（1.3%）
8,000万円

分担金及び
負担金
（0.9%）
5,561万円

使用料及び
手数料ほか
(1.0％)
6,714万円

地方交付税
（43.8%）
27億6,000万円

町債
（15.6%）
9億7,940万円 

国・県支出金
（13.9%）
8億7,596万円

地方消費税交付金
（2.0%）
1億2,300万円

地方譲与税
（1.2%）
7,600万円

義務的経費
（33.5%）

任意的経費
（48.3%）

投資的経費
（18.2%）

人件費（13.0%）
8億1,728万円

扶助費
（10.7%）
6億7,207万円

公債費
（9.8%）
6億2,156万円

補助費等（22.3%）
14億695万円

物件費（12.8%）
8億511万円

繰出金
（11.9%）
7億4,636万円

維持補修費ほか
（1.3％）
8,031万円

普通建設事業費
（18.2%）
11億4,523万円

災害復旧事業費
（0.0%）
335万円

平成26年度

平成25年度

民生費
（25.6%）
16億1,335万円

教育費
（17.1%）
10億7,579万円

衛生費
（16.2%）
10億2,274万円

総務費
（10.0%）
6億3,247万円

公債費
（9.9%）
6億2,155万円

民生費
（23.6%）
14億8,559万円

教育費
（23.4%）
14億6,765万円

衛生費
（15.8%）
9億8,984万円

総務費
（10.5%）
6億6,043万円

公債費
（10.4%）
6億5,302万円

土木費（8.9%）5億6,271万円 農林水産業費（4.2%）2億6,115万円 消防費ほか（8.1%）5億846万円（　　）内は構成比

0 10 20 30 40 50 60 65
（億円）

土木費（4.9%）3億678万円 農林水産業費（4.8%）2億9,965万円 消防費ほか（6.6%）4億1,632万円
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安心して利用できる公共インフラを目指して

昨年10月に運行を開始したコミュニティバス

伸び伸び運動できるようグラウンドを整備

子育て世帯の負担を軽減

○快適で住みよい明るいまちづくり

パークゴルフ場整備事業【土木費】� 2億7,855万円
　町民の皆さんの健康推進や観光客数増加のため、道の駅近接
地に 4コース36ホールの規模のパークゴルフ場を整備します。
平成26年度から造成工事に着手します。

道路ストック総点検事業【土木費】� 3,004万円
　安心して公共インフラを利用し続けることができるようにす
るため、道路の舗装や標識等の老朽化を総点検し、その結果を
維持管理や修繕に反映します。

コミュニティバス運行事業【総務費】� 2,900万円
　昨年10月から路線バス・スクールバス・患者輸送バスを一元
化したコミュニティバスを運行しています。町内の区間の運賃
は一律100円、中学生以下は無料です。

○仕事でにぎわう楽しいまちづくり

緊急雇用創出事業【労働費】� 1億1,682万円
　雇用の場の確保を図るため、ユーザーサポート事業を実施す
るための人材育成事業と観光活性化のための組織を養成し、地
域に根ざした企業、団体の育成を図ります。

果樹生産省力化設備整備事業補助金【農林水産業費】
� 200万円
　町の基幹産業の一つである果樹の生産を支援するため、ス
ピードスプレーヤ等の導入に要する経費について補助します。

○笑顔で、健康で元気に暮らせるまちづくり

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金事業
【民生費】� 7,783万円
　消費税率 8 %引き上げに伴う低所得者及び子育て世帯への負
担軽減措置として、暫定的・臨時的に対象者へ給付金を支給し
ます。

小中学生入院医療費助成事業【民生費】� 200万円
　子育て世帯の医療費負担を軽減し、安心して医療を受けられ
る体制を整備するため、就学前までの乳幼児の医療費を助成し
ています。平成26年 4 月からは小学生・中学生の入院医療費の
助成も行います。

○生きる力にあふれる学びのまちづくり

屋外運動施設および学校外構整備事業【教育費】
� 5億5,899万円
　平成25年度に体育館と武道場が完成し、平成26年度は陸上競
技場、野球場、テニスコートなどのグラウンド整備を実施します。

地域のつながりで元気な町に
－平成2 6年度主要施策－


