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三戸町一般会計予算総額
56 億 1,297 万円

歳出（性質別）

歳出（目的別）

予 算
平成28年度

　平成 28年３月の町議会定例会
において、平成 28年度当初予算
が可決されたので、その内容を紹
介します。
　将来にわたって安定した財政運
営を堅持できるよう、適正な受益
者負担により自主財源を確保し、
経常経費の節減合理化に努め、持
続可能なまちづくりのためのきめ
細かな施策に予算配分の重点化を
図りました。

　歳出（性質別）では、三戸中央病院への繰出金
が含まれる補助費等が 12億 8,423 千円となって
おり、全体の 22.9％を占めています。また、介
護保険特別会計、国民健康保険特別会計等への
繰出金が 7億 4,290 万円となっており、全体の
13.2％を占めています。
　歳出（目的別）では、前年度に町民プール建設
に要する経費を計上していた教育費は 5億 361
万円で、前年度と比べて 2億 344 万円の減額と
なっています。また、衛生費は8億9,796万円で、
公立病院特例債の返済が終わり、三戸中央病院特
別会計への繰出金が減少したことにより、前年度
と比べて 1億 2,514 万円の減額となっています。
　一方で、街路灯 LED化事業および町道改良舗
装事業等に要する経費を計上した土木費が 4億
785 万円で、前年度と比べて 1,964 万円の増額
となっています。

歳　入



5

会計名 平成 28 年度 平成 27 年度 増減額 増減率
一 般 会 計 56億1,297万円 59億765万円 △2億9,468万円 △5.0%

特
別
会
計

国民健康保険 18億6,792万円 19億1,281万円 △4,489万円 △2.3%
介護保険 18億6,345万円 19億1,071万円 △4,726万円 △2.5%
下水道 2億9,647万円 2億6,124万円 3,523万円 13.5%

後期高齢者医療 1億1,652万円 1億1,557万円 95万円 0.8%
簡易水道 5,246万円 4,614万円 632万円 13.7%
学校給食 4,181万円 4,249万円 △68万円 △1.6%

三
戸
中
央
病
院

収益的収入 18億193万円 17億9,499万円 694万円 0.4%
収益的支出 18億132万円 17億7,016万円 3,116万円 1.8%
資本的収入 1億6,633万円 1億6,936万円 △303万円 △1.8%
資本的支出 3億595万円 4億5,729万円 △1億5,134万円 △33.1%

平成28年度末 平成27年度末 増  減
一　　般 72億3,891万円 73億4,161万円 △1億270万円

病　　院 28億3,650万円 29億9,222万円 △1億5,572万円

下 水 道 23億5,025万円 23億2,608万円 2,417万円

簡易水道 1億3,549万円 1億2,416万円 1,133万円
合　　計 125億6,115万円 127億8,407万円 △2億2,292万円

民生費
157,200 円
子どもから高齢者、
障害のある人たち
の福祉のために

衛生費
83,400 円
保健衛生や環境衛
生、ごみ処理など
のために

公債費
56,200 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

教育費
46,800 円
学校教育や生涯教
育、保健体育のた
めに

土木費
37,900 円
道路建設や維持補
修、町営住宅の管
理などのために

農林水産業費
35,100 円
農業の支援や振興、
土地改良のために

議会・商工費など
17,700 円
議会活動や商工業
振興、その他災害
復旧事業のために

消防費
22,700 円
消防・救急や消防
団の運営のために

各会計予算規模

町民一人あたりの支出は … 521,500 円

町債残高の見込み

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

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。

　一般会計予算は 56億 1，297 万円で、普通建設事業費等の減少により、前年度と比べて 2億 9，468 万円の減
額となりました。
　国民健康保険特別会計、介護保険特別会計は、保険給付費の減少により、4,726 万円の減額となりました。
　下水道特別会計は、管渠施設整備費及び公債費の増加により、前年度と比べて 3,523 万円の増額となりました。
　三戸中央病院特別会計（資本的支出）は、企業債償還金の減少により、前年度と比べて 1億 5,134 万円の減額
となりました。

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。

総務費
64,500 円
広報や財産管理、企画、
地域振興、選挙、交通
安全対策などのために

住民基本台帳人口（平成 28 年 3 月末）10,763 人

　一般会計は、普通建設事業の減少による
町債発行額の減額により、町債残高の減少
が見込まれます。
　下水道及び簡易水道会計は、下水道管渠
整備事業、杉沢地区簡易水道整備事業のた
めに発行する町債により、残高の増加が見
込まれます。
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人が集まる本物のまちづくり
平成 28 年度主要施策

■ 認定こども園整備事業【民生費】　  9,473 万円
　平成29年4月開園予定の認定こども園の園舎整備に対し、
補助金を交付します。

■ 橋梁長寿命化修繕事業【土木費】     6,463 万円
　平成 25年度に策定した三戸町橋梁長寿命化修繕計画に基
づき、計画的に橋梁の補修を実施します。平成 28 年度は、
斗内地区にある武士沢橋の補修工事を実施します。

■ 町道改良舗装事業【土木費】           6,271 万円
　町道沼尻中野線ほか４路線の町道改良舗装工事を実施します。

■ 消防資機材整備及び消防
　 ポンプ自動車整備事業【消防費】  　2,502 万円
　消防団員の長編上靴等の購入、三戸町消防団第１分団の消
防ポンプ自動車の更新を実施します。

■ 年金生活者等臨時福祉
　 給付金事業【民生費】                 　2,320 万円
　平成 26年 4月の消費税率引き上げによる影響を緩和する
ため、所得の少ない人びとに対し、給付金を支給します。

■ 子ども医療費助成事業【民生費】　  2,260 万円
   乳幼児から中学生までの通院および入院に係る医療費の無
料化を実施します。

■ 移住定住促進事業【総務費】           2,173 万円
　平成 27年度に策定した三戸町総合戦略に基づき、介護職
員初任者研修事業、移住定住者住居確保事業（新築、リフォー
ム、借家家賃に対する助成）、奨学金定住促進奨励金を実施
します。

■ 草地畜産基盤整備事業
   【農林水産業費】                            1,890 万円
　飼料生産の基盤整備を支援し、畜産経営の基盤強化を図る
ため、町営牧野等の草地と付帯施設を整備します。

■ 中央公民館外壁等改修事業【教育費】1,694 万円
　中央公民館の外壁等の劣化による欠落防止のため、外壁等
の補修工事を実施します。

■ 街路灯 LED 化事業【土木費】             754 万円
　街路灯の電気料、修繕費等の維持管理費を軽減するため、
町内全域の街路灯の LED化を実施します。

認定こども園移行に伴い、園舎の整備を行う
いずみ幼稚園

安全・安心なまちづくりのために
ポンプ自動車を更新

中央公民館の外壁等の補修工事を行い、
より利用しやすい場所となるように

夜でも町を明るく照らすよう、
街路灯の LED 化を実施


