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66 億 2,279 万円

歳出（性質別）

　令和 4年 3月の町議会定例会において、令和 4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。
　今後も持続可能な財政基盤を確保していくため、経常経費
の見直しによる節減合理化に努め、町に今必要な施策を確実
に実施できるよう、施策の選択と集中による予算配分の重点
化を行い、限られた財源の有効活用を図りました。

　歳出（性質別）では、三戸中央病院への繰出金などが含まれる補助費などが 15億 6,069 万円となっており、
全体の 23.5％を占めています。また、子どもや障がいのある人の医療費などが含まれる扶助費が 8億 4,592
万円となっており、全体の 12.8％を占めています。
　歳出（目的別）では、土木費が 5億 4,970 万円で町営住宅整備事業や橋梁長寿命化修繕事業により、前年
度と比べて 9,989 万円の増額となっています。
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一般会計予算総額
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会計名 令和 4年度 令和 3年度 増減額 増減率
一 般 会 計 66 億 2,279 万円 64 億 2,802 万円 1億9,477 万円 3.0%

特
別
会
計

介護保険 17億9,047 万円 17億8,897 万円 150 万円 0.1%
国民健康保険 12億6,921 万円 12億1,407 万円 5,514 万円 4.5%

下水道 2億1,620 万円 2億2,211 万円 △ 591 万円 △ 2.7%
後期高齢者医療 1億4,170 万円 1億4,002 万円 168 万円 1.2%

簡易水道 7,011 万円 5,079 万円 1,932 万円 38.0%
学校給食 3,585 万円 3,643 万円 △58 万円 △1.6%

三
戸
中
央
病
院

収益的収入 18億18 万円 15億5,502 万円 2億4,516 万円 15.8%
収益的支出 18億18 万円 19億1,431 万円 △1億1,413 万円 △6.0%
資本的収入 1億8,507 万円 3億6,926 万円 △1億8,419 万円 △ 49.9%
資本的支出 2億6,837 万円 3億6,282 万円 △ 9,445 万円 △ 26.0%

各会計予算規模
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。

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 66 億 2,279 万円で、町営住宅整備事業費、消防ポンプ自動車整備事業などの増加により、
前年度と比べて 1 億 9,477 万円の増額となりました。
　国民健康保険特別会計予算は 12 億 6,921 万円で、受診件数及び 1 人当たりの医療費の増加により、前
年度と比べて 5,514 万円の増額となりました。
　三戸中央病院特別会計（収益的収入・支出）は、患者数の増加による入院・外来収益の増額、委託料な
どの経費の削減により、収入と支出が同額の予算編成となりました。

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。

令和 4 年度末 令和 3 年度末 増  減
一　　般 59 億8,588 万円 61 億581 万円 △1億1,993 万円

下 水 道 20 億1,179 万円 20 億7,700 万円 △ 6,521 万円

病　　院 16 億4,800 万円 18 億8,198 万円 △2億3,398 万円

簡易水道 1億8,855 万円 1億6,475 万円 2,380 万円
合　　計 98 億3,422 万円 102 億2,954 万円 △3億9,532 万円

各会計町債残高の見込み

民生費
175,400 円
子どもから高齢者、
障がいのある人た
ちの福祉のために

公債費
79,000 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
58,800 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
36,200 円
農業の支援や振興、
土地改良のために

町民一人あたりの支出は … 708,000 円

総務費
120,400 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

衛生費
134,200 円
保健衛生や環境衛
生、ごみ処理など
のために

住民基本台帳人口（令和 4 年 3 月末）9,353 人

教育費
54,500 円
学校教育や生涯教
育、保健体育のた
めに

　一般会計、三戸中央病院会計お
よび下水道会計は、町債償還額が
町債発行額を上回っているため、
残高の減少が見込まれます。
　簡易水道会計は、杉沢地区簡易
水道整備事業などのために発行す
る町債により、残高の増加が見込
まれます。

消防・商工費など
49,500 円
消防活動や商工業
振興、その他災害
復旧事業のために
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活力あふれるまちづくり
令和 4 年度主要施策

■ 防災行政無線更新事業　　　　2 億 3,176 万円
　令和 3 年度に引き続き、防災行政無線のデジタル化
更新を実施します。

■町営住宅整備事業　　　　　　 1 億 2,219 万円
　子育て世帯などの住環境整備を図るため、町営住宅
の整備に着手します。

■消防ポンプ自動車整備事業　　　　 2,810 万円
　三戸町消防団第 18 分団の消防ポンプ自動車を更新し
ます。

■ 農業経営安定化事業費補助金　　　 2,500 万円
　作物の転換、低コスト化・省人化に向けた機械・設
備等の導入など、持続可能な農業への転換を図る取組
に対して補助金を交付します。

■ 子ども医療費助成事業　　　　　　 2,158 万円
　高校生までの入院・通院費の助成を行います。

■ 肥料高騰緊急対策事業費補助金　　 1,661 万円
   高騰している肥料購入費に対して補助金を交付します。

■ 図書館屋根改修事業　　　　　　　 1,593 万円
　老朽化している図書館屋根の改修工事を行います。

■ 国史跡三戸城跡城山公園環境整備事業 984 万円
　国史跡三戸城跡城山公園内の施設や、町内の観光案
内板を改修します。

■デマンドタクシー運行事業　　　　　300 万円
　公共交通を利用しづらい地域を対象に、乗合型小型
タクシー（デマンドタクシー）を運行します。

■ 商品開発事業費補助金　　　　　　　 100 万円
　国史跡三戸城跡城山公園に関連した商品（特産品）
の開発費用に対して、補助金を交付します。

既設のアナログ設備を
全面改修により一新します。

国史跡三戸城跡城山公園の
施設や観光案内板を改修します

小型タクシーを複数人で利用できる
デマンドタクシーを運行します。

地域防災力の強化を図るため
消防ポンプ自動車の更新を行います。


