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＊各会計の規模と昨年度との比較

会 計 区 分 平成３１年度 平成３０年度 比　　　較 増 減 率

一 般 会 計 ４８億９,６２０万円 ５２億２,５６０万円 △３億２,９４０万円 △６.３％

国民健康保険特別会計 １２億４,７００万円 １３億１,３００万円 △６,６００万円 △５.０％

介 護 保 険 特 別 会 計 １０億 ５７７万円 ９億６,９４２万円 ３,６３５万円 ３.７％

保 険 事 業 勘 定 ９億９,４０８万円 ９億５,８２３万円 ３,５８５万円 ３.７％

サ ー ビ ス 事 業 勘 定 １,１６９万円 １,１１９万円 ５０万円 ４.５％

後期高齢者医療特別会計  １億１,２７９万円  １億２,３４３万円 △１,０６４万円 △８.６％

水 道 事 業 会 計 ３億７,７３３万円 ３億１,７２３万円 ６,０１０万円 １８.９％

収益的支出（３条） １億７,６４４万円  １億８,２９０万円 △６４６万円 △３.５％

資本的支出（４条） ２億 　８９万円 １億３,４３３万円 ６,６５６万円 ４９.５％

病 院 事 業 会 計 １４億２,８１４万円 １３億６,２６４万円 ６,５５０万円 ４.８％

収益的支出（３条） １３億８,１０３万円 １３億 ６３８万円 ７,４６５万円 ５.７％

資本的支出（４条） ４,７１１万円 　　５,６２６万円 △９１５万円 △１６.３％

　 合 　 　 計 　 ９０億６,７２３万円 ９３億１,１３２万円 △２億４,４０９万円 △２.６％

まちの予算書まちの予算書
平成31年度平成31年度

各会計当初予算の概要

　町には、一般会計のほか、３つの特別会計、２つの企業会計があり、平成３１年度の各会計予算が

町議会第１回定例会で成立しました。

　各会計の当初予算総額と一般会計の主な内容をお知らせします。

※各計の数値は、端数処理をしているため一致しないことがあります。

1
＊各会計の内容

会 計 区 分 内　　容　　の　　説　　明

一 般 会 計

町税、地方交付税、国・道支出金、町債などを収入に、保健福祉、教育、

産業、建設など、まちの行政サービスを行うための会計で、「まちの会計」

といえば一般会計のことをいいます。

国民健康保険特別会計
国民健康保険税などを収入に、国民健康保険の医療費の給付などをする

ための会計です。

介 護 保 険 特 別 会 計
介護保険料などを収入に、デイサービスや施設入所など、各種介護サー

ビスを行うための会計です。

後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療保険料などを収入に、後期高齢者医療広域連合に必要な

納付金を納めるための会計です。

水 道 事 業 会 計 主に水道料を収入に、水道事業を行うための会計です。

病 院 事 業 会 計 主に入院収益、外来収益を収入に、病院事業を行うための会計です。
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一般会計の歳入の概要2
一般会計の科目別の歳入の内容と予算額をお知らせします。

科　　　目 内　　　　　　　　　　容 予　算　額
全体に占
める割合

町 税
町民の皆さまから納めていただく税金で、主なもの

は町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税です。
５億 ９５１万円 １０.４％

地 方 譲 与 税
国が集めた自動車重量税などの一部が一定の割合で

町に配分されています。
４,８８０万円 １.０％

各 種 交 付 金

地方消費税や自動車取得税などの一部がそれぞれ一

定の割合で町に交付されるものと、国の政策により

特例的に交付されるものがあります。

１億５,４２６万円 ３.１％

地 方 交 付 税

全国の自治体が一定の行政水準を確保できるよう、

国が集めた税金を一定の割合で自治体に交付してい

ます。

２６億９,１１１万円 ５５.０％

分担金・負担金
町が行う事業によって利益を受ける人から、その対

価として徴収する負担金で、主なものは保育料です。
４６７万円 ０.１％

使用料・手数料

公共施設の使用料や特定の業務に対して負担してい

ただく手数料で、主なものは町営住宅家賃、廃棄物

処理手数料、郷土資料館入館料、家畜人工受精手数

料、牧野使用料です。

１億 ９３９万円 ２.２％

国 庫 支 出 金

特定の目的のため、国から一定の割合で交付される

お金で、主なものは障害者自立支援給付費負担金、

社会資本整備総合交付金、子どものための教育・保

育給付費負担金です。

３億４,７２８万円 ７.１％

道 支 出 金

特定の目的のため、道から一定の割合で交付される

お金で、主なものは障害者自立支援給付費負担金、

国民健康保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険

基盤安定負担金、子どものための教育・保育給付費

負担金です。

２億５,１７５万円 ５.１％

財 産 収 入

町が所有する財産の貸し付けや売却などによって生

じる収入で、主なものは土地、建物の貸付収入や牧

草、こんぶ種苗などの売払収入です。

２,７５５万円 ０.６％

繰 入 金
他会計や基金から一般会計に資金を繰り入れるもの

です。
３億 ４３５万円 ６.２％

寄附金・繰越金
寄附金は個人などから受ける金銭の贈与で、繰越金

は前年度からの剰余金などを繰り越すものです。
１,７５０万円 ０.４％

諸 収 入

他の科目に分類されない収入で、主なものは貸付金

元利収入や雇用保険料等個人負担金、学校給食代金

などです。

８,７９３万円 １.８％

町 債

事業を行うため、公的機関や銀行から借り入れする

お金で、主なものは、消防施設等整備事業負担債、

道路整備事業債、臨時財政対策債です。

３億４,２１０万円 ７.０％

計 ４８億９,６２０万円 １００.０％
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☆町税の概要

科　　　目 内　　　　　　　　　　容 予　算　額
町税全体
に占める
割　　合

町 民 税 個人、法人を問わず、所得がある人などに対して課税されます。 ２億４,４２６万円 ４７.９％

固定資産税 土地、建物、償却資産の所有者に対して課税されます。 １億８,４７３万円 ３６.３％

軽自動車税 原動機付自転車、軽自動車などの所有者に対して課税されます。 １,６８８万円 ３.３％

町たばこ税 町内でたばこを買う場合、販売卸売業者に対し課税されます。 ５,７７４万円 １１.３％

入 湯 税 鉱泉浴場に入る場合、大人１人１５０円が課税されます。 ５９０万円 １.２％

計 ５億 ９５１万円 １００.０％

　平成３１年２月２８日現在の松前町の人口は７,２１７人であり、この結果１人当たりに納めていただく

町税の額は７０,５９９円となります。

☝

一般会計の歳出の概要3

科　　　目 内　　　　　　　　　　容 予　算　額
全体に占
める割合

議 会 費 議会の運営に使われるお金です。 ５,９８４万円 １.２％

総 務 費 町政全般の管理に使われるお金です。 ３億 ８５５万円 ６.３％

民 生 費
高齢者・障がい者・児童などの福祉、保育所、認定こ

ども園に使われるお金です。
１０億６,０９１万円 ２１.７％

衛 生 費 予防接種、各種検診、ごみ処理などに使われるお金です。 ５億６,１９３万円 １１.５％

労 働 費
出稼者に関する就職先の紹介や町内の求人情報の提供

をするために使われるお金です。
１９万円 ０.０％

農林水産業費
農業、畜産業、林業、水産業の振興と漁港、林道など

の整備及び管理に使われるお金です。
１億１,８９４万円 ２.４％

商 工 費
商工業、観光業の振興と温泉、公園などの整備及び管

理に使われるお金です。
１億６,２５９万円 ３.３％

土 木 費
道路、河川、町営住宅の整備及び管理、さらには港湾

の管理に使われるお金です。
１億９,４５４万円 ４.０％

消 防 費 消防、災害対策、防災行政無線の管理に使われるお金です。 ３億４,３４１万円 ７.０％

教 育 費

小中学校の学校教育や松前高等学校支援、文化・ス

ポーツなどの社会教育の振興や公民館の管理、さらに

は文化財の整備及び管理、学校給食の運営などに使わ

れるお金です。

３億９,７６５万円 ８.１％

災害復旧費 災害によって生じた被害の復旧に使われるお金です。 １万円 ０.０％

公 債 費 町債（借金）の返済に使われるお金です。 ７億９,９０４万円 １６.３％

職員給与費
町長など１１０人の職員の給料や手当、共済費に使われ

るお金です。
８億８,３６２万円 １８.１％

予 備 費 緊急に支出を必要とする場合に使うお金です。 ５００万円 ０.１％

計 ４８億９,６２０万円 １００.０％

　予算額を町の人口で割ると、１人当たりに使うお金は６７８,４２６円となります。

☝
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☆平成３１年度の主要事業
平成３１年度の主要事業の予算額、事業内容を科目ごとにお知らせします。

議会費

総務費

民生費

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

議員報酬・期末手当・共済費 ４,９３７万円 １２名分

議会だより発行 ７８万円 年５回発行、全戸配布

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

障害者自立支援 ３億 ６９万円 障害者の居宅や施設の各サービス、補装具の支給など

重度心身障害者医療費助成 ２,２２３万円 対象予定者２２６名

ひとり親家庭等医療費助成 ３６４万円 対象予定者１９０名

国民健康保険特別会計繰出金 １億 ５２０万円 低所得者に係る軽減分などを町の予算から繰り出し

北海道後期高齢者医療広域連合負担金 １億６,０８１万円 被保険者の療養給付費を町が負担（１２分の１）

介護保険特別会計繰出金 １億６,５７６万円 介護給付費の町負担分（１２.５％）や事務費分等

後期高齢者医療特別会計繰出金 ５,８７２万円 保険料のほか町の予算からも応分の繰り出し

松前町街灯料補助金 ２９４万円 町内会管理の街灯料の補助（補助率は１０／１０）

町立保育所運営事業 ２,００９万円 清部保育所の維持・運営費

松前っ子誕生祝金 １,２１０万円 対象予定者７３名

認定こども園施設型給付費 ７,９３８万円 認定こども園の教育、保育利用に要する費用に充てる給付費

松前認定こども園補助金 １,４０９万円 運営負担軽減等のため町が運営費や通園バス運営費を補助

子ども医療費助成事業 １,６６８万円 対象予定者５０４名

児童手当支給事業 ４,７７９万円 対象予定者３６３名

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

行政情報システム運用事業 ３,３０８万円 行政情報システムの運用など

指定金融機関派出事務業務手数料（新規） ７９万円 派出窓口収納事務に係る費用の２分の１を負担

例規整備支援業務委託料（新規） ２０５万円 会計年度任用職員制度導入に伴う例規整備支援委託

町広報発行 ５５５万円 毎月発行、全戸配布

庁舎管理 １,７２２万円 役場庁舎の管理

公用車管理 １,８８７万円 公用車の管理

支所・パートナーシップランド管理 １,７２１万円 ３支所及びパートナーシップランドの管理

地域生活バス（大漁くんバス）運行事業 ２,７２６万円 地域生活バス（大漁くんバス）運行事業者への補助など

路線バス木古内松前線車両更新支援
事業負担金（新規）

７２２万円
渡島西部４町による㈱函館バスへの車両更新に
係る費用の一部を支援

タクシー・ハイヤー運営事業補助金（新規） １８０万円
一般常用旅客自動車運送事業（福祉輸送を除く）
を営む事業者の運営費用の一部を支援

町税等に係る賦課徴収費 １,９３１万円 賦課業務委託、納税貯蓄組合運営費補助など

戸籍システム共同利用負担金・譲受
代金年賦金

２,３００万円
戸籍管理システムの共同利用負担金・譲受代金
年賦金など
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衛生費

農林水産業費

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

道南ドクターヘリ離着陸場整備工事
請負費（新規）

６５１万円 道南ドクターヘリ離着陸場の整備工事を行う

道南ドクターヘリ運航経費負担金 ２５１万円 道南ドクターヘリ運航経費負担金

妊産婦健康診査事業 ３７４万円 予定見込み３５名（１人当たり１６回分の助成）

健康ポイント事業（新規） ６７万円
検診や健康づくり事業の参加などをポイント化し、
５ポイントを達成した方に特典を進呈

健康増進事業 １,５０８万円 胃がん、肺がん、子宮がんなどの検診

予防接種事業 ８６４万円 二種・四種混合、麻しん・風しんなどの各予防接種

インフルエンザ予防接種費用助成事業 ６１６万円 ６５歳以上等及び１５歳以下の小児への予防接種

火葬場管理 ７４６万円 管理人報酬、燃料費など

合併処理浄化槽設置補助金 ３３８万円
合併処理浄化槽を設置する方への補助（予定見
込み７基）

空家等除却支援補助金 １,８００万円
安心・安全な住環境の向上及び地域の活性化
を図るため、空家等の除却に要する経費の一
部を補助

病院事業会計に対する補助金 １億５,７２６万円
病院分として地方交付税に算入されるものなどの
補助

渡島廃棄物処理広域連合負担金 １億 ２７６万円 燃えるゴミの共同処理（予定処理量 １,８７７ｔ）

渡島西部広域事務組合負担金（衛生）１億２,０９７万円
不燃ゴミ（２０１ｔ）、資源ゴミ（１７２ｔ）、し尿の
共同処理

じんかい処理　印刷製本費 ６７０万円 町指定ゴミ袋などの印刷

一般廃棄物収集運搬委託料 ５,７０２万円 ゴミの収集運搬（２,０２９ｔ）

水道事業会計に対する補助金 ３,１４８万円 簡易水道の一部の経費などに対しての補助

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

牧場管理 １,９０７万円
２６９.４ｈａの採草放牧地の管理（牛 平均７８頭
を予定）

森林経営管理事業（新規） ２４４万円
経営・管理が適切に行われていない森林所有者
への意向調査を行う

町有林整備事業委託料 ９３９万円
間伐６.５ｈａ、皆伐０.６３ｈａ、下刈９.３２ｈａ
など

海岸漂着物等処理委託料（新規） ２９８万円 海岸漂着物などの円滑な処理を行う

漁港管理 １,０９８万円 町内１２漁港の管理
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商工費

土木費

消防費

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

松前商工会補助金 １,０５０万円 中小企業振興等の指導的役割を果たす商工会への補助

中小企業振興資金貸付金 ４,０００万円 町内商工事業者に対する事業資金の貸付

観光案内誘導看板整備工事請負費（新規） ２１７万円 観光案内誘導看板の整備工事を行う

松前グルメ観光ＰＲ事業負担金 ７６０万円 城下マグロまつりなど開催のための一部負担金

松前観光協会補助金 １,１０６万円 観光振興事業等の促進を図るための観光協会への補助

松前町さくらの日・新元号記念事業負
担金（新規）

４５０万円
新元号記念事業を開催し松前の桜のＰＲと併せた
観光宣伝を実施

温泉休養センター管理運営委託料 １,１４６万円 協定書の規定による管理運営経費（浦里）

３号井温泉ポンプ入替工事請負費（新規） １,００６万円 温泉休養センターポンプ入替工事を行う

温泉休養センター改修工事請負費（新規） ２５９万円 温泉休養センターの改修工事を行う

松城公衆トイレ改修工事請負費（新規） ３４９万円 松城公衆トイレの改修工事を行う

松前藩屋敷管理運営委託料 ４６７万円 協定書の規定による管理運営経費（松前観光協会）

北前船記念公園総合管理施設管理運営委託料 １,０６７万円 協定書の規定による管理運営経費（大宇工業）

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

渡島西部広域事務組合負担金（消防）３億２,８９０万円 消防職員、消防団の経費や消防設備の維持更新など

防災行政無線管理 ４７１万円 親局・中継局等保守点検、戸別受信機購入など

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

町道維持 ２,０５４万円 賃金、修繕、除排雪、防雪柵、塩化ナトリウム散布など

町道側溝清掃委託料（新規） ５００万円 町道の側溝清掃を行う

橋りょう長寿命化定期点検業務委託料（新規） ３,０４４万円 町内全域の橋りょう長寿命化定期点検業務を行う

橋りょう長寿命化補修工事請負費（新規） ２,８７０万円 唐津地区ほか３地区の橋りょう長寿命化補修工事を行う

町道改良事業 ４,０９７万円 町道江良上町９号線ほか７路線の舗装工事など

河川改良事業 ６５５万円 静浦雨竜川の工事請負費

港湾管理 ３３１万円 松前港の管理

松前港北臨港道路維持工事請負費（新規） ３３３万円 松前港北臨港道路の維持工事を行う

町営住宅管理（含むシルバーハウス） １,８３３万円 町営住宅３７２戸、シルバーハウス８戸の管理

町営住宅解体工事請負費 １,４２６万円 町営住宅の解体工事を行う

松前温泉休養センター 松前港北臨港道路
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教育費

公債費

職員給与費

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

教育指針推進事業 ８５４万円
教育指針条例に基づいて、学力向上及び書道教
育を推進

外国語指導助手招致事業 １,０２０万円 外国語指導助手２名を招致し町内小中学校を巡回

漢字能力検定料及び英語技能検定料
負担金（新規）

１１７万円
小中学生の漢字能力検定料及び英語技能検定料
への支援

松前高等学校支援 ５５５万円
スタディサプリ高校講座、公務員試験対策講座、
看護学校受験対策講座、見学旅行費用などの補助

スクールバス運行業務委託料 ３,４６６万円 児童生徒の通学に係るバス運行の委託

ＩＣＴ教育推進事業 １,１００万円 タブレットなどの情報通信機器借上

大島小学校蓄熱式暖房器改修工事請
負費（新規）

２９０万円 大島小学校蓄熱式暖房器の改修工事を行う

要保護・準要保護児童生徒就学援助費 １,１１７万円 経済的に就学が困難な児童生徒の保護者への援助

姉妹都市児童生徒交流事業 ２９６万円
姉妹都市の愛媛県まさき町児童、福島県伊達市
生徒との交流を図る

文化の香り漂う書のまちづくり推進協
議会補助金

３２６万円
心豊かな書の普及促進を図るための事業を行う
協議会への補助

図書館運営事業 １,１３７万円 町立図書館の管理運営

町民総合センター管理 ２,６４５万円
嘱託等職員３名の配置、燃料費・光熱水費など
の管理費

史跡松前氏城跡福山城跡災害復旧事業 ３,７９４万円
平成２８年にき損した、二ノ丸地区南東部の復元
土塀を復旧

郷土資料館管理 １,５２４万円
松前城資料館などの管理（賃金、修繕、印刷代
など）

渡島西部四町スポーツ合宿誘致推進
事業（新規）

５５万円
渡島西部四町スポーツ合宿誘致推進事業参加者
への補助など

ふれあい公園管理 ４７８万円 パークゴルフ場の管理（賃金、芝管理委託など）

学校給食運営事業 ６,１５０万円 賄材料費、調理・配送委託など（小中学校３６５名分）

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

長期債償還元金・利子 ７億９,７１４万円 住宅・道路・学校等整備の際の町債（借金）の元金利子

一時借入金利子 １９０万円 資金不足の際の短期資金（一時借入金）の利子

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

職員給料・手当・共済費 ８億８,３６２万円 町長、副町長、教育長のほか一般職職員分（計１１０名）



広報まつまえ 平成３1年 ４ 月号  別冊「まちの予算書」8

一般会計の貯金（基金）の残高

一般会計の借金（町債）の残高

4

5

　貯金残高を町の人口で割ると、１人当たりの貯金額は２２７,６４０円となります。

　借金残高を町の人口で割ると、１人当たりの借金額は１,０５１,８９８円となります。

☝
☝

貯金（基金）の名称 ３１年３月３１日見込 使　　　い　　　道

財政調整基金 １３億８,９４９万円 災害、建設、その他町長が特に必要と認める場合など

減債基金 ２,０３９万円 財源が不足する場合の町債の償還に充てる場合など

役場庁舎建設基金 １億５,４１８万円 松前町役場の庁舎建設に充てる場合

教育施設整備基金 ２,２５０万円 教育施設の新築、改築、その他教育施設整備の場合

地域福祉基金 ３０５万円 高齢者保健福祉活動の促進等を図るために必要な場合

ふるさと松前応援基金 ５,１８７万円 さくらの里、松前城などに関する事業に充てる場合

創玄書道会書のまちづくり基金 １３９万円 書の普及や指導者育成に充てる場合

計 １６億４,２８８万円

借金（町債）の名称 ３１年３月３１日見込 町　債　の　内　容

公共事業等債 １億　６８１万円 港湾、漁港、農業農村事業など

公営住宅建設事業債 ８億　５８４万円 町営住宅

災害復旧事業債 １,２０８万円 松前城資料館屋根、道路橋りょう、河川など

全国防災事業債 ３,４７０万円 松城小学校外壁改修

教育・福祉施設等整備事業債 ４億６,５７５万円 史跡松前氏城跡跡福山城跡保存整備事業など

一般単独事業債 ５億３,３３０万円 道路、河川整備など

辺地対策事業債 １億８,３６４万円 簡易水道及び消防施設

過疎対策事業債 ３１億２,５９２万円 松前中学校、認定こども園、北前船記念公園施設など

公有林・草地整備事業債 １億４,９３２万円 間伐、枝打、草地整備など

臨時財政対策債 ２１億３,５２８万円 地方の財源不足を補うため特例として発行された町債

その他 ３,８９１万円 減税補てん債､退職手当債､上水道出資債､道貸付金など

計 ７５億９,１５５万円

お問い合わせ　政策財政課　☎４２－２２７５　内線２１３・２１４

町債
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