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お伝えします！今年のお金の使い方

令和4年度令和4年度令和4年度令和4年度

まちの予算書まちの予算書まちの予算書まちの予算書
　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、令和4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。

＊各会計の内容

＊各会計の規模と昨年度との比較

各会計当初予算の概要1

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。

会 計 区 分 令和4年度 令和3年度 比　　　較 増 減 率

一 般 会 計 53億4,500万円 48億8,030万円 4億6,470万円 9.5％

国民健康保険特別会計 11億5,900万円 11億4,200万円 1,700万円 1.5％

介 護 保 険 特 別 会 計 10億4,360万円 10億4,410万円 △50万円 0.0％

保 険 事 業 勘 定 10億3,081万円 10億3,207万円 △126万円 △0.1％

サービス事業勘定 1,279万円 1,203万円 76万円 6.3％

後期高齢者医療特別会計 1億3,632万円 1億2,879万円 753万円 5.9％

水 道 事 業 会 計 3億1,005万円 4億4,930万円 △1億3,925万円 △31.0％

収益的支出(3条) 1億6,366万円 1億6,464万円 △98万円 △0.6％

資本的支出（4条） 1億4,638万円 2億8,465万円 △1億3,827万円 △48.6％

病 院 事 業 会 計 14億5,641万円 15億2,517万円 △6,876万円 △4.5％

収益的支出(3条) 13億9,613万円 14億8,592万円 △8,980万円 △6.0％

資本的支出（4条） 6,028万円 3,925万円 2,104万円 53.6％

合 計 94億5,037万円 91億6,966万円 2億8,072万円 3.1％
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　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。

一般会計の歳入の概要2

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｡
5億9,977万円 11.2%

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

自治体に配分されています。
5,922万円 1.1%

各 種 交 付 金

地方消費税や法人事業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。

1億9,434万円 3.6%

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されて

います。

29億4,576万円 55.1%

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、主なものは学童保育保

護者負担金、保育料です。

277万円 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、家畜人工授精手数

料、戸籍手数料です。

1億  875万円 2.0%

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、

道路更新防災等対策事業費補助金、子どものための

教育・保育給付費負担金です。

3億4,837万円 6.5%

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、

後期高齢者医療保険基盤安定負担金、国民健康保険

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。

2億4,629万円 4.6%

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、主なものは牧草、肉用牛、こんぶ種苗

などの売払収入や土地、建物の貸付収入です。

3,327万円 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。
1億6,444万円 3.1%

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。
3,560万円 0.7%

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、学校給食代金です｡
6,382万円 1.2%

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、温泉設備改修事業債、臨時財政対

策債です。

5億4,260万円 10.2%

計 53億4,500万円 100.0%
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☆町税の概要

一般会計の歳出の概要3

　令和４年２月28日現在の松前町の人口は6,416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93,480円となります。

　予算額を町の人口で割ると、１人当たりに使うお金は833,074円となります。

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。
2億4,661万円 41.1%

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。 2億8,055万円 46.8%

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。
1,766万円 2.9%

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。
5,060万円 8.4%

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。 435万円 0.7%

計 5億9,977万円 100.0%

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。 5,954万円 1.1%

総 務 費 町政全般の管理に使われるお金です。 3億2,677万円 6.1%

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。
10億4,576万円 19.6%

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｡ 6億1,590万円 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。
21万円 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。
1億1,933万円 2.2%

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。
1億8,862万円 3.5%

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。
1億8,400万円 3.5%

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｡ 5億7,321万円 10.7%

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。

2億9,205万円 5.5%

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。 8億2,652万円 15.5%

職員給与費
主に町長、副町長、教育長のほか106人の一般職員、会
計年度任用職員などの給料や手当、共済費に使われるお
金です。

11億  811万円 20.7%

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 53億4,500万円 100.0%
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　令和４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。

☆令和4年度の主要事業

議会費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

議員報酬・期末手当・共済費 4,815万円 12名分
議会だより発行 81万円 年4回発行、全戸配布

総務費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

行政情報システム運用事業 3,677万円 行政情報システムの運用など

行政情報システム備品購入費（新規） 205万円 パソコン6台の購入

例規整備支援業務委託料（新規） 770万円 例規の改正業務等の委託

町広報発行 636万円 毎月発行、全戸配布

庁舎管理 1,740万円 役場庁舎の管理

公用車管理 1,244万円 公用車の管理

旧大島支所及び旧教職員住宅解体工
事請負費（新規）

911万円
旧大島支所及び江良地区旧教職員住宅解体工事
を行う

支所・パートナーシップランド管理 868万円
3支所及びパートナーシップランドの管理（光
熱水費、燃料費など）

ふるさと松前応援寄附受入事業 4,180万円 特産品取扱委託、基金積立金など

地域公共交通計画策定負担金（新規） 609万円 松前町地域公共交通計画を策定するための負担金

企業連携松前町策定計画等負担金
（新規）

825万円
企業連携を活用し産業振興や人口減少に向けた
取り組みの計画及びビジョンを策定するための
負担金

松前藩復領200年記念事業実行委員
会負担金（新規）

270万円
松前藩復領200年記念事業を実施するための負
担金

地域生活バス（大漁くんバス）運行
事業補助金

3,102万円
地域生活バス（大漁くんバス）運行事業者への
補助

タクシー・ハイヤー運営事業補助金 530万円 タクシー・ハイヤー運営事業者への補助

高度無線環境整備推進奨励金（新規） 390万円 光回線新規加入者、Wi-Fi新規設置者への奨励金

町税等に係る賦課徴収費 2,963万円
賦課業務委託、固定資産管理システム航空写真
更新業務委託、滞納管理システム譲受代金年賦
金など

戸籍電算化事業 1,154万円
戸籍情報システム改修業務委託、戸籍管理シス
テムの譲受代金年賦金・共同利用負担金など

参議院議員通常選挙費（新規） 650万円 参議院議員通常選挙を行う

知事及び道議会議員選挙費（新規） 431万円 知事及び道議会議員選挙を行う

地域生活バス（大漁くんバス） 松前休養センター（松前温泉）
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民生費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

障害者自立支援 3億1,845万円
障がい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 1,965万円 対象予定者172名
ひとり親家庭等医療費助成 230万円 対象予定者142名
社会福祉協議会運営費補助金 618万円 社会福祉協議会への運営費補助

国民健康保険特別会計繰出金 8,749万円
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 1億5,445万円 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 1億9,165万円 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操出金 5,912万円 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 304万円 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 1,396万円 清部保育所の維持・運営費

松前っ子誕生祝金 670万円 対象予定者38名

医療的ケア児保育支援看護師派遣等
業務委託料(新規)

529万円
医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整
備を推進するため、保育所等における看護師の
配置

認定こども園施設型給付費 7,934万円
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 1,337万円
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

保育士等処遇改善臨時特例事業補助
金(新規)

116万円 保育士等の処遇改善に必要な経費を補助

子ども医療費助成 1,180万円 対象予定者375名
児童手当支給事業 3,432万円 対象予定者260名

衛生費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

元気づくりシステム事業（新規） 456万円 運動プログラム「元気づくりシステム」を実施

道南ドクターヘリ運航経費負担金 220万円 道南ドクターヘリ運航経費負担金

妊産婦健康診査事業 241万円 予定見込み23名（1人当たり16回分の助成）

健康づくり交流事業（新規） 142万円
姉妹都市の愛媛県まさき町との健康づくり交流
の実施

健康増進事業 1,269万円 胃がん、肺がん、子宮がんなどの検診

予防接種事業 1,844万円
二種・四種混合、麻しん・風しんなどの各種予
防接種

インフルエンザ予防接種費用助成事業 717万円 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 231万円 火葬場の管理（燃料費、修繕など）
火葬炉排気筒内部改修工事請負費
（新規）

553万円
火葬場の火葬炉排気筒内部の内巻煉瓦の積替工
事を行う

合併処理浄化槽設置補助金 176万円
合併処理浄化槽を設置する方への補助（予定見
込み5基）

病院事業会計に対する補助金 2億1,416万円
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 9,028万円 燃えるごみの共同処理（予定処理量1,473t）

渡島西部広域事務組合負担金（衛生） 1億3,244万円
不燃ごみ（129t）、資源ごみ（150t）、し尿の
共同処理

じんかい処理　印刷製本費 721万円 町指定ごみ袋などの印刷

一般廃棄物収集運搬委託料 6,375万円 ごみの収集運搬（1,752t）
水道事業会計に対する補助金 3,462万円 簡易水道の一部の経費などに対しての補助
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商工費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

松前商工会補助金 1,613万円
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 3,000万円 町内商工事業者に対する事業資金の貸付

松前グルメ観光PR事業負担金 390万円 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 1,052万円
観光振興事業等の促進を図るための観光協会へ
の補助

温泉休養センター管理運営委託料 1,473万円 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）

910万円
松前温泉休養センターの3号井の温泉用深井戸水中
モーターポンプ等の稼働劣化に伴う入替工事を行う

熱源槽新設工事請負費（新規） 2,584万円
松前温泉休養センターの熱源槽の経年劣化に伴
う新設工事を行う

温泉ろ過装置入替工事請負費（新規） 1,313万円
松前温泉休養センターの温泉ろ過装置の経年劣
化に伴う入替工事を行う

公園管理業務委託料 1,840万円 松前公園内の管理業務委託

松前藩屋敷管理運営委託料 406万円 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

1,600万円
協定書の規定による管理運営経費（一般社団法
人海共舎）

土木費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

町道維持 1,547万円 修繕、除排雪、防雪柵、塩化ナトリウム散布など
橋りょう長寿命化補修設計業務委託
料（新規）

2,093万円
唐津地区ほか1地区の橋りょう長寿命化補修実
施設計を行う

橋りょう長寿命化補修工事請負費
（新規）

3,567万円 唐津地区の橋りょう長寿命化補修工事を行う

町道改良事業 5,286万円 町道江良線ほか7路線の改良舗装工事など
橋りょう改良事業 1,801万円 白神地区の橋りょう長寿命化改良工事を行う

河川改良事業（新規） 727万円 静浦地区雨竜川の改良工事を行う

港湾管理 327万円 松前港の管理

町営住宅管理（含むシルバーハウス） 1,660万円 町営住宅345戸、シルバーハウス8戸の管理

消防費
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） 5億6,232万円
消防職員、消防団の経費や消防設備の維持更新
など

避難路維持 382万円 災害に備えるため避難路の維持管理を行う

防災行政無線管理 529万円 親局・中継局等保守点検、戸別受信機購入など

農林水産業費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

肉牛改良センター管理 2,344万円 肉牛改良センターの管理（飼育費、消耗品費など）

牧場管理 2,236万円
270haの採草放牧地の管理（預託牛　平均63
頭を予定）

森林経営管理事業 729万円 森林環境譲与税基金への積立金など

町有林整備委託料 1,037万円
植栽2.6ha、下刈8.8ha、間伐5.2ha、歩道草
刈8,100m

地域材で建てる住宅支援事業 603万円
地域材を活用して住宅等を新築または増改築す
る方へ、地域材の使用量に応じて建築費の一部
を助成

漁業支援総合補助金 864万円
漁業協同組合が計画する各種事業への総合的な
補助

漁港管理 919万円 町内12漁港の管理
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教育費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

教育指針推進事業 472万円
教育指針条例に基づいて学力向上及び書道教育
を推進

松前高等学校支援 929万円

公務員試験対策講座、スタディサプリ高校講
座､ 松前高校PR、看護学校受験対策講座、フ
ランス国ブザンソン市訪問、見学旅行費用など
への補助

スクールバス運行業務委託料 3,498万円 児童生徒の通学に係るバス運行の委託

ICT教育推進事業 351万円 小中学校のICT教育を推進
ICT教育推進校務用パソコン等借上
料（新規）

753万円 小中学校の校務用パソコン機器等の借り上げ

小島小学校昇降機改修工事請負費
（新規）

193万円 小島小学校の小荷物専用昇降機の改修工事を行う

大島小学校暖房設備改修工事請負費
（新規）

522万円 大島小学校の暖房設備の改修工事を行う

要保護・準要保護児童生徒就学援助費 459万円 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 258万円
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

386万円
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 292万円 町立図書館の管理運営

交流の里づくり館管理 323万円 交流の里づくり館の管理（光熱水費、修繕など）

町民総合センター管理 953万円 町民総合センターの管理（光熱水費、燃料費など）
町民総合センター外壁塗装工事請負
費（新規）

147万円 町民総合センターの外壁塗装工事を行う

石垣3次元レーザー計測及びカルテ
作成業務委託料

1,359万円
本丸・二ノ丸地区の石垣2,003.6m²の3次元
レーザー計測及びカルテ作成業務の委託

郷土資料館管理 335万円
松前城資料館などの管理（光熱水費、消耗品費
など）

ふれあい公園管理 397万円 パークゴルフ場の管理（芝管理委託など）

学校給食運営事業 6,199万円
賄材料費、調理・配送委託など（小中学校276
名分）

公債費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

長期債償還元金・利子 8億2,533万円
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 119万円 資金不足の際の短期資金（一時借入金）の利子

職員給与費
事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　内　　容

職員給料・手当・共済費 8億6,009万円
町長、副町長、教育長のほか一般職員分（計
106名）

会計年度任用職員報酬・給料・
手当・共済費・旅費

2億4,802万円 会計年度任用職員に係る給与等（計271名）
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一般会計の貯金（基金）の残高4

一般会計の借金（町債）の残高5

　借金残高を町の人口で割ると、１人当たりの借金額は1,092,279円となります。

　貯金残高を町の人口で割ると、１人当たりの貯金額は269,437円となります。

町債
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基金

基金及び町債残高の推移（一般会計)

平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末

お問い合わせ　政策財政課 財政係　☎42-2275　内線215

貯金（基金）の名称 令和4年3月31日見込 使　　　　い　　　　道

財政調整基金 14億3,639万円 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 2,043万円 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 1億5,422万円 松前町役場の庁舎建設に充てる場合

教育施設整備基金 2,522万円 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 8,829万円 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 99万円 書の普及や指導者育成に充てる場合

森林環境譲与税基金 12万円 森林の整備及びその促進に関する施策に充てる
場合

計 17億2,871万円

借金（町債）の名称 令和4年3月31日見込 町　債　の　内　容

公共事業等債 3,514万円 港湾、漁港、農業農村事業など

公営住宅建設事業債 9億5,732万円 町営住宅

災害復旧事業債 636万円 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 7億4,943万円 史跡松前氏城跡福山城跡保存整備事業など

一般単独事業債 4億3,498万円 道路、河川整備など

辺地対策事業債 1億7,897万円 簡易水道及び消防施設など

過疎対策事業債 25億9,482万円 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 1億1,923万円 間伐、下刈、草地整備など

臨時財政対策債 18億7,103万円 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 2,608万円 減税補てん債、上水道出資債、財源対策債など

計 70億806万円


