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一般会計 90億3,103万9千円
（当初予算：90億1,103万9千円　一次補正予算：2,000万円）

特別会計 37億8,389万1千円
企業会計 4億8,412万3千円

　一般会計は、90億3,103万9千円、令和元年度当初予算と比較すると、７億6,317万5千円（9.23%）の増と
なりました。南条サービスエリア周辺地域振興施設整備事業の実施などによる普通建設事業費（※1）の増加や北
陸新幹線の建設に伴う農業用施設の機能補償受託事業等が主な要因です。

　町の自主財源である町税は、全体で前年度比 692万7千円（0.52%）の増となりました。町税のうち、法人町
民税、固定資産税、軽自動車税は増額となる一方、個人町民税、入湯税は減額となりました。
　歳入予算で最も大きい割合を示す地方交付税については、普通交付税が合併特例法の規定による特例措置が
終了したことや、地方債償還のピークが過ぎたことにより公債費が減少している影響などから、8,000万円の
減となりました。
　主に政策的経費に充てられる国庫支出金は、南条サービスエリア周辺地域振興施設整備事業等の実施により、
前年度比６億794万9千円（93.8%）の増、県支出金も同要因により、前年度比8,806万1千円（9.4%）の増と
なりました。
　また、財政調整基金の取り崩しを行わないことや、地域密着型介護事業所施設整備事業の完了により、高齢
者保健福祉基金の活用が終了したことで、繰入金は前年度比1億4,656万円の減となりました。

地方交付税
35億2千万円
(39.0%)

地方交付税
35億2千万円
(39.0%)

県支出金
10億2,643万円

（11.4%)

県支出金
10億2,643万円

（11.4%)

町債
7億3,290万円

（8.1%)

町債
7億3,290万円

（8.1%)

地方消費税交付金
2億640万円（2.3%)

その他
1億3,061万3千円（1.4%)

国庫支出金
12億5,584万1千円

（13.9%)

国庫支出金
12億5,584万1千円

（13.9%)

町税
13億4,523万8千円
 (14.9％)

町税
13億4,523万8千円
 (14.9％) 諸収入  3億570万4千円（3.4%）諸収入  3億570万4千円（3.4%）

繰入金  2億530万5千円（2.3%）繰入金  2億530万5千円（2.3%）

分担金及び負担金  5,284万2千円（0.6%）分担金及び負担金  5,284万2千円（0.6%）
その他（使用料、手数料、財産収入、寄附金等)  
1億2,976万6千円（1.4%）
その他（使用料、手数料、財産収入、寄附金等)  
1億2,976万6千円（1.4%）

繰越金  1億2,000万円（1.3%）繰越金  1億2,000万円（1.3%）

■ 自主財源（23.9％）
■ 依存財源（76.1％）

公債費
7億4,792万8千円
(8.3％)

公債費
7億4,792万8千円
(8.3％)

維持補修費
1億931万6千円
(1.2%)

積立金
6,552万9千円
(0.7%)

貸付金
4,300万円(0.5%)
予備費
1,000万円(0.1%)

普通建設事業費
24億6,761万8千円
（27.3％)

普通建設事業費
24億6,761万8千円
（27.3％)

人件費
13億7,796万6千円
（15.3％）

人件費
13億7,796万6千円
（15.3％）

■ 義務的経費（全体の31.3％）

扶助費　
6億9,257万9千円
（7.7％）

扶助費　
6億9,257万9千円
（7.7％）

物件費
13億7,491万2千円

（15.2％)

物件費
13億7,491万2千円

（15.2％)

補助費等
11億7,631万2千円

（13.0％)

補助費等
11億7,631万2千円

（13.0％)

繰出金
9億6,587万9千円

（10.7％)

繰出金
9億6,587万9千円

（10.7％)

（　）内は総額に占める割合

　義務的経費について、人件費（※2）は前年度比 
1,470万円（1.08%）の増、扶助費（※3）は前年度比 
390万2千円（0.56%）の減となり、借入金を償還
するための公債費は前年度比 1億1,374万7千円
（13.20%）の減となりました。
　投資的経費である普通建設事業費は、令和３年
までの継続費を設定している上平吹橋橋梁架替事
業と南条サービスエリア周辺地域振興施設整備事業
が最盛期となることで、前年度比9億2,740万円
（60.21%）の増となりました。その他の主な事業と
しては、漁港機能増進事業、消雪設備整備事業、史
跡杣山城跡整備事業などを計上しています。
　補助費等は、前年度比409万5千円（0.35%）の
増となり、主な事業として多面的機能支払交付金や
集落自治振興交付金などを計上しています。
　物件費（※4）は、橋梁等定期点検事業や地籍調査
事業などの実施を見込んでいますが、物件費全体と
しては事業量の減精査により前年度比1,090万3千
円（0.79%）の減となりました。

　総務費は、桜町集会所増築事業の終了などにより
前年度比8,012万2千円の減、民生費では、地域密
着型小規模多機能居宅介護事業所施設整備事業、河
野保健福祉センター空調設備整備事業の終了などに
より9,316万円の減、公債費では、過去に発行した
地方債の償還終了などにより前年度比1億1,374万
7千円の減となりました。
　農林水産業費は、北陸新幹線建設に伴う受託事業
や漁港の離岸堤嵩上事業などの実施により前年度比
1億60万1千円の増、土木費では、南条サービス
エリア周辺地域振興施設整備事業、上平吹橋橋梁架
替事業などの実施により前年度比9億4,922万6千
円の増となりました。

総務費
10億7,956万8千円
(12.0％)

総務費
10億7,956万8千円
(12.0％)

衛生費
5億2,522万8千円

（5.8％)

衛生費
5億2,522万8千円

（5.8％)

議会費
8,765万5千円(1.0%) 労働費

1,800万円(0.2%)

公債費
7億4,792万8千円

（8.3％)

公債費
7億4,792万8千円

（8.3％)
民生費
18億3,431万6千円
（20.3％）

民生費
18億3,431万6千円
（20.3％）

土木費　
21億3,216万8千円
(23.6％)

土木費　
21億3,216万8千円
(23.6％)

教育費
8億8,553万9千円

（9.8％)

教育費
8億8,553万9千円

（9.8％)

農林水産業費
9億2,114万9千円

（10.2％)

農林水産業費
9億2,114万9千円

（10.2％)

商工費
4億2,244万4千円（4.7％)

商工費
4億2,244万4千円（4.7％)

消防費
3億6,286万8千円（4.0％)

消防費
3億6,286万8千円（4.0％) その他

1,417万6千円(0.1%)

（　）内は総額に占める割合

※1「普通建設 事業費」道路、橋梁、学校、庁舎等公共用等の新設・増設・改良事業などの建設事業に要する経費をいいます。ま
た不動産取得や高額の備品など、資産形成につながる経費も含まれます。

※2「人件費」 職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費をいい、議員・各種委員報酬、特別職・職員給与、
賃金、社会保険料等共済費、退職手当組合負担金などがあります。

※3「扶助費」 社会保障費の一環として、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき、住民の生活を維持するために支出さ
れる経費をいいます。扶助費には、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれます。

※4「物件費」 旅費、交際費、需用費、役務費、報償費、委託料、使用料及び賃借料など、消費的性質の経費をいいます。

歳 入

〈性質別〉歳 出

〈目的別〉歳 出

令和２年度予算
一般会計

■問合せ　
　総務課　℡0778－47－8012※ 「当初予算」と当初予算の追加となる「第１次補正予算」を合わせた予算額を令和２年度開始時の予算として掲載しています。
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町民に優しいまちづくり
健康増進プログラム実施事業……………… 334万円
新生児聴覚検査事業…………………………… 41万円
診療所医療機器更新事業………………… 1,527万円

安全安心して暮らせるまちづくり
南越前町国土強靭化地域計画策定事業…… 541万円
地籍調査事業……………………………… 2,136万円
消雪施設整備事業………………………… 3,600万円
上平吹橋橋梁架替事業……………… 3億1,640万円
町営住宅整備事業………………………… 3,894万円
今泉配水区管路更新事業………………… 2,387万円

活き活きと働けるまちづくり
遠距離通勤者高速道路利用支援事業……… 360万円
旧北陸トンネル群観光連携事業…………… 501万円
北陸新幹線建設農業用施設機能補償事業
　……………………………………… 1憶1,050万円

水産物供給基盤機能保全事業…………… 3,799万円
南条SA周辺地域振興施設整備事業 …12億4,600万円

人と文化を育むまちづくり
史跡杣山城跡整備事業…………………… 7,602万円
学校統合事業……………………………… 2,619万円
学校施設長寿命化計画策定事業…………… 734万円
東京2020オリンピック福井県聖火リレー事業
　……………………………………………… 288万円

住民主体のまちづくり
地区集会所整備事業補助金交付事業…… 5,000万円
集落自治振興交付金交付事業…………… 1,840万円
集落担い手育成事業…………………………… 73万円

効率的な行財政運営によるまちづくり
農業集落排水施設最適整備構想策定事業
　…………………………………………… 2,027万円

（　）は前年度比増減額

国 民 健 康 保 険
11億1,458万5千円
（△2,527万9千円）

国民健康保険に加入して
いる方の医療費の給付な
どを行う会計

国民健康保険今庄診療所
2億6,497万1千円
（+1,423万7千円）

今庄診療所を運営する会計

河 野 診 療 所
9,202万5千円
（△1,278万9千円）

河野診療所を運営する会計

個別排水処理施設
1,426万4千円
（+414万円）

個別合併浄化槽を維持管
理、運営する会計

農業者労働災害共済
206万5千円
（△39万4千円）

町内で農作業中に災害を
受けた方を救済する会計

後 期 高 齢 者 医 療
1億4,721万5千円
（+176万1千円）

75歳（一定の障害のある方
は65歳）以上の方の保険
料などの事務を行う会計

農 業 集 落 排 水
3億830万4千円
（+884万3千円）

町内13カ所の農業集落
排水施設を維持管理、運
営する会計

老 人 保 健 施 設
1億8,004万3千円
（＋390万7千円）

今庄老人保健施設を運営
する会計

介 護 保 険
14億4,326万2千円
（+1,588万2千円）

介護が必要なお年寄りな
どにサービスを行う会計

下 水 道
2億1,715万7千円
（△363万2千円）

町内２カ所の下水道施設を
維持管理、運営する会計

［企業会計］水 道 事 業
4億8,412万3千円
（＋712万8千円）

上水道施設を維持管理、
運営する会計

令和2年度 当初予算【特別会計・企業会計】
特別会計予算　37億8,389万1千円　企業会計予算　4億8,412万3千円

令 和 ２ 年 度 予 算 の 主 な 事 業


