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令 和３年 度 当 初予算 一般会計 88億 612万3千円
特別会計（10会計） 37億6,722万5千円
企業会計 4億9,856万6千円

　一般会計は、88億612万３千円、令和２年度当初予算と比較すると、2億491万6千円（2.27％）の減とな
りました。普通建設事業費（※1）の減少や地方債の償還が一部終了したことによる公債費の減少が主な要因です。

　町の自主財源である町税は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより全体で前年度比 3,243万4千円
（2.4％）の減となりました。
　地方交付税については、国勢調査による人口減少の影響があるものの、人口減少に対する特別対策やデジタ
ル社会の推進などの算定項目見直しや税収減収の影響もあり、前年度比5,000万円（1.42％）の増となりました。
　主に政策的事業に充てられる国庫支出金は、大型事業のピークが過ぎたことから前年度比５億7,827万７千
円（50.3％）の減、県支出金は、工業団地拡張整備事業などの実施により前年度比3,236万９千円（3.2％）の増
となりました。
　財産収入は、新たな宅地分譲事業の実施による分譲地売払収入を見込み前年度比7,277万7千円（151.3％）
の増、また、繰入金は政策的事業の実施により一時的に基金の取り崩しを行うため、前年度比２億9,778
万５千円（145.0％）の増となりました。

地方交付税
35億円7,000万円
(40.5%)

地方交付税
35億円7,000万円
(40.5%)

県支出金
10億5,879万9千円

（12.0%)

県支出金
10億5,879万9千円

（12.0%)

国庫支出金
5億7,256万4千円

（6.5%)

国庫支出金
5億7,256万4千円

（6.5%)

地方消費税交付金
2億円（2.3%)

地方譲与税・地方特例交付金等
1億4,431万2千円（1.7%)

町債
6億7,520万円

（7.7%)

町債
6億7,520万円

（7.7%)

町税
13億1,280万4千円 
 (14.9％)

町税
13億1,280万4千円 
 (14.9％)

繰入金  5億309万円（5.7%）繰入金  5億309万円（5.7%）

諸収入  3億9,758万円（4.5%）諸収入  3億9,758万円（4.5%）

分担金及び負担金  5,493万3千円（0.6%）分担金及び負担金  5,493万3千円（0.6%）
使用料、手数料、財産収入、寄附金  
2億1,684万1千円（2.5%）
使用料、手数料、財産収入、寄附金  
2億1,684万1千円（2.5%）

繰越金  1億円（1.1%）繰越金  1億円（1.1%）

■ 自主財源（29.3％）
■ 依存財源（70.7％）

公債費
6億9,221万2千円
(7.9％)

公債費
6億9,221万2千円
(7.9％)

維持補修費
1億2,104万9千円
(1.4%)

貸付金
4,300万円
(0.5%)

積立金
2,537万5千円(0.3%)
予備費
1,000万円(0.1%)

普通建設事業費
21億7,245万3千円
（24.6％)

普通建設事業費
21億7,245万3千円
（24.6％)

人件費
13億9,801万5千円
（15.9％）

人件費
13億9,801万5千円
（15.9％）

■ 義務的経費（全体の31.6％）

扶助費　
6億8,595万円
（7.8％）

扶助費　
6億8,595万円
（7.8％）

補助費等
12億514万5千円

（13.7％)

補助費等
12億514万5千円

（13.7％)

物件費
15億1,454万6千円

（17.2％)

物件費
15億1,454万6千円

（17.2％)

繰出金
9億3,837万8千円

（10.6％)

繰出金
9億3,837万8千円

（10.6％)

　義務的経費について、人件費（※2）は会計年度
任用職員制度の平年度化によって前年度比2,004
万９千円（1.5％）の増、扶助費（※3）は前年度比 
662万９千円（1.0％）の減、地方債を償還するため
の公債費は、過去に実施した事業の償還が一部満了
したことなどから前年度比5,571万６千円（7.5％）
の減となりました。
　投資的経費である普通建設事業費は、継続事業と
して実施している上平吹橋橋梁架替事業、南条サー
ビスエリア周辺地域振興施設整備事業のピークが
過ぎたことにより、前年度比２億9,516万５千円
（12.0％）の減となりました。
　物件費（※4）は、新型コロナウイルス感染症ワク
チン接種事業を含む予防接種委託事業やテレワーク
オンライン会議システム運営事業などの実施によ
り、前年度比１億5,942万５千円（11.8％）の増と
なりました。
　補助費等（※5）は、前年度比2,894万２千円
（2.5％）の増となり、集落自治振興交付金などの、
各種補助事業、南越清掃組合負担金などを計上して
います。

　総務費は、集落センターの整備や中学校用地
購入事業の実施により前年度比4,860万９千円
（4.5％）、衛生費は、新型コロナウイルス感染症
ワクチン接種事業などの実施により前年度比１億
2,319万８千円（23.5％）、商工費では工業団地拡張
整備事業、花はす公園リニューアル事業等の実施に
より前年度比５億4,191万１千円（134.7％）、教育
費では統合中学校に係る事業などの実施により前年
度比３億2,741万８千円（37.0％）のそれぞれ増と
なりました。一方、民生費では、児童館整備事業の
終了などにより前年度比2,041万３千円（1.1％）、
農林水産業費は、漁港の離岸堤嵩上事業などの終了
により前年度比2,028万８千円（2.2％）、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事業量減少により前年
度比11億3,739万３千円（53.3％）のそれぞれ減と
なりました。

教育費
12億1,295万7千円
(13.8％)

教育費
12億1,295万7千円
(13.8％)

公債費
6億9,221万2千円

（7.9％)

公債費
6億9,221万2千円

（7.9％)

議会費
8,801万8千円(1.0%) 労働費

1,800万円(0.2%)

土木費
9億9,477万5千円

（11.3％)

土木費
9億9,477万5千円

（11.3％)

民生費
18億1,390万3千円
（20.6％）

民生費
18億1,390万3千円
（20.6％）

総務費　
11億2,817万7千円
(12.8％)

総務費　
11億2,817万7千円
(12.8％)

商工費
9億4,435万5千円

（10.7％)

商工費
9億4,435万5千円

（10.7％)

農林水産業費
9億86万1千円

（10.2％)

農林水産業費
9億86万1千円

（10.2％)

衛生費
6億4,842万6千円（7.3％)

衛生費
6億4,842万6千円（7.3％)

消防費
3億5,034万1千円（4.0％)

消防費
3億5,034万1千円（4.0％)

諸支出金・予備費
1,409万8千円(0.2%)

※1 「 普通建設事業費」道路、橋梁、学校、庁舎等公共用または公用施設等の新設・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、老人福祉法などに基づき、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。
※5 「補助費等」各種団体などへの補助金や交付金、一部事務組合に対する負担金などです。

歳入

一般会計
■問合せ　総務課　℡ 0778－47－8012

（性質別）歳出

（目的別）歳出
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町民に優しいまちづくり
結婚新生活支援事業………………………… 600万円
特定不妊治療助成事業……………………… 184万円
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業
　…………………………………………… 4,948万円

安全安心して暮らせるまちづくり
高齢運転者支援事業………………………… 200万円
安全で安心な地域社会づくり事業………… 310万円
消雪施設整備事業………………………… 8,000万円
上平吹橋橋梁架替事業…………………… 3,425万円
第2期東大道分譲団地造成事業 ………… 8,080万円
今泉配水区管路更新事業………………… 2,864万円

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……… 696万円
鯖波工業団地拡張整備事業………… 3億9,946万円
長浜市・敦賀市・南越前町観光連携事業
　…………………………………………… 2,675万円
観光情報サイトリニューアル事業………… 358万円
観光スポット訪問促進事業………………… 999万円
花はす公園リニューアル事業…………… 6,339万円
強い農業・担い手づくり総合支援事業…… 949万円

儲かるふくい型農業総合支援事業………… 676万円
北陸新幹線建設農業施設機能補償受託事業
　……………………………………… 1億9,340万円
海岸保全施設長寿命化事業………………… 880万円
水産物供給基盤機能保全事業……………… 438万円
甲楽城漁港施設機能増進事業……………… 248万円
甲楽城漁港護岸嵩上事業…………………… 910万円
南条SA周辺地域振興施設整備事業
　……………………………………… 3億6,037万円

人と文化を育むまちづくり
重要文化財「中村家住宅」保存活用事業… 1,300万円
今庄宿伝統的建造物群保存地区保存活用事業
　……………………………………………… 239万円
史跡杣山城跡整備事業…………………… 7,315万円
いじめ・不登校・自殺対策強化事業……… 707万円
統合中学校整備・開校準備事業…… 3億4,594万円
南条文化会館周辺改修等事業…………… 1,096万円
東京2020オリンピック福井県聖火リレー事業
　……………………………………………… 254万円

住民主体のまちづくり
集会所整備事業…………………………… 3,059千円
地区集会所整備事業………………………… 300万円
集会所耐震診断事業………………………… 702万円

効率的な行財政運営によるまちづくり
甲楽城多目的施設解体事業………………… 932万円
テレワーク・オンライン会議システム運営事業
　…………………………………………… 1,678万円

■地方消費税収の使途について
　平成26年４月１日および令和元年10月１日に消費税が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分につ
いては、その使途を明確化し、社会保障４経費およびその他社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
　南越前町の令和３年度一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の社会保障関連経費
への充当状況は次のとおりです。
　【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 109,091千円
　【歳出】 社会保障４経費およびその他社会保障施策に要する経費 1,858,738千円

区
　
分

事業名 経　費

財源内訳
特定財源 一般財源

国県支出金 町債 その他 引上げ分の地方消費税
（社会保障財源化分の市町村交付金） その他

社
会
福
祉

障害者福祉事業 360,476 251,347 10,145 98,984
高齢者福祉事業 89,998 1,369 3,487 7,915 77,227
児童福祉事業 689,382 249,167 37,504 37,438 365,273
母子福祉事業 5,786 2,824 275 2,687

小　計 1,145,642 504,707 － 40,991 55,773 544,171

社
会
保
険

介護保険事業 192,574 6,451 21,206 15,332 149,585
国民健康保険事業 45,871 30,302 1,447 14,122
介護保険施設運営事業 44,246 4,113 40,133

小　計 282,691 36,753 － 21,206 20,892 203,840

保
健
衛
生

高齢者医療事業 168,764 23,714 13,485 131,565
疾病予防対策事業 107,274 51,447 5,120 4,714 45,993
母子保健事業 16,636 1,330 1,423 13,883
診療所運営事業 137,731 0 12,804 124,927

小　計 430,405 76,491 － 5,120 32,426 316,368
合　　計 1,858,738 617,951 － 67,317 109,091 1,064,379

【社会保障４経費およびその他社会保障施策に要する経費】 （単位 :千円）

令和３年度 当初予算【特別会計・企業会計】
特別会計予算　37億6,722万5千円
企業会計予算　 4億9,856万6千円

令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 の 主 な 事 業

―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  

（　）は前年度比増減額

国 民 健 康 保 険
11億388万円
（△1,070万5千円）

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
2億7,843万2千円
（＋1,346万1千円）

今庄診療所を運営する会計

河 野 診 療 所
9,331万2千円
（+128万7千円）

河野診療所を運営する会計

個別排水処理施設
1,464万6千円
（+382万円）

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
185万8千円
（△20万7千円）

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
1億5,913万1千円
（+1,191万6千円）

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
2億8,966万1千円
（△1,864万3千円）

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
1億8,479万9千円
（+475万6千円）

今庄老人保健施設を運営
する会計

介 護 保 険
14億5,992万7千円
（+1,666万5千円）

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
1億8,157万9千円
（△3,557万8千円）

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
4億9,856万6千円
（+1,444万3千円）

上水道施設を維持管理、
運営する会計


