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　　　　　　　令和４年５月
　　　　　　　市川三郷町長　　遠藤　浩

今年度の一般会計予算の特徴は、世界に貢献し地域発展に欠かせない原動力となる人
材育成を推進し、さらなる飛躍を目指す町政実現のための施策の充実です。

本町の極めて厳しい財政状況に鑑み、受益者が限定されている事業、事業目的が達成
している事業、類似事業と重複している事業を精査し、個別支援型から公共支援型への
改善をしてまいります。また、地域経営の担い手である町民の皆さまの活動を支援するとと
もに収益性を高め、その利益を町民の皆さまに還元できるよう取り組んでまいります。

今年度も新型コロナウイルス感染症対策に万全を期す中で、主に子育て関連事業、学校
教育関連事業、高齢者、障がい者に対する福祉関連事業、健康増進事業、防災減災対策
事業のほか、人口減少、インフラ整備への対応を継続実施する
中で住民サービスの向上及び地域活性化事業を実施し、「住
み心地の良い町」日本一の実現を目指します。

　 「知ってほしいまちの予算」により、町民の皆さまに、どのよう
な施策や事業が行われる予定なのかをお確かめいただき、市
川三郷町のまちづくりに対して一層のご理解とご協力をいただ
きますようお願い申し上げます。

町民の皆さまには、日頃から市川三郷町のまちづくりに多大なるご支援ご協力をいただ
き、厚くお礼を申し上げます。
市川三郷町の令和4年度当初予算は、一般会計91億1,535万5千円、国民健康保険

など16特別会計を合わせた全会計で149億8,720万5千円（前年度比0.58％減）の予
算規模で編成いたしました。

■
GIGAスクール構想の実現に向けた一人一台
端末整備事業（学校ICTサポートほか）

■
消防防災施設の整備充実・
自主防災組織資機材整備事業

障害者自立支援拠点整備事業 コミュニティバス運行事業
手話施策推進事業 住民票及び印鑑登録証明書コンビニ交付事業

高齢者生きがい活動支援通所事業 トンネル長寿命化修繕事業
配食サービス事業 河川の整備事業

放課後児童健全育成事業
長寿・医療費給付金事業 新型コロナウイルスワクチン接種事業

外国人英語指導者配置事業 若者定住促進住宅補助金事業
子育て支援医療費助成事業

大塚古墳調査整備事業 都市計画マスタープラン改訂事
高齢者みまもりサービス事業 三珠庁舎空調設備改修工事

　（継続）

市川南小中学校屋上防水改修事業 買物支援（移動販売車）事業
六郷中学校トイレ屋上防水改修事業 小規模事業者小口資金融資事業業

今年度の主要事業
　（新規）

神明の花火会場坂路階段設置事業
AI-OCR、RPA導入支援事業
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◆◇◆ 本町の財政状況について ◆◇◆ 
 
 

平成２０年度より「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、特別会計、企

業会計及び一部事務組合などを連結した負債の比率等の新たな財政指標（健全化判断比率）

が設けられました。 
平成２１年度からその指標を超える団体は早期健全化計画や外部監査等を義務づけられ、起

債の制限を受けることとなりました。 
健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率の４つの財政指標の総称であり、例年、決算認定を経て、ホームページ上でも公表しております。 
本町の令和２年度決算に基づく健全化判断比率は、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は

マイナスであり、実質公債費比率は１０．５％、将来負担比率は１３３．８％で、実質公債費比率につ

いては、県平均７．７％を上回り、将来負担比率についても県平均１９．２％よりも高い数値であり、

本町の財政規模に対して元利償還金及び将来にわたる負債の割合が県平均よりも高い状況に

ありますが、４指標ともに健全化判断比率の基準内となっております。 
また、経常収支比率については、令和２年度は９７．３％と令和元年度より５．４ポイント悪化しまし

た。 
自主財源である町税収入等が年々減少する中、平成２７年度をもって合併特例法の特例措置

が終了し、普通交付税及び臨時財政対策債が平成２８年度より段階的に削減され、自主財源不

足を補うための財源も減少して参りました。 
この様に歳入の減少と、人件費、公債費、扶助費等の義務的経費等の増大により、歳出を歳入

で賄えない「歳出超過」が恒常化しておりました。 
３町合併後に進めるべきであった公共施設の統廃合にも手を付けず、既存事業を見直すこと無

く、町民生活の向上に繋がるとの思いの中で、新規事業を展開していくうちに財政状況の悪化を

招いていたという要因も反省しなければなりません。 
ここ近年で急に財政が悪化したということではなく、財政指標的には基準内ではあっても、じわ

じわと苦しくなっており、経常経費の削減を進めていかなければなりません。 
令和 2 年度の決算により４年連続の赤字を計上することとなり、また、給付型事業などの既存事

業、公共施設等の見直しと自主財源増のために公共料金や使用料等の受益者負担の検討を始

めたことで「本町の財政は大丈夫なのか」との不安を煽る形となってしまいました。 
財政破綻を招かぬよう、これ以上の財政悪化を防ぐため、機構改革を進め、経費削減の努力・

普通建設事業の大幅な削減等を実施していかなければなりません。 
本町の基金残高の推移は別表のとおりですが、数年先には充当可能財源である財政調整基

金・減債基金・地域振興基金が底をつく事態も想定されるため、財政の抜本的な見直しのため、

厳しい令和４年度予算の編成となりました。 
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本町の財政４指標等(H29－R2）                                           （単位：千円、％） 
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 H29 H30 R1 R2 備考 

実質単年度収支 △83,595 △563,449 △166,739 △13,579 当該年度の実際の黒字・赤字額 

財政力指数 0.34 0.34 0.33 0.33 財源の余裕度。１に近いほど余

裕がある。 

経常収支比率 84.9 87.3 91.9 97.3 人件費・公債費等の義務的経

費に、町税・地方交付税等の経

常的な収入の一般財源がどの

程度充当されているかの割合。

100％で残り無し。 

実質公債費比率 7.8 9.1 9.9 10.5 町の借入金（地方債）に対する

返済額（公債費）の、町の財政

規模に対する割合。 
18%で制限される。 

将来負担比率 110.1 128.2 140.7 133.8 町の借入金（地方債）等の負債

大きさの、町の財政規模に対す

る割合。 
350%で財政健全化計画の策定

となる。 
 

地域振興基金繰入金 99,465 128,100 133,000 127,700 合併に関係するソフト事業に対

して充当。 
 

実質的な赤字額 △183,060 △691,549 △299,739 △141,279 実質単年度収支から地域振興

基金繰入金を差し引いた額 

 ４年間合計 △1,315,627 令和２年度町税決算額 
1,658,103 千円 
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基金残高の推移 (単位：千円)

区分 H29残高 H30残高 R1残高 R2残高 期間増減額
 財政調整基金 2,350,899 1,831,033 1,831,756 1,812,906 △ 537,993

減債基金 340,864 341,029 341,208 341,361 497
地域福祉基金 449,760 449,794 450,109 450,403 643
地域振興基金 1,262,281 1,284,391 1,251,499 1,124,033 △ 138,248
まごころ基金 17,612 67,819 18,022 18,025 413
水と土保全対策基金 27,754 27,764 27,769 27,773 19
町立保育所振興基金 44 44 44 44 0
都市計画事業基金 2,115 2,115 2,115 2,116 1
印章資料取得基金       1,108 1,108 1,108 1,108 0
市川大門育英奨学基金 4,601 4,602 4,603 4,603 2
大門碑林公園石造物購入基金 7,043 7,044 7,045 7,046 3
土地開発基金 269,254 269,296 269,353 269,380 126
六郷育英奨学基金        39,506 40,013 40,617 40,721 1,215
ふるさと納税基金 0 0 1,575 6,575 6,575
ごみ処理広域化準備基金 0 0 2,672 6,042 6,042
正子奨学基金 0 0 50,011 48,519 48,519
森林環境譲与税基金 0 0 0 0 0
過疎地域自立促進基金 0 0 0 30,000 30,000

計 4,772,841 4,326,052 4,299,506 4,190,655 △ 582,186
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本書及び概要版を希望される方は、総務課広聴広報係（本
庁舎２階）、三珠支所、六郷支所でお渡ししています。
また、町ホームページから閲覧や印刷ができます。
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令和４（２０２２）年度（当初予算）

前年度比較
差　引 対前年度比

　市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況

会　計　名
令和４年度
当初予算額

令和３年度
当初予算額

1 一般会計 91億1,536万円 93億1,196万円 △1億9,660万円 △2.11％

2

国民健康保険特別会計
【事業勘定】

17億2,758万円 16億8,340万円 4,418万円 2.62％

国民健康保険特別会計
【直営診療施設勘定】

6,785万円 6,797万円 △12万円 △0.18％

3 介護保険特別会計 22億9,410万円 22億3,140万円 6,270万円 2.81％

4
介護サービス事業
特別会計

404万円 394万円 10万円 2.54％

5
訪問看護ステーション
西八代特別会計

3,813万円 3,478万円 335万円 9.62％

6 簡易水道特別会計 2億2,794万円 2億4,875万円 △2,081万円 △8.37％

7 公共下水道事業特別会計 10億7,590万円 11億749万円 △3,159万円 △2.85％

8 農業集落排水特別会計 3,530万円 4,880万円 △1,350万円 △27.66％

9
戸別浄化槽整備推進事業
特別会計

1,241万円 1,749万円 △508万円 △29.06％

10 温泉事業特別会計 6,835万円 4,372万円 2,463万円 56.33％

11
恩賜県有財産保護管理
事業特別会計

255万円 255万円 0万円 0.00％

12 市川財産区特別会計 276万円 266万円 10万円 3.76％

13 高田財産区特別会計 64万円 65万円 △1万円 △1.54％

14 大同財産区特別会計 318万円 319万円 △1万円 △0.31％

15
歌舞伎文化公園管理
特別会計

2,682万円 2,769万円 △87万円 △3.13％

16 後期高齢者医療特別会計 2億8,086万円 2億3,522万円 4,564万円 19.40％

17
峡南地域教育支援セン
ター共同設置特別会計

344万円 360万円 △16万円 △4.44％

合　　計 149億8,721万円 150億7,525万円 △8,804万円 △0.58％
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

総 万円

万円 総 万円

万円

万円

万円

万円

　 万円

万円

万円

総 万円

総 万円

万円

総 万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

　 万円

　 万円

万円

万円

P30

P3118.0 万円 生涯スポーツ

P32

Ⅰ 誇れるまち

1 ふるさとを愛するまちづくり 6億3,993.3 万円

P23

新 651.7 万円 学校教育

P24

368.8 万円 学校教育

P25
74.0 万円 学校教育

P26

P27

P28

P29

242.0

セカンドブック事業 18.5 町立図書館

スポーツ団体への支援 513.0 生涯スポーツ

スポーツ研修会・講習会への参加 25.4 生涯スポーツ

県スポーツ レクリエーション祭へ

の参加

学校法人日本体育大学連携事業 200.0 生涯スポーツ

市川三郷町立図書館事業 4,115.2 町立図書館

ブックスタート事業 7.9 町立図書館

1億1,028.1 生涯学習講座 17.0 生涯学習

#REF! 公民館管理事業 2,598.1 生涯学習

生涯学習センター管理事業 3,151.0 生涯学習

敷地境界構造物撤去事業

（令和3年度12月補正）

スポーツ教室などの開催 67.7 生涯スポーツ

富士川駅伝競走大会 5.0 生涯スポーツ

万円 生涯学習

管内小中学校維持管理事業 4,944.3 総務施設

学校給食センター運営事業 1億6,３６６．３ 学校給食センター

「ことばの森」教室 36.4 生涯学習

生涯学習・ 学校法人日本体育大学交流事業 7.5 ふるさと納税

スポーツの推進 放課後子どもプラン推進事業 41.8 生涯学習

スクールバスの運行　等 900.1 学校教育

峡南地区中学校体育大会及び

県大会等選手派遣費

地域ぐるみの学校安全体制

整備推進事業

峡南地域教育支援センター負担金 112.7 学校教育

子育てのための施設等利用給付事業 401.0 学校教育

外国人英語指導者配置事業 2,495.8 総務施設

各種検定料補助事業 60.0 総務施設

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

学校教育の充実 小学校費 1億6,544.6 学校教育

5億2,965.2 中学校費 9,960.3 学校教育

GIGAスクール構想の実現に向けた

一人一台端末整備事業

20,054.3 外国人通訳支援員配置事業 49.2 学校教育
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

総 万円

総 万円

万円

万円

総 万円

総 万円

 総 万円

万円

万円 総 万円

万円

万円

万円

　 万円

　 万円

　 万円

　 万円

万円

万円

万円

総 万円

　 万円

　 万円

　 　 万円

万円 新 万円

　 総 万円

万円 　 万円

P36

P37

P38

　 82.7 万円 子育て支援

P39

P41

3 文化や歴史を守るまちづくり 435.3 978.5 万円

P42

2 子育てしやすいまちづくり 8億7,446.8 万円

P33

11.1 万円 子育て支援

P34

P35

文化・芸術の振興 歌舞伎鑑賞助成事業 10.7 観光

435.3 大塚古墳調査整備事業 424.6 学術文化

地域・伝統の継承 手漉き和紙継承事業 50.0 商工

543.2 市川手すき和紙「夢工房」管理運営 493.2 商工 P43

保育の実施及び保育所地域活動事業 5億5,345.7 保育 P40

病後児保育事業 23.0 保育

保育の利用者負担軽減制度 1,088.4 保育

園児給食費無償化事業 120.0 保育

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

放課後児童健全育成事業 5,313.8 子育て支援

乳幼児健康診断事業 415.8 子育て支援

予防接種事業 3,296.9 子育て支援

自立支援医療費（育成医療）

給付事業

養育医療費給付事業 75.8 子育て支援

児童遊園地管理事業 39.2 子育て支援

8億5,986.0 子育て支援医療費助成事業 249.0 子育て支援

12,928.2 ひとり親家庭医療費助成事業 895.3 子育て支援

児童手当支給事業 1億7,712.1 子育て支援

児童館事業 242.4 子育て支援

地域子育て支援センター事業 675.1 子育て支援

1,460.8 カンガルー学級事業

妊婦一般健康診査助成事業 740.3 子育て支援

産後ケア事業 128.2 子育て支援

子育て世代包括支援センター 391.2 子育て支援

子ども・子育て 子育て祝い金支給事業 180.0 子育て支援

環境の充実 子ども子育て支援事業 230.8 子育て支援

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

結婚・ 婚活支援事業 10.0 企画

出産支援の充実 不妊治療費助成事業 180.0 子育て支援

1,460.8 母子健康手帳の交付と
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

万円

万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

新 万円

新 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

P51

P52

5,076.3 万円 包括支援

P45

P46218.6 万円 介護

125.0 万円 介護

P47

P48

P49

5,875.5 万円 包括支援

P50

4 人にやさしいまちづくり 30億8,175.2 万円

ケアプラン点検事業 24.4 包括支援

地域包括支援センター運営事業

（地域支援事業分事業）

在宅医療・介護連携推進事業 383.7 包括支援

一般介護予防事業（介護予防教室） 34.2 包括支援

徘徊ＳＯＳネットワーク事業 12.9 包括支援

認知症サポーター等養成事業 12.8 包括支援

介護者・男性介護者のつどい 11.3 包括支援

成年後見制度利用支援事業 71.8 包括支援

寝たきり高齢者等介護慰労金支給事業 142.0 介護

高齢者みまもりサービス事業 54.0 介護

介護職員初任者研修 105.1 介護

生活支援体制整備事業 18.7 包括支援

認知症施策推進事業 37.6 包括支援

介護予防・生活支援サービス、

ケアマネジメント事業

訪問理容・美容サービス事業 0.5 介護

緊急通報体制等整備事業

（ふれあいペンダント）

外出支援サービス事業 28.8 介護

社会福祉法人等による

利用者負担軽減事業

高齢者生きがい活動支援通所事業 1,204.8 介護

配食サービス事業 1,464.3 介護

軽度生活援助事業 184.5 介護

24,112.8 老人クラブへの助成など 471.0 福祉

老人福祉施設措置事業

（老人ホーム入所への助成）

シルバー人材センターへの助成 478.0 福祉

シルバーハウジング生活援助員

派遣事業

介護保険事業 22億9,409.8 介護

家族介護用品の支給事業 61.4 介護

1,546.3 万円 福祉

157.4 万円 福祉

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

介護・ 長寿・医療費給付金事業 1,965.7 国保年金

高齢者福祉の充実 百歳の祝い事業 115.0 福祉

25億3,522.6 米寿の祝い事業 13.8 福祉

P43

P44
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

万円 万円

万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

総 万円

総 万円

総 万円

総 万円

総 万円

総 万円

新 万円

総 万円

万円

P62

P63

P64
総 市川三郷町国際交流協会運営補助 50.0 万円 総務施設

P56

P57

409.2 万円 福祉

Ⅱ 賑わうまち

1 交流するまちづくり #REF! 2億6,725.1 万円

P61総 300.0 万円 観光

404.0 万円 包括支援
P53

P54

P55

15.0 万円 福祉

文化資料館・ぼたん園等管理運営事業 444.9 観光

神明の花火会場坂路階段設置事業 802.5 観光

国際交流・姉妹 姉妹町交流事業 83.9 観光

都市交流の推進

133.9

1億1,796.7 「神明の花火大会」町花火

11,796.7 打ち上げ委託料

花火公園管理業務委託 56.0 観光

大門碑林公園管理運営 570.2 観光

文化と武道の館管理 515.3 観光

温泉事業 6,835.3 観光

ふるさと会館等公園管理運営事業 2,237.3 観光

心身障害児者福祉手当給付事業 28.8 福祉

重度心身障害者等福祉タクシー

利用料金助成事業

地域生活支援拠点事業 5.9 福祉 P58

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

観光の振興 ふるさと大使事業 35.2 ふるさと納税

重度心身障害者非常時人口呼吸器

等用発動発電機給付事業

自立支援医療（更生医療）の助成 1,124.6 福祉

自立支援給付 3億9,084.5 福祉

地域生活支援事業 1,974.1 福祉

補装具費の給付 553.2 福祉

介助用自動車購入等助成事業 40.0 福祉

障害者福祉の充実 障害者自立支援拠点整備事業 1,220.0 福祉

5億4,652.6 重度心身障害者医療費助成事業 9,907.8 福祉

15,568.1 重度心身障害者往診交通費助成事業 8.4 福祉

手話施策推進事業 265.1 福祉

中級手話（レベルアップ）講習事業 16.0 福祉

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

介護・ 介護予防支援計画作成

高齢者福祉の充実 （予防ケアプラン）

25億3,522.6 訪問看護事業 3,813.4 訪問看護
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

万円

万円 万円

新 万円

万円

万円

総 万円

万円 新 万円

総 万円

万円

万円

万円

新 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

総 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

P68

350.0 万円 商工
P69

総 150.0 万円 農林 P69

P70

P71

P72

P73

P74

P65

P66

15.2 万円 広聴広報

2 活力あふれるまちづくり #VALUE! 3億1,517.6 万円

森林経営管理制度事業業務委託 476.2 農林

農業委員会交付金事業 298.3 農業委員会

農地利用最適化交付金 43.5 農業委員会

農地中間管理事業 10.0 農業委員会

農業用施設等維持管理 4,345.8 農林土木

県営事業負担金 4,194.0 農林土木

特定鳥獣保護管理事業 525.0 農林

鳥獣害防除整備事業 計上なし 農林

松くい虫防除事業 70.0 農林

千本桜植栽下刈事業 12.8 農林

NOPPUIブランド魅力化業務委託 305.0 農林

地域おこし協力隊（農業版） 480.0 農林

11,632.1 経営所得安定対策推進事業 60.0 農林

中山間地域等直接支払制度推進事業 9.0 農林

多面的機能支払制度事業 301.2 農林

環境保全型農業直接支払事業 33.0 農林

有害鳥獣防除資機材補助金事業 90.0 農林

有害鳥獣の捕獲事業 90.0 農林

地場産業会館管理 122.4 商工

製紙試験場管理運営 29.6 商工

市川三郷町商工会運営費等補助金 700.0 商工

まん延防止等重点措置休業等要請

協力応援金支給事業

小規模事業者小口資金融資事業 100.0 商工

農林業の振興 新規就農総合支援事業

1億1,632.1 （青年就農給付金）

町キャラクター維持管理事業

（市川三郷レンジャー）

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

商工業の振興 ふるさと納税特産品贈呈事業 1億7,852.5 ふるさと納税

1億9,311.2 買物支援（移動販売車）事業 126.7 商工

1,458.7 印章購入費助成制度事業 30.0 商工

P67

情報発信の強化 情報システムの維持管理 1億2,161.5 情報化推進

1億4,794.5 総合行政ネットワーク 1,839.0 情報化推進

AI-OCR、RPA導入支援事業 438.9 情報化推進

2,633.0 「いちかわみさと議会だより」の発行 115.5 議会事務局

「広報いちかわみさと」の発行 224.4 広聴広報

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

万円

総 万円

万円

万円

総 万円

万円 　 万円

総 万円

万円

万円

万円

総
万円

万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

万円

　 万円

万円

P84

2,610.2 万円 防災防犯

P85

P77

P78
800.0 万円 住宅

4 男女がともに活躍するまちづくり
16.2 万円

総 男女共同参画推進事業 16.2 万円 企画 P79

Ⅲ 安全・安心なまち

P75

3 移住・定住しやすいまちづくり 6,243.3 万円

地域防災リーダー養成事業 11.0 防災防犯

優良建築物整備事業 577.6 都市計画 P86

8,201.3 消防団情報伝達システム整備事業 79.3 防災防犯

消防団の充実強化 3,220.4 防災防犯

消防団協力事業所表示制度 2.6 防災防犯

消防防災施設の整備充実・

自主防災組織資機材整備事業

防災行政用無線システム維持運用 1,480.8 防災防犯

孤立集落情報収集体制の充実 204.6 防災防犯

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

男女共同参画の推進

16.2

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

防災意識の向上・ 消防団員中型自動車免許

体制の充実 取得支援事業

8,201.3 消防団活動協力員設置制度 8.3 防災防犯

1 災害につよいまちづくり 8,201.3 万円

6.5 万円 防災防犯

P83

5,222.4 地域おこし協力隊事業 645.6 企画

移住・交流対策事業 8.8 企画

町営・町有住宅維持管理事業 2,418.0 住宅

空き家・遊休農地 空き家対策事業 220.9 住宅

の活用 空き家情報登録制度

1,020.9 「空き家バンク」事業

574.3 地場産業体験＆特産品収穫ツアー 計上なし 商工 P76

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

移住・定住の促進 若者定住促進住宅補助金事業 2,000.0 企画

5,222.4 結婚新生活支援事業 150.0 企画
P76

林業施設等維持管理 138.3 農林土木 P75

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

地域資源の 地域活性化企業人事業 560.0 企画

ブランド化 地場産業・特産品ＰＲ事業 14.3 商工
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

万円

万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

　 万円

万円

総 万円

万円

万円

万円

万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

P94

P95

P96

P8827.5 万円 健康増進

P89

170.2 万円 健康増進

P90

P91

1,437.4 万円 健康増進

P92

P93
8,045.5 万円 つむぎの湯

2 健康に暮らせるまちづくり 26億3,846.0 万円

国民健康保険直営診療所運営事業 6,784.9 万円 国保年金 P86

P87

上水道事業の運営及び施設整備 2億6,659.2 上水道

流域関連公共下水道事業 7億5,955.1 下水道

農業集落排水事業 3,530.2 下水道

戸別浄化槽整備推進事業 1,241.1 下水道

ページ

生活環境の整備 衛生（ごみ、し尿、火葬）事業 2億7,890.7 環境衛生 P93

21億515.8 衛生巡視事業 562.8 環境衛生

公害対策事業 37.3 環境衛生

狂犬病予防及び動物愛護推進事業 43.5 環境衛生

25,581.9 簡易水道事業 2億2,794.3 簡易水道

ニードスポーツセンターの管理運営 2,404.4 健康増進

休日夜間急患診療体制整備・

在宅当番医体制整備事業

峡南医療センター負担金事業 2億9,733.7 健康増進

救急救護・感染症対策体制整備事業 42.5 健康増進

新型コロナウイルスワクチン接種事業 8,636.9 ワクチン接種

六郷の里（つむぎの湯・いきいきセンター）

管理事業

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係
3 快適に暮らしやすいまちづくり 21億4,931.4

健康教室

（ヘルスアップ教室、貯筋教室ほか）

訪問指導・健康相談事業 47.7 健康増進

高齢者インフルエンザ予防接種事業 1,237.7 健康増進

肺炎球菌ワクチン接種事業 128.5 健康増進

風しん対策事業 190.3 健康増進

健康づくり対策事業 42.6 健康増進

25億7,061.1 後期高齢者医療事業 2億8,085.7 国保年金

26,483.7 各種がん検診事業 3,181.4 健康増進

がん検診推進事業

（無料クーポン券など）

歯周病検診事業 85.8 健康増進

人間ドック事業 362.7 健康増進

結核検診事業 442.6 健康増進

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

地域医療の整備・

推進

6,784.9

健康づくりの推進 国民健康保険事業 17億2,758.0 国保年金
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

万円

総 万円

万円

万円

総
万円 万円

新 万円

万円

万円

万円

万円

万円 庶務

P107

広島平和祈念式典派遣事業 191.8 万円 庶務

P108
新 三珠庁舎空調設備改修工事 2,793.2 万円 三珠庶務

P100

コミュニティバス運行事業 2,213.3 万円 防災防犯 P101

4 自然と共生するまちづくり 3,229.8 万円

P102

登山道等整備事業 616.0 万円 観光

P97

P98

P99

安全・安心対策の推進 1,356.1 万円 防災防犯 P99

交通安全対策の推進 92.0 万円 防災防犯 P100

5,400.1

自然環境・景観の

保全と活用

617.0

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

住民参画と協働

の推進

7,347.5

公共施設の 社会体育施設管理 2,606.9 生涯スポーツ

有効活用の推進

地域環境保全事業 1.0 万円 環境衛生 P103

Ⅳ 繋がるまち

1 町民と行政が協働するまちづくり 1億2,747.6 万円

　 各種選挙費用 7,155.7

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

土地利用の推進 農業振興地域整備計画の策定 計上なし 農林 P101

2,612.8 地籍調査事業 1,812.8 地籍調査

都市計画マスタープラン改訂事業 800.0 都市計画

河川の整備事業 2,900.0 公共土木

河川の維持・管理事業 1,061.0 公共土木

狭あい道路拡幅整備事業 952.0 都市計画

交通安全・

防犯対策の推進

1,448.1

公共交通の推進・ 市川大門駅乗車券類

充実 発売員職員設置事業

2,967.5

総 754.2 万円 企画

生活環境の整備 特定環境保全公共下水道事業 3億1,634.6 下水道

21億515.8 橋梁長寿命化修繕事業 2,300.0 公共土木

トンネル長寿命化修繕事業 2,510.0 公共土木

生活関連道路の整備事業 8,980.0 公共土木

町道の維持・管理事業 1,464.0 公共土木

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ
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■◇■　　事業別予算一覧表　　■◇■

万円

万円 万円

万円

万円 万円

万円

万円

万円

万円

P111

10.0 万円 商工

P112

4 将来を見据えたまちづくり 4,485.5 万円

基幹統計調査事業 74.2 万円 企画 P112

課税、納税の事務 4,411.3 万円 税務課 P113

2 地域住民が連携するまちづくり 194.5 万円

ページ

健全な財政基盤

の確保

4,485.5

4,485.5

民間等との連携や 市川三郷町ゆかりの会「りんどう」

協力体制の促進 事業

18.0 第３回市川三郷町・富士川町

18.0 フォトロゲイニング

ふるさと名物応援宣言認定事業 計上なし 商工

地域商社事業 計上なし 商工

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係

総 8.0 万円 秘書

広域行政の推進 広域行政組合運営事業 3億5,854.8 企画 P109

3億7,287.8 ふるさと創生事業 750.0 企画

1,433.0 共通番号制度対応 310.1 情報化推進

住民票及び印鑑登録証明書

コンビニ交付事業

婚姻届で幸せ発信事業 9.6 町民 P111

P110

363.3 万円 町民

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

消費者行政の推進 消費生活相談員設置事業 64.5 商工

194.5 消費行政活性化基金事業 130.0 商工

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

P109

3 近隣市町村等と連携するまちづくり 3億7,305.8 万円
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