
▶問い合わせ先＝企画課　財政係  ☎       ９１１９56

令和３年度上三川町一般会計予算　１１２億１，６００万円
～『共に創る　次代に輝く　安心・活力のまち　上三川』の実現に向けて～

　令和３年度の当初予算が３月議会にて可決されました。
　このうち、主に一般会計予算についての概要をお知らせします。

　一般会計は、町庁舎、地域コミュ
ニティセンター及び図書館といった
公共施設等の長寿命化工事や、とち
ぎ国体リハーサル大会の実施などに
より、前年度並みの予算規模になっ
ています。
　各特別会計は、それぞれ保険税や
使用料などの特定の収入を使って特
定の事業を行うための会計です。一
般会計とは区別し、個別に経理して
います。

　町税収入は、町民税及び固定資産
税等の大幅な減収が見込まれ、前年
度から約８億円の減としています。
　財源の不足分に充てるための繰
入金として、財政調整基金など、基金
(町の貯金)の取崩しを行います。
　町債は、地方交付税の代替措置で
ある臨時財政対策債のほか、道路の
新設改良工事や図書館設備更新な
どの事業の財源となる借入れを行い
ます。
　町税の減収により、自主財源の割
合は前年度から３．４ポイント減と
なっています。基金の取崩しのほか、
町債や国からの交付金等に依存せざ
るを得ない予算編成となっています。

自主財源…町税や基金の取崩しなど、町が自ら得られる収入です。
依存財源…国や県により決められた額を交付される、または割り当てられる収入です。

会計別予算額

一般会計予算の概要

◎特殊詐欺撃退機器購入費助成【１５万円】
　上三川町に住む６５歳以上の方を対象に、特殊

詐欺撃退機能のある電話機等の購入費用の一
部を助成します。

○庁舎・設備維持修繕事業【２億４６９万円】
○コミュニティ施設整備事業【４，８０３万円】
◎図書館施設整備事業【６，００８万円】
　公共施設等の長寿命化工事として、町庁舎の

屋上防水・外壁改修・建具更新、明治南・坂上コ
ミュニティセンターの施設改修、町立図書館の
空調機器更新の各事業を実施します。

◎田んぼダム整備事業【４１９万円】
　内水被害に対する防災体制の強化を図るた

め、田川流域にある石田地区の水田に、排水調
整装置を設置します。

○プレミアム商品券事業【１，０００万円】
　新型コロナウイルス感染症により影響を受け

た社会経済活動の再活性化を図るため、プレ
ミアム商品券の発行を、予算を拡充して実施
します。

◎まちおこし事業【５１９万円】
　将来にわたって活力ある上三川を実現するた

め、ＯＲＩＧＡＭＩのまちづくりを進めます。
　今年度は、参加型のＯＲＩＧＡＭＩイベント等を

計画しています。

歳 入

　主に福祉対策のための経費であ
る民生費が、３７．４％と一番高い割
合を占めています。幼児教育・保育の
ための給付や放課後児童クラブの
運営などの子育て支援を始め、高齢
者や障がい者への支援、各種医療費
助成などの事業を実施しています。
　次いで、道路や公園、河川の整備
事業などを行う土木費が１３．０％、
前年度から引き続き、庁舎・設備維
持修繕事業として長寿命化工事を
計画している総務費が１１．３％と
いった順になっています。
　教育費では、国のＧＩＧＡスクール
構想に基づく１人１台端末環境整備
と併せて、小中学校におけるＩＣＴ
教育を実践していきます。
　公債費は、町債(町の借金)の返還
にあてるための経費です。

歳 出

自主財源
５６.２％

町税
４９億６００万円

４３.７％

民生費
４１億９,０８３万円

３７.４％

土木費
１４億６,２３５万円

１３.０％
総務費

１２億７,０４３万円
１１.３％

教育費
１１億９,２６８万円

１０.６％

公債費
９億１,９８５万円

８.２％

衛生費
７億６,６９１万円

６.８％

消防費
５億６,６４２万円

５.１％

農林水産業費
５億１９４万円

４.５％

商工費
２億２,２９６万円

２.０％
議会費・労働費ほか
１億２,１６３万円

１.１％ 町債
８億１,２８０万円

７.２％

国・県支出金
２３億９,５８５万円

２１.４％

繰越金・諸収入等
３億８,２８７万円

３.５％

繰入金
１０億８９６万円

９.０％

地方消費税交付金・地方交付税等
１７億９５２万円

１５.２％

依存財源
４３.８％

令和３年度当初予算

１１２億１,６００万円一般会計

特別会計

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

計

▲３．４％

５８億５,２００万円 ０．９％

２９億４,３００万円 ０．８％

２３億２００万円 １．５％

２億８,８００万円 ２．９％

３億１,９００万円 ▲３．０％

１７０億６,８００万円 ▲１．９％

前年度比

特集特集

　一般会計予算の詳しい事業概要や、公営企業会計
となる水道事業会計及び下水道事業会計の予算など
については、町ホームページをぜひご覧ください！

主な重点事業　（◎は令和３年度の新規事業）

広報かみのかわ　2021.4.13

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。
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