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令和２年度 決算の概要 

 

１ 令和２年度 決算総括表 

 （１）歳入 

（単位：円） 

会計別 
 令和２年度 

決算額  

 令和元年度 

決算額  

 前年度比較 

 増減率％ 

一 般 会 計 9,229,206,610 7,078,748,066 2,150,458,544 30.4 

特 別 会 計 3,261,949,231 3,323,646,117 △61,696,886 △1.9 

 国民健康保険特別会計 

事業勘定 
1,140,006,844 1,143,417,531 △3,410,687 △0.3 

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
145,092,849 158,800,004 △13,707,155 △8.6 

介護保険特別会計 839,511,212 834,430,495 5,080,717 0.6 

後期高齢者医療特別会計 173,970,997 164,819,072 9,151,925 5.6 

公共下水道事業特別会計 963,367,329 1,022,179,015 △58,811,686 △5.8 

公営企業会計  

 

水 道 事 業 

収益的収入 収益的収入 収益的収入 収益的収入 

351,570,543 345,542,808 6,027,735 1.7 

資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 

36,792,600 36,798,800 △6,200 0.0 

 

【概要説明】 

令和２年度決算のうち一般会計の歳入は９２億２，９２０万６，６１０円となり、前年度比２１

億５，０４５万８，５４４円、３０．４％の増となりました。 

一方、特別会計は、国民健康保険特別会計事業勘定の歳入が１１億４，０００万６，８４４円、

前年度比３４１万６８７円、０．３％の減、国民健康保険特別会計診療施設勘定の歳入が１億４，

５０９万２，８４９円、前年度比１，３７０万７，１５５円、８．６％の減、介護保険特別会計の

歳入が８億３，９５１万１，２１２円、前年度比５０８万万７１７円、０．６％の増、後期高齢者

医療特別会計の歳入が１億７，３９７万９９７円、前年度比９１５万１，９２５円、５．６％の増、

公共下水道事業特別会計の歳入が９億６，３３６万７，３２９円、前年度比５，８８１万万１，６

８６円、５．８％の減となりました。特別会計全体では、前年度比６，１６９万６，８８６円、１．

９％の減となりました。 

水道事業会計は、収益的収入では３億５，１５７万５４３円、前年度比６０２万７，７３５円、

１．７％の増、資本的収入では３，６７９万２，６００円、前年度比６，２００円、０．０％の減

となりました。 
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 （２）歳出 

（単位：円） 

会計別 
 令和２年度 

決算額  

 令和元年度 

決算額  

 前年度比較 

 増減率％ 

一 般 会 計 8,897,872,729 6,753,239,556 2,144,633,173 31.8 

特 別 会 計 3,199,441,220 3,238,938,004 △39,496,784 △1.2 

 国民健康保険特別会計 

事業勘定 
1,133,035,802 1,128,347,633 4,688,169 0.4 

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
141,449,281 151,642,215 △10,192,934 △6.7 

介護保険特別会計 817,034,606 802,241,891 14,792,715 1.8 

後期高齢者医療特別会計 170,453,826 161,592,264 8,861,562 5.5 

公共下水道事業特別会計 937,467,705 995,114,001 △57,646,296 △5.8 

公営企業会計  

 

水 道 事 業 

収益的支出 収益的支出 収益的支出 収益的支出 

348,972,695 340,778,482 8,194,213 2.4 

資本的支出 資本的支出 資本的支出 資本的支出 

101,987,150 117,067,520 △15,080,370 △12.9 

 

【概要説明】 

令和２年度決算のうち一般会計の歳出は８８億９，７８７万２，７２９円となり、前年度比２１

億４，４６３万３，１７３円、３１．８％の増となりました。 

一方、特別会計は、国民健康保険特別会計事業勘定の歳出が１１億３，３０３万５，８０２円、

前年度比４６８万８，１６９円、０．４％の増、国民健康保険特別会計診療施設勘定の歳出が１億

４，１４４万９，２８１円、前年度比１，０１９万２,９３４円、６．７％の減、介護保険特別会計

の歳出が８億１，７０３万４，６０６円、前年度比１，４７９万２，７１５円、１．８％の増、後

期高齢者医療特別会計の歳出が１億７，０４５万３，８２６円、前年度比８８６万１，５６２円、

５．５％の増、公共下水道事業特別会計の歳出が９億３，７４６万７，７０５円、前年度比５，７

６４万６，２９６円、５．８％の減となりました。特別会計全体では、前年度比３，９４９万６，

７８４円、１．２％の減となりました。 

水道事業会計は、収益的支出では３億４，８９７万２，６９５円、前年度比８１９万４，２１３

円、２．４％の増、資本的支出では１億１９８万７，１５０円、前年度比１，５０８万３７０円、

１２．９％の増となりました。 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

２ 令和２年度一般会計決算 目的別歳入歳出決算比較表 

 

（歳入） 

（単位：円） 

科 目 
令和２年度 

決算額  

令和年度 

決算額  
増減額 

増減率 

％ 

構成比 

％ 

１．町税 4,869,923,250 4,637,707,983 232,215,267 5.0 52.8 

２．地方譲与税 57,381,293 55,674,606 1,706,687 3.1 0.6 

３．利子割交付金 2,537,000 2,364,000 173,000 7.3 0.0 

４．配当割交付金 11,819,000 12,118,000 △299,000 △2.5 0.1 

５．株式等譲渡所得割交付金 12,907,000 6,670,000 6,237,000 93.5 0.1 

６．法人事業税交付金  21,621,000 － 21,621,000 皆増 0.2 

７．地方消費税交付金 337,082,000 278,583,000 58,499,000 21.0 3.7 

８．自動車取得税交付金 2,694 8,746,732 △8,744,038 △100.0 0.0 

９．環境性能割交付金 4,754,000   2,179,000 2,575,000 118.2 0.1 

10．地方特例交付金 20,943,000 65,016,000 △44,073,000 △67.8 0.2 

11．地方交付税 2,873,000 1,886,000 987,000 52.3 0.0 

12．交通安全対策特別交付金 2,045,000 2,129,000 △84,000 △3.9 0.0 

13．分担金及び負担金 34,420,367 61,694,776 △27,274,409 △44.2 0.4 

14．使用料及び手数料 34,144,941 37,614,645 △3,469,704 △9.2 0.4 

15．国庫支出金 2,168,217,810 501,557,648 1,666,660,162 332.3 23.5 

16．県支出金 319,181,338 333,101,047 △13,919,709 △4.2 3.5 

17．財産収入 158,918,708 142,630,430 16,288,278 11.4 1.7 

18．寄附金 2,431,783 1,211,343 1,220,440 100.8 0.0 

19．繰入金 799,368,308 605,285,850 194,082,458 32.1 8.7 

20．繰越金 226,508,510 167,757,385 58,751,125 35.0 2.5 

21．諸収入 142,126,608 154,820,621 △12,694,013 △8.2 1.5 

歳入合計 9,229,206,610 7,078,748,066 2,150,458,544 30.4 100.0 

 

【概要説明】 

一般会計決算の歳入では、町税が ４８億６，９９２万３，２５０円で、前年度比２億３，２２１
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万５，２６７円、５．０％の増となっています。歳入全体に占める割合は、５２．８％と最も多く

なっています。町税の主なものは、固定資産税が３３億８５万４，０５９円、個人町民税が９億６．

５６６万８，３３１円です。 

地方消費税交付金が３億３，７０８万２，０００円、前年度比５，８４９万９，０００円、２１．

０％の増となりました。 

国庫支出金が２１億６，８２１万７，８１０円で、前年度比１６億６，６６０万１６２円、３３

２．３％の増、国庫支出金の主なものは、特別定額給付金給付事業費交付金１５億９９０万円、児

童手当交付金が１億９，２７７万４，３３３円、障害者自立支援給付費国庫負担金が１億２，３０

６万６，９８４円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億１，５２１万６，００

０円です。 

県支出金が３億１，９１８万１，３３８円で、前度比１，３９１万９，７０９円、４．２％の減、

県支出金の主なものは、障がい者自立支援給付費等負担金が６，１３４万１，４８１円、児童手当

交付金が４，０９３万２，８３３円、保健基盤安定負担金が３，０１７万９，５０７円です。 

財産収入が１億５，８９１万８，７０８円で、前年度比１，６２８万８，２７８円、１１．４％

の増、財産収入の主なものは、各基金の運用による利子収入が１億２，１５７万８９４円、土地賃

貸料が３，４５３万７，４２６円です。 

繰入金が７億９，９３６万８，３０８円、前年度比１億９，４０８万２，４５８円、３２．１％

の増、繰入金の主なものは、財政調整基金繰入金が６億８，６２９万４，０００円、減債基金繰入

金が４，７８２万１，０００円です。 

 一般会計の歳入全体では９２億２，９２０万６，６１０円となり、前年度比２１億５，０４５万

８，５４４円、３０．４％の増となりました。 
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（歳出） 

（単位：円） 

科 目 
令和２年度 

決算額  

 令和元年度 

決算額  
増減額 

増減率 

％ 

構成比 

％ 

１．議会費 128,245,078 92.044.371 36,200,707 39.3 1.4 

２．総務費 2,542,859,608 893,481,597 1,649,378,011 184.6 28.6 

３．民生費 2,051,970,893 2,004,388,398 47,582,495 2.4 23.1 

４．衛生費 401,803,779 417,662,852 △15,879,073 △3.8 4.5 

５．農林水産業費 110,300,975 117,833,121 △7,532,146 △6.4 1.2 

６．商工費 70,475,490 19,045,791 51,429,699 270.0 0.8 

７．土木費 1,109,845,948 1,014,279,759 95,566,189 9.4 12.5 

８．消防費 212,602,744 276,233,024 △63,630,280 △23.0 2.4 

９．教育費 892,958,694 1,033,397,272 △140,438,578 △13.6 10.0  

10．災害復旧費 0 0 0 - 0.0 

11．公債費 50,068,450 51,712,896 △1,644,446 △3.2 0.6 

12．諸支出金 1,326,741,070 833,160,475 493,580,595 59.2 14.9 

13．予備費 0 0 0 - 0.0 

歳出合計 8,897,872,729 6,753,239,556 2,144,633,173 31.8 100.0 

 

【概要説明】 

一般会計決算の歳出では、総務費が２５億４，２８５万９，６０８円で、前年度比１６億４，９

３７万８，０１１円、１８４．６％の増となりました。 

民生費が２０億５，１９７万８９３円で、前年度比４，７５８万２，４９５円、２．４％の増と

なりました。 

衛生費が４億１８０万３，７７９円で、前年度比１，５８７万９，０７３円、３．８％の減とな

りました。 

土木費が１１億９８４万５，９４８円で、前年度比９，５５６万６，１８９円、９．４％の増と

なりました。 

教育費が８億９，２９５万８，６９４円で、前年度比１億４，０４３万８，５７８円、１３．６％

の減となりました。 

諸支出金が１３億２，６７４万１，０７０円で、前年度比４億９，３５８万５９５円、５９．２％
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の増となりました。 

 一般会計の歳出全体では８８億９，７８７万２，７２９円となり、前年度比２１億４，４６３万

３，１７３円、３１．８％の増となりました。 

令和元年度の北小学校教室・職員室増築他改修事業及び南小学校屋内運動場照明器具ＬＥＤ化他

改修事業完了に伴い、教育費の決算額が前年度比率１３．６％の減、また、特別定額給付金給付事

業実施に伴い、総務費の決算額が前年度比１８４．６％の増となったことが特徴のひとつです。 

また、歳出決算額の構成比は、総務費が２８．６％と一番高く、次いで民生費、諸支出金、土木

費、教育費の順となりました。 
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３ 令和２年度一般会計決算 性質別比較表 

 

                                （単位：千円） 

区  分 
令和２年度 

決算額  

 令和元年度 

決算額  
増減額 増減率％ 構成比％ 

◆人件費 1,288,569 944,763 343,806 0.5 14.5 

○物件費 1,145,919 1,374,042 △228,123 △7.4 12.9 

○維持補修費 37,089 23,453 13,636 0.0 0.4 

◆扶助費 929,909 898,505 31,404 △2.9 10.4 

○補助費等 2,406,186 811,795 1,594,391 15.0 27.0 

■普通建設事業費 728,435 692,326 36,109 △2.1 8.2 

■災害復旧事業 0 0 0 0.0 0.0 

◆公債費 50,068 51,713 △1,645 △0.2 0.6 

○積立金 1,260,555 839,660 420,895 1.8 14.2 

○貸付金 8,420 9,150 △730 0.0 0.1 

○繰出金 1,042,723 1,107,833 △65,110 △4.7 11.7 

歳出合計 8,897,873 6,753,240 2,144,633 31.8 100.0 

 

区  分 
令和２年度 

決算額  

 令和元年度 

決算額  
増減額 増減率％ 構成比％ 

◆義務的経費 2,268,546 1,894,981 373,565 19.7 25.5 

■投資的経費 728,435 692,326 36,109 5.2 8.2 

○その他の経費 5,900,892 4,165,933 1,734,959 41.6 66.3 

歳出合計 8,897,873 6,753,240 2,144,633 31.8 100.0 

 

 

【概要説明】 

一般会計歳出決算の性質別では、補助費が２４億６１８万６千円で、前年度比１５億９，４３９

万１千円、１５．０％の増となっています。歳出全体に占める割合は、２７．０％と最も多くなっ

ています。増となった主な理由は、家計への支援を行うため、特別定額給付金を給付したことによ

り、特別定額給付金給付事業費が１５億１，８９０万９千円の増となったことなどによるものです。 

積立金が、１２億６，０５５万５千円で、前年度比４億２，０８９万５千円、１．８％の増、歳

出全体に占める割合は、１４．２％となっています。増となった主な理由は、公共施設建設基金へ

２億４２０万５千円、公共建築物維持基金へ９億７，６９０万６千円積立てたことなどによるもの

です。 
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人件費が、１２億８，８５６万９千円で、前年度比３億４，３８０万万６千円、０．５％の増、

歳出全体に占める割合は、１４．５％となっています。増となった主な理由は、会計年度任用職員

制度への移行による３億４，３０８万７千円の増などによるものです。 

義務的経費の決算額は、２２億６，８５４万６千円で、前年度比３億７，３５６万５千円、１９．

７％の増となっています。歳出全体に占める割合は、２５．５％となっています。 

投資的経費の決算額は、７億２，８４３万５千円で、前年度比３，６１０万９千円、５．２％の

増となっています。歳出全体に占める割合は、８．２％となっています。 
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地方債の現在高 

地方債現在高表 

（単位：円） 

会 計 別 
令和元年度末

現在高 

令和２年度中の増減 令和２年度末 

現在高 借入額 元金返済額 

一 般 会 計 382,759,523  47,821,242 334,938,281 

特 別 会 計 4,338,836,477 40,900,000 460,065,572 3,919,670,905 

 国民健康保険 

診療施設勘定 
16,907,868  5,392,518 11,515,350 

公共下水道事業 4,321,928,609 40,900,000 454,673,054 3,908,155,555 

合  計 4,721,596,000 40,900,000 507,886,814 4,254,609,186 

 

【概要説明】 

町は、臨時的に多額の費用が必要な場合や、将来の住民にも経費を負担していただくことが公

平と考えられる場合には、世代間の負担に不均衡が生じないよう、また、財政規模とのバランス

を考慮しながら、国などからお金を借り入れています。 

令和２年度の借入額及び返済額は上記の地方債現在高表のとおりなっています。 

一般会計では、令和２年度中の借入れはなく、過去の借入金に対して令和元年度中に返済した額

は、４，７８２万１，２４２円で、令和２年度末の借入現在高は３億３，４９３万８，２８１円と

なっています。 

国民健康保険特別会計診療施設勘定では、令和２年度中の借入れはなく、過去の借入金に対して

令和２年度中に返済した額は、５３９万２，５１８円で、令和２年度末の借入現在高は１，１５１

万５，３５０円となっています。 

公共下水道事業特別会計では、令和２年度に４，０９０万円を借り入れました。過去の借入金に

対して令和２年度中に返済した額は、４億５，４６７万３，０５４円で、令和２年度末の借入現在

高は３９億８１５万５，５５５円となっています。 

町全体での地方債の状況は、令和元度末借入現在高が４７億２，１５９万６，０００円、令和２

年度末現在高が４２億５，４６０万９，１８６円となっており、５億７，８８６万８１４円の減と

なっています。 
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基金の現在高 

基金現在高表 

   （単位：円） 

 

 

令和元年度末現在高 

 

 

令和２年度積立額 

 

 

令和２年度取崩額 

 

 

令和２年度末現在高 

 

財政調整基金 9,516,686,000 145,814,000 686,294,000 8,976,206,000 

公営住宅建設基金 8,922,000 1,000 － 8,923,000 

環境整備事業基金 158,948,820 515,468 42,320,308 117,143,980 

減債基金 3,196,587,000 13,521,000 47,821,000 3,162,287,000 

電源立地促進対策 

交付金事業維持基金 
44,117,084 31,602 － 44,148,686 

ふるさと 

水と土保全基金 
12,221,195 13,000 － 12,234,195 

教育文化振興基金 1,012,150,000 － － 1,012,150,000 

ふるさと創生事業基金 114,587,000 － － 114,587,000 

公共施設建設基金 4,596,241,000 204,205,000 － 4,800,446,000 

公共建築物維持基金 4,759,021,000 976,906,000 － 5,735,927,000 

安全なまちづくり基金 1,091,564,000 3,771,000 － 1,095,335,000 

いきいきまちづくり基金 1,170,307,000 12,546,000 20,581,000 1,162,272,000 

交通安全対策事業基金 5,592,313 － 1,000,000 4,592,313 

ふるさと応援基金 6,197,000 1,212,000 1,060,000 6,349,000 

森林環境譲与税基金  － 919,000  － 919,000 

大きく羽ばたけ基金 2,048,000 100,000 292,000 1,856,000 

 

【概要説明】 

基金全体（定額運用基金除く）における令和２年度末の現在高は、２６２億５，５３７万６，１

７４円で、令和元年度末より、５億６，０１８万６，７６２円増えています。 

そのうち、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金が８９億７，６２０万６，００

０円となりました。その他、減債基金が３１億６，２２８万７，０００円、公共施設建設基金が４

８億４４万６，０００円、公共建築物維持基金が５７億３，５９２万７，０００円となりました。   

それぞれ基金には、計画を見据えて積立てを行うとともに、必要なときに取り崩して使用するな

どして、財政負担の平準化と財源の有効活用を図っています。 
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●主要事業一覧 

  １．総務費 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

公共施設個別施設計画策

定事業 

継続 

公共施設の適切な維持管理を

目的に、施設の長寿命化等計画

を策定しました。（事業期間：令

和元年度～２年度 ２か年事

業） 

５，９１８千円 

【財源内訳】 

  一般財源  5,918 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

行政情報メール配信事業 

継続 

緊急情報や生活安全情報な

ど、行政情報のメール配信サー

ビスを実施しました。保育所、幼

稚園、小学校、中学校の保護者へ

の連絡網としても活用していま

す。 

１，１８８千円 

【財源内訳】 

  一般財源  1,188 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

庁舎内情報表示システム

更新事業 

新規 

庁舎内情報表示システムの更

新を行いました。行事、館内の案

内情報等を表示しています。 

７，４４４千円 

【財源内訳】 

  一般財源   7,444千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

交通安全施設整備事業 

継続 

交通事故を防止するため、交

差点のカラー舗装等の交通安全

施設の整備を実施しました。 

４，００５千円 

【財源内訳】 

 その他   3,045千円 

  一般財源    960千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

後付け安全運転支援装置

設置補助事業 

新規 

自動車に後付け急発進防止装

置を購入・設置した高齢者に対

し、補助金を交付しました。 

６１５千円 

【財源内訳】 

 その他   150千円 

  一般財源  465千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

都市マスタープラン策定

及び都市計画道路見直し

検討事業 

新規 

新たに都市計画に関する方針

などを総合的に定める計画を策

定し、都市計画道路の見直しを

検討しました。（事業期間：令和

２年度～３年度 ２か年事業） 

１０，９３４千円 

【財源内訳】 

  一般財源  10,934千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

第７次総合計画策定事業 令和３年度からの 10 年間の ７，５２７千円 
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継続 まちづくりの方向性を示す「第

７次総合計画」を策定しました。

（事業期間：令和元年度～２年

度 ２か年事業） 

【財源内訳】 

  一般財源  7,527 千円 

 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

総合戦略策定業務 

 新規 

現計画の計画期間終了に伴

い、次期計画を策定しました。 

４，３１２千円 

【財源内訳】 

  一般財源  4,312 千円 

 

 

 ２．民生費 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

福祉医療費助成事業 

継続 

中学校卒業までの子ども、一

人親家庭や障害のある方の保健

向上を図るため、医療費の一部

助成を行いました。 

１０４，７５２千円 

【財源内訳】 

  県 費  40,084 千円 

  一般財源 77,056 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

ふれあいバス運行事業 

継続 

町内の交通移動手段を確保す

るため、町内を２コースに分け

て巡回する「ふれあいバス」を運

行しました。 

２１，８０７千円 

【財源内訳】 

  その他   20,592千円 

  一般財源  1,215千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

障害者等就労環境整備事

業 

 新規 

障害のある方等が、自分らし

い働き方で活躍できる場の創出

を目的に、農福連携による試行

栽培調査を実施しました。 

７，６２１千円 

【財源内訳】 

 一般財源   7,621千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

障害者自立支援給付事業 

継続 

障害のある方の、自立と社会

参加を促進するため、介護や訓

練等のサービスを給付しまし

た。 

２４５，６４８千円 

【財源内訳】 

 国 費   123,067 千円 

  県 費    61,341千円 

 一般財源   61,240 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

北部保育所避難施設建設

事業 

新規 

北部保育所施設内に、避難施

設を建設するため、実施設計及

び建設工事を実施しました。 

５４，０２１千円 

【財源内訳】  

一般財源     54,021 千円 
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事業名 事業内容 令和２年度決算額 

学童保育所運営事業助成

事業 

継続 

放課後児童の健全な育成を促

進するため、学童保育所（５か

所）の運営に対して、助成を行い

ました。 

４１，６９４千円 

【財源内訳】 

 国 費   13,378千円 

  県 費   13,909千円 

  一般財源  14,407千円 

 

 

 ３．衛生費 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

各種予防接種事業 

継続 

高齢者インフルエンザや４種

混合などの各種予防接種の実施

と、予防接種費用に対して助成

を行いました。 

５６，６５５千円 

【財源内訳】 

  国 費   2,201 千円 

その他    362千円 

  一般財源 54,092 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

各種検診事業 

継続 

疾病の早期発見のため、５大

がん検診や一般健康診査を実施

しました。 

１５，７６６千円 

【財源内訳】    

 国 費    132千円 

 その他   1,899千円 

  一般財源 13,735 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

産婦健康診査事業 

継続 

産後うつ予防等の対策とし

て、産後２週間と１か月の産婦

を対象に健康診査等を実施しま

した。 

１，２０８千円 

【財源内訳】    

 一般財源  1,208千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

乳児一般健康診査・幼児健

康診査事業 

継続 

乳幼児の病気の予防と早期発

見、健康の保持・増進を図るた

め、乳幼児健診を実施し、健やか

な成長を支援しました。 

３，６０２千円 

【財源内訳】 

 一般財源  3,602千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

不妊治療費・不育症治療費

助成事業 

継続 

子どもを希望しながらも恵ま

れない夫婦への支援として治療

費用に対して助成を行いまし

た。 

１，３５２千円 

【財源内訳】 

 県 費   546 千円 

一般財源   806千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

災害廃棄物処理計画改定 国の指針や県の災害廃棄物処 ２，９７０千円 
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事業 

継続 

理計画の改定に伴う町計画の見

直しを行いました。 

【財源内訳】 

一般財源   2,970千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

ごみ分別置場整備事業 

継続 

不法投棄やカラス等によるご

みの散乱を防止するため、ごみ

ステーションを設置、また、維持

管理のため修繕を行いました。 

１，９６５千円 

【財源内訳】 

 一般財源  1,965千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

環境クリーンセンター運

営管理事業 

継続 

朝日町と協同で運営する「朝

日町、川越町組合立環境クリー

ンセンター」の運営管理に必要

な費用を負担しました。 

９８，２７４千円 

【財源内訳】 

 一般財源  98,274千円 

 

 

４．農林水産業費 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

用排水路等維持管理事業 

継続 

水田農業対策事業が安定する

よう、用排水路の修繕等を行い

ました。 

主な事業 

・亀尾新田地内用水路修繕工事 

・当新田地内水路修繕工事 

３１，６７４千円 

【財源内訳】  

 一般財源  31,674千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

水田農業転作促進事業 

 継続 

米の需要調整の円滑な推進の

観点から転作作物の生産を促進

するため、補助金を交付しまし

た。 

１０，９６１千円 

【財源内訳】 

 一般財源  10,961千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

地籍調査事業 

継続 

地籍調査を亀尾新田・亀崎新

田及び南福崎の一部の地域で行

いました。 

１１，５１７千円 

【財源内訳】 

 県 費    4,656千円 

 一般財源   6,861千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

緑化推進事業 

継続 

緑を増やし、育て、守るため、

町内緑地帯の除草、街路樹の剪

定、病害虫防除等の維持管理等

を行いました。 

１１，３３２千円 

【財源内訳】 

 一般財源  11,332千円 
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５．土木費 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

一般土木事業 

継続 

安全で円滑な地域交通を確保

するため、町道の拡幅や改修・修

繕、員弁川河床樹木の伐採・撤去

を行いました。 

主な事業 

・町道南福崎豊田一色線道路改良

工事 

・町道高松豊田線道路改良工事 

・町道当新田１号線道路改良工事 

 ・町道高松川越海岸線舗装改良工 

事 

・川越町道路・産業 GIS関連修正業 

務 

２５４，６１３千円 

【財源内訳】 

一般財源 254,613 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

朝明ポンプ場大規模改修

事業 

継続 

朝明川以南の地域での浸水対

策として、四日市市と共同で設

置している朝明ポンプ場の老朽

化設備の改修に係る費用を負担

しました。 

９８，３３０千円 

【財源内訳】 

 一般財源  98,330千円 

 

 

６．消防費 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

海抜表示シート設置事

業 

新規 

 避難の目安となる海抜を表示

するシートを作成し、町内の電

柱等に設置しています。 

１５２千円 

【財源内訳】 

 一般財源 152千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

木造住宅耐震化事業 

継続 

木造住宅の耐震化を促進する

ため、木造住宅の耐震診断や耐

震補強設計、耐震補強等の事業

を行いました。 

３，５０２千円 

【財源内訳】 

 国 費   1,750千円 

 県 費    201千円 

 一般財源   1,551千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

災害用備蓄物資整備事業 

新規 

災害時に備えるため、避難者

や被災者に支給する備蓄用不織

布毛布や簡易パーテーション等

を購入しました。 

１７，２１９千円 

【財源内訳】 

 県 費   2,871千円 

 一般財源  14,348千円 
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事業名 事業内容 令和２年度決算額 

自主防災組織活性化事業 

継続 

 各地区自主防災組織の活動促

進を目的に、自主的に行う防災・

減災活動に対して補助金を交付

しました。 

６０千円 

【財源内訳】 

 その他    60千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

津波避難施設建設事業 

新規 

 津波避難施設の拡充のため、

津波避難タワーの設計を行いま

した。 

３，８５０千円 

【財源内訳】 

  一般財源  3,850 千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

防災カメラ維持管理事業 

継続 

災害時において、員弁川・朝明

川・役場庁舎・高松海岸に設置し

た防災カメラ４台が正常に稼働

するよう維持管理を行いまし

た。 

１，７２７千円 

【財源内訳】 

一般財源 1,727千円 

 

 

７．教育費 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

基礎学力充実事業 

継続 

小・中学校に非常勤講師 14人

を配置し、少人数授業等きめ細

かな指導体制を充実させ、基礎

学力の定着を図りました。 

８，０６７千円 

【財源内訳】   

一般財源 8,067千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

子どもの読書活動推進事

業 

継続 

幼稚園・小中学校に学校図書

館司書を配置し、園・学校図書館

運営の充実と子どもの読書活動

の推進を図りました。 

３，９９３千円 

【財源内訳】 

 一般財源  3,993千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

小中学校ＩＣＴ環境整備

事業 

継続 

令和元年 11月から小・中学校

の教育用ＩＣＴ機器等一式をリ

ースし、情報活用能力の向上を

図りました。 

９８，９０７千円 

【財源内訳】 

 その他    500千円 

一般財源  98,407 千円  

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

中学校・体育館・テニスコ

ート改修事業 

継続 

体育館の老朽化対策及び多目

的トイレの設置、テニスコート

の防球フェンスの改修を行いま

４６，０８０千円 

【財源内訳】 

一般財源  46,080 千円 
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した。 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

幼稚園防犯カメラ更新事

業 

新規 

 幼稚園設置の防犯カメラを更

新し、設置台数を増設しました。 

６，０７６千円 

【財源内訳】 

一般財源  6,076千円 

 

事業名 事業内容 令和２年度決算額 

あいあいホール吊り天井

等大規模改修事業 

新規 

利用者の安全・安心な利用環

境を確保するため、ホールの吊

り天井等の改修設計を行いまし

た。 

２９，９２０千円 

【財源内訳】 

 一般財源  29,920千円 

 

 


