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令和３年度 決算の概要 

 

１ 令和３年度 決算総括表 

 （１）歳入 

（単位：円） 

会計別 
 令和３年度 

決算額  

 令和２年度 

決算額  

 前年度比較 

 増減率％ 

一 般 会 計 7,703,625,655 9,229,206,610 △1,525,580,955 △16.5 

特 別 会 計 3,269,366,566 3,261,949,231 7,417,335 0.2 

 国民健康保険特別会計 

事業勘定 
1,162,789,458 1,140,006,844 22,782,614 2.0 

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
142,083,106 145,092,849 △3,009,743 △2.1 

介護保険特別会計 827,873,934 839,511,212 △11,637,278 △1.4 

後期高齢者医療特別会計 175,272,430 173,970,997 1,301,433 0.8 

公共下水道事業特別会計 961,347,638 963,367,329 △2,019,691 △0.2 

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 

381,625,471 351,570,543 30,054,928 8.5 

資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 

20,542,735 36,792,600 △16,249,865 △44.2 

 

【概要説明】 

令和３年度決算のうち一般会計の歳入は７７億３６２万５，６５５円となり、前年度比１５億２，

５５８万９５５円、１６．５％の減となりました。減となった主な理由は、令和２年度の特別定額

給付金給付事業費が１５億１，８９０万９，０２１円の皆減等によるものです。 

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１１億６，２７８万９，４５８円、

前年度比２，２７８万２，６１４円、２．０％の増、国民健康保険特別会計診療施設勘定の歳入が

１億４，２０８万３，１０６円、前年度比３００万９．７４３円、２．１％の減、介護保険特別会

計の歳入が８億２，７８７万３，９３４円、前年度比１，１６３万７，２７８円、１．４％の減、

後期高齢者医療特別会計の歳入が１億７，５２７万２，４３０円、前年度比１３０万１，４３３円、

０．８％の増、公共下水道事業特別会計の歳入が９億６，１３４万７，６３８円、前年度比２０１

万９，６９１円、０．２％の減となりました。特別会計全体では、前年度比７４１万７，３３５円、

０．２％の増となりました。 

水道事業会計は、収益的収入では３億８，１６２万５，４７１円、前年度比３，００５万４，９

２８円、８．５％の増、資本的収入では２，０５４万２，７３５円、前年度比１，６２４万９，８

６５円、４４．２％の減となりました。 
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 （２）歳出 

（単位：円） 

会計別 
 令和３年度 

決算額  

 令和２年度 

決算額  

 前年度比較 

 増減率％ 

一 般 会 計 7,269,638,367 8,897,872,729 △1,628,234,362 △18.3 

特 別 会 計 3,201,240,949 3,199,441,220 1,799,729 0.1 

 国民健康保険特別会計 

事業勘定 
1,153,343,522 1,133,035,802 20,307,720 1.8 

国民健康保険特別会計 

診療施設勘定 
133,542,638 141,449,281 △7,906,643 △5.6 

介護保険特別会計 803,159,019 817,034,606 △13,875,587 △1.7 

後期高齢者医療特別会計 171,676,407 170,453,826 1,222,581 0.7 

公共下水道事業特別会計 939,519,363 937,467,705 2,051,658 0.2 

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 

366,330,694 348,972,695 17,357,999 5.0 

資本的支出 資本的支出 資本的支出 資本的支出 

102,536,890 101,987,150 549,740 0.5 

 

【概要説明】 

令和３年度決算のうち一般会計の歳出は７２億６，９６３万８，３６７円となり、前年度比１６

億２，８２３万４，３６２円、１８．３％の減となりました。減となった主な理由は、令和２年度

の特別定額給付金給付事業費が１５億１，８９０万９，０２１円の皆減等によるものです。 

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１１億５，３３４万３，５２２円、

前年度比２，０３０万７，７２０円、１．８％の増、国民健康保険特別会計診療施設勘定の歳出が

１億３，３５４万２，６３８円、前年度比７９０万６，６４３円、５．６％の減、介護保険特別会

計の歳出が８億３１５万９，０１９円、前年度比１，３８７万５，５８７円、１．７％の減、後期

高齢者医療特別会計の歳出が１億７，１６７万６，４０７円、前年度比１２２万２，５８１円、０．

７％の増、公共下水道事業特別会計の歳出が９億３，９５１万９，３６３円、前年度比２０５万１，

６５８円、０．２％の増となりました。特別会計全体では、前年度比１７９万９，７２９円、０．

１％の増となりました。 

水道事業会計は、収益的支出では３億６，６３３万６９４円、前年度比１，７３５万７，９９９

円、５．０％の増、資本的支出では１億２５３万６，８９０円、前年度比５４万９，７４０円、０．

５％の増となりました。 
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２ 令和３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３年度 

決算額  

令和２年度 

決算額  
増減額 

増減率 

％ 

構成比 

％ 

１．町税 4,476,164,731 4,869,923,250 △393,758,519 △8.1 58.1 

２．地方譲与税 59,335,265 57,381,293 1,953,972 3.4 0.8 

３．利子割交付金 1,860,000 2,537,000 △677,000 △26.7 0.0 

４．配当割交付金 18,511,000 11,819,000 6,692,000 56.6 0.2 

５．株式等譲渡所得割交付金 20,208,000 12,907,000 7,301,000 56.6 0.3 

６．法人事業税交付金  45,020,000 21,621,000 23,399,000 108.2 0.6 

７．地方消費税交付金 369,426,000 337,082,000 32,344,000 9.6 4.8 

８．自動車取得税交付金 691 2,694 △2,003 △74.4 0.0 

９．環境性能割交付金 4,848,000 4,754,000 94,000 2.0 0.1 

10．地方特例交付金 56,766,000 20,943,000 35,823,000 171.0 0.7 

11．地方交付税 6,755,000 2,873,000 3,882,000 135.1 0.1 

12．交通安全対策特別交付金 1,947,000 2,045,000 △98,000 △4.8 0.0 

13．分担金及び負担金 36,159,954 34,420,367 1,739,587 5.1 0.5 

14．使用料及び手数料 34,429,552 34,144,941 284,611 0.8 0.5 

15．国庫支出金 1,160,134,266 2,168,217,810 △1,008,083,544 △46.5 15.1 

16．県支出金 360,314,422 319,181,338 41,133,084 12.9 4.7 

17．財産収入 125,858,190 158,918,708 △33,060,518 △20.8 1.6 

18．寄附金 4,041,754 2,431,783 1,609,971 66.2 0.1 

19．繰入金 614,272,134 799,368,308 △185,096,174 △23.2 8.0 

20．繰越金 165,333,881 226,508,510 △61,174,629 △27.0 2.2 

21．諸収入 142,239,815 142,126,608 113,207 0.1 1.9 

歳入合計 7,703,625,655 9,229,206,610 △1,525,580,955 △16.5 100.0 
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【概要説明】 

一般会計決算の歳入では、町税が ４４億７，６１６万４，７３１円で、前年度比３億９，３７５

万８，５１９円、８．１％の減となっています。歳入全体に占める割合は、５８.１％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３１億９，６８７万４，８５７円、個人町民税が９

億３，６０２万７，９００円です。 

地方消費税交付金が３億６，９４２万６，０００円、前年度比３，２３４万４，０００円、９．

６％の増となりました。 

国庫支出金が１１億６，０１３万４，２６６円で、前年度比１０億８０８万３，５４４円、４６．

５％の減、国庫支出金の主なものは、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金２億６，１２０

万円、児童手当交付金が１億９，４１０万９，６６５円、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業

費補助金が１億３，８００万円で障害者自立支援給付費国庫負担金が１億３，２４５万１，３４４

円です。 

県支出金が３億６，０３１万４，４２２円で、前度比４，１１３万３，０８４円、１２．９％の

増、県支出金の主なものは、障害者自立支援給付費等負担金が６，６２２万５，６７２円、児童手

当負担金が４，１３８万１，３３２円、保健基盤安定負担金が３，２９７万４，９６１円です。 

財産収入が１億２，５８５万８，１９０円で、前年度比３，３０６万５１８円、２０．８％の減、

財産収入の主なものは、各基金の運用による利子収入が９，１１３万１，０２１円、土地賃貸料が

３，４０５万９，７２９円です。 

繰入金が６億１，４２７万２，１３４円、前年度比１億８，５０９万６，１７４円、２３．２％

の減、繰入金の主なものは、財政調整基金繰入金が４億９，３９４万２，０００円、減債基金繰入

金が４，８２７万４，０００円です。 

 一般会計の歳入全体では７７億３６２万５，６５５円となり、前年度比１５億２，５５８万９５

５円、１６．５％の減となりました。 
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（歳出） 

（単位：円） 

科 目 
令和３年度 

決算額  

 令和２年度 

決算額  
増減額 

増減率 

％ 

構成比 

％ 

１．議会費 91,794,340 128,245,078 △36,450,738 △28.4 1.2 

２．総務費 864,079,924 2,542,859,608 △1,678,779,684 △66.0 11.9 

３．民生費 2,608,379,271 2,051,970,893 556,408,378 27.1 35.9 

４．衛生費 509,132,798 401,803,779 107,329,019 26.7 7.0 

５．農林水産業費 80,193,265 110,300,975 △30,107,710 △27.3 1.1 

６．商工費 20,623,341 70,475,490 △49,852,149 △70.7 0.3 

７．土木費 971,831,566 1,109,845,948 △138,014,382 △12.4 13.4 

８．消防費 397,448,695 212,602,744 184,845,951 86.9 5.5 

９．教育費 967,493,169 892,958,694 74,534,475 8.4 13.3 

10．災害復旧費 0 0 0 - 0.0 

11．公債費 50,068,450 50,068,450 0 0.0 0.7 

12．諸支出金 708,593,548 1,326,741,070 △618,147,522 △46.6 9.7 

13．予備費 0 0 0 - 0.0 

歳出合計 7,269,638,367 8,897,872,729 △1,628,234,362 △18.3 100.0 

 

【概要説明】 

一般会計決算の歳出では、総務費が８億６，４０７万９，９２４円で、前年度比１６億７，８７

７万９，６８４円、６６．０％の減となりました。 

民生費が２６億８３７万９，２７１円で、前年度比５億５，６４０万８，３７８円、２７．１％

の増となりました。 

衛生費が５億９１３万２，７９８円で、前年度比１億７３２万９，０１９円、２６．７％の増と

なりました。 

土木費が９億７，１８３万１，５６６円で、前年度比１億３，８０１万４，３８２円、１２．４％

の減となりました。 

教育費が９億６，７４９万３，１６９円で、前年度比７，４５３万４，４７５円、８．４％の増

となりました。 

諸支出金が７億８５９万３，５４８円で、前年度比６億１，８１４万７，５２２円、４６．６％
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の減となりました。 

 一般会計の歳出全体では７２億６，９６３万８，３６７円となり、前年度比１６億２，８２３万

４，３６２円、１８．３％の減となりました。 

令和２年度の特別定額給付金給付事業の皆減に伴い、総務費の決算額が前年度比率６６．０％の

減、また、子育て世帯臨時特別給付金事業及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の実施

に伴い、民生費の決算額が前年度比２７．１％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、民生費が３５．９％と一番高く、次いで土木費、教育費、総務費、

諸支出金の順となりました。 
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３ 令和３年度一般会計決算 性質別比較表 

 

                                （単位：千円） 

区  分 
令和３年度 

決算額  

 令和２年度 

決算額  
増減額 増減率％ 構成比％ 

◆人件費 1,375,860 1,288,569 87,291 6.8 18.9 

○物件費 1,206,962 1,145,919 61,043 5.3 16.6 

○維持補修費 30,890 37,089 △6,199 △16.7 0.5 

◆扶助費 1,265,655 929,909 335,746 36.1 17.4 

○補助費等 744,596 2,406,186 △1,661,590 △69.1 10.2 

■普通建設事業費 857,249 728,435 128,814 17.7 11.8 

■災害復旧事業 0 0 0 0.0 0.0 

◆公債費 50,068 50,068 0 0.0 0.7 

○積立金 705,784 1,260,555 △554,771 △44.0 9.7 

○貸付金 6,170 8,420 △2,250 △26.7 0.1 

○繰出金 1,026,404 1,042,723 △16,319 △1.6 14.1 

歳出合計 7,269,638 8,897,873 △1,628,235 △18.3 100.0 

 

区  分 
令和３年度 

決算額  

 令和２年度 

決算額  
増減額 増減率％ 構成比％ 

◆義務的経費 2,691,583 2,268,546 423,037 18.6 37.0 

■投資的経費 857,249 728,435 128,814 17.7 11.8 

○その他の経費 3,720,806 5,900,892 △2,180,086 △54.6 51.2 

歳出合計 7,269,638 8,897,873 △1,628,235 △18.3 100.0 

 

【概要説明】 

一般会計歳出決算の性質別では、人件費が１３億７，５８６万円で、前年度比８，７２９万１千

円、６．８％の増となっています。歳出全体に占める割合は、１８．９％と最も多くなっています。

増となった主な理由は、正規職員数及びフルタイム会計年度任用職員数の増等により４，７６５万

５千円の増となったことなどによるものです。 

扶助費が、１２億６，５６５万５千円で、前年度比３億３，５７４万６千円、３６．１％の増、

歳出に占める割合が１７．４％となっています。増となった主な理由は、子育て世帯臨時特別給付

金事業費及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費の皆増等により３億３，５７４万６千円の

増となったことなどによるものです。物件費が、１２億６９６万２千円で、前年度比６，１０４万

３千円、５．３％の増、歳出に占める割合が１６．６％となっています。増となった主な理由は、
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新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業費の増等により４，９５７万８千円の増となったこと

などによるものです。繰出金が１０億２，６０４万４千円で、前年度比１，６３１万９千円、１．

６％の減、歳出に占める割合が１４．１％となっています。減となった主な理由は、国民健康保険

特別会計事業勘定（１，５３８万８千円の減）などによるものです。普通建設事業費が８億５，７

２４万９千円で、前年度比１億２，８８１万４千円、１７．７％の増、歳出に占める割合が１１．

８％となっています。増となった主な理由は、津波避難施設建設工事及びあいあいホール等大規模

改修工事により１億７，８３６万３千円増となったことなどによるものです。 

義務的経費の決算額は、２６億９，１５８万３千円で、前年度比４億２，３０３万７千円、１８．

６％の増となっています。歳出全体に占める割合は、３７．０％となっています。 

投資的経費の決算額は、８億５，７２４万９千円で、前年度比１億２，８８１万４千円、１７．

７％の増となっています。歳出全体に占める割合は、１１．８％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２年度末

現在高 

令和３年度中の増減 令和３年度末 

現在高 借入額 元金返済額 

一 般 会 計 334,938,281  48,273,937 286,664,344 

特 別 会 計 3,919,670,905 48,000,000 450,401,279 3,517,269,626 

 国民健康保険 

診療施設勘定 
11,515,350  5,632,399 5,882,951 

公共下水道事業 3,908,155,555 48,000,000 444,768,880 3,511,386,675 

合  計 4,254,609,186 48,000,000 498,675,216 3,803,933,970 

 

【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３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となっています。 

一般会計では、令和３年度中の借入れはなく、過去の借入金に対して令和３年度中に返済した額

は、４，８２７万３，９３７円で、令和３年度末の借入現在高は２億８，６６６万４，３４４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３年度中の借入れはなく、過去の借入金に対して

令和３年度中に返済した額は、５６３万２，３９９円で、令和３年度末の借入現在高は５８８万２，

９５１円となっています。 

公共下水道事業特別会計では、令和３年度に４，８００万円を借り入れました。過去の借入金に

対して令和３年度中に返済した額は、４億４，４７６万８，８８０円で、令和３年度末の借入現在

高は３５億１，１３８万６，６７５円となっています。 

町全体での地方債の状況は、令和２年度末借入現在高が４２億５，４６０万９，１８６円、令和

３年度末現在高が３８億３９３万３，９７０円となっており、４億９，８６７万５，２１６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２年度末現在高 

 

 

令和３年度積立額 

 

 

令和３年度取崩額 

 

 

令和３年度末現在高 

 

財政調整基金 8,976,206,000 202,666,000 493,942,000 8,684,930,000 

公営住宅建設基金 8,923,000 1,000 － 8,924,000 

環境整備事業基金 117,143,980 513,000 25,067,134 92,589,846 

減債基金 3,162,287,000 16,624,000 48,274,000 3,130,637,000 

電源立地促進対策 

交付金事業維持基金 
44,148,686 29,359 － 44,178,045 

ふるさと 

水と土保全基金 
12,234,195  － － 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 4,800,446,000 206,282,000 － 5,006,728,000 

公共建築物維持基金 5,735,927,000 418,201,000        24,000,000 6,130,128,000 

安全なまちづくり基金 1,095,335,000 7,528,000 － 1,102,863,000 

いきいきまちづくり基金 1,162,272,000 6,289,000 20,577,000 1,147,984,000 

交通安全対策事業基金 4,592,313 － 1,000,000 3,592,313 

ふるさと応援基金 6,349,000 862,454 1,030,000 6,181,454 

森林環境譲与税基金  919,000 1,415,000  － 2,334,000 

大きく羽ばたけ基金 1,856,000 1,300,000 97,000 3,059,000 

みえ森と緑の県民税 

市町交付金基金 
0 10,073,000 － 10,073,000 

 

【概要説明】 

基金全体（定額運用基金除く）における令和３年度末の現在高は、２６５億１，３１７万２，８

５３円で、令和２年度末より、２億５，７７９万６，６７９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８６億８，４９３万円となり

ました。その他、減債基金が３１億３，０６３万７，０００円、公共施設建設基金が５０億６７２

万８，０００円、公共建築物維持基金が６１億３，０１２万８，０００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３年度決算額 

公共施設総合管理計画改

定事業 

新規 

令和２年度に策定した川越町

公共施設個別施設計画の内容と

の整合性を図るため、川越町公

共施設総合管理計画を改定しま

した。 

４，５７６千円 

【財源内訳】 

  一般財源  4,576 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

防災行政無線（同報系）操

作卓更新事業 

新規 

災害時等に迅速かつ的確に情

報を伝える重要な伝達手段であ

る防災行政無線を適正に運用管

理するために操作卓の更新を行

いました。 

８３，５３４千円 

【財源内訳】 

  一般財源   83,534 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

行政情報メール配信事業 

継続 

平成 30年 6月から緊急情報や

生活安全情報など、町民一人一

人のニーズに合わせた行政情報

をメールにてはい信するサービ

スを実施し、広く情報提供でき

るように努めています 

２，０１３千円 

【財源内訳】 

  一般財源 2,013 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

２，４７６千円 

【財源内訳】 

 その他   1,916 千円 

  一般財源    560 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

公共施設公衆無線 LAN 整

備事業 

新規 

スマートフォン等で行政情報

など様々な情報の閲覧や災害時

においても災害情報を取得でき

るよう情報取得の利便性を高め

るため、各公共施設に公衆無線

LAN環境を整備しました。（事業

期間：令和３年度～令和８年度 

６か年事業） 

１０，６８４千円 

【財源内訳】 

 その他   9,974 千円 

  一般財源    710 千円 
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 ２．民生費 

事業名 事業内容 令和３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。 

また、９月診療分から医療費

の現物給付の対象を中学校修了

まで拡大しました。 

１１９，３１９千円 

【財源内訳】 

  県 費  37,083 千円 

  一般財源 82,236 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

２１，４８３千円 

【財源内訳】 

  その他   20,592 千円 

  一般財源   891 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

障害者等就労環境整備事

業 

 継続 

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。 

１，５８５千円 

【財源内訳】 

 一般財源   1,585 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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

練等の自立支援給付費の支給を

行いました。 

２７０，３２３千円 

【財源内訳】 

 国 費   132,451 千円 

  県 費    66,226 千円 

 一般財源   71,646 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

ボランティア拠点施設整

備事業 

新規 

老朽化したボランティア活動

拠点施設を廃止し、利便性の高

い場所に新設します。 

事業実施のために必要な用地

の取得のため、測量登記及び鑑

定評価を行いました。 

４５２千円 

【財源内訳】  

一般財源    452 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

北部保育所避難施設建設

事業 

継続 

北部保育所施設内に、避難施

設を建設するため、建設工事を

実施しました。 

９１，７３２千円 

【財源内訳】  

一般財源    91,732 千円 

 

 



13 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

保育所空調設備更新事業 

新規 

町立保育所３か所の空調設備

を更新するため、実施設計及び

建設工事を実施しました。 

１２８，８０２千円 

【財源内訳】  

一般財源     128,802 千円 

 

 

事業名 事業内容 令和３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（６か

所）の運営に対して、助成を行い

ました。 

５２，３２３千円 

【財源内訳】 

 国 費   18,067 千円 

  県 費   18,600 千円 

  一般財源  15,656 千円 

 

 

 ３．衛生費 

事業名 事業内容 令和３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。 

５７，２６１千円 

【財源内訳】 

  国 費     997 千円 

その他   2,185 千円 

  一般財源 54,079 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

新型コロナウイルスワク

チン接種事業 

新規 

新型コロナウイルスワクチン

を全町民対象に接種事業を実施

しました。 

１１７，２２５千円 

【財源内訳】    

 国 費  95,556 千円 

 県 費   7,809 千円 

 その他     827 千円 

  一般財源 13,033 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

３３，５７３千円 

【財源内訳】    

 国 費    451 千円 

 その他   3,071 千円 

  一般財源 30,052 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

１，３１２千円 

【財源内訳】    

 一般財源  1,312 千円 
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事業名 事業内容 令和３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。 

４，２５４千円 

【財源内訳】 

 一般財源  4,254 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

５，３７３千円 

【財源内訳】 

 県 費   1,065 千円 

一般財源   4,308 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

２，４５１千円 

【財源内訳】 

 一般財源  2,451 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

９９，７５９千円 

【財源内訳】 

 一般財源  99,759 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 

・当新田地内用水路修繕工事 

・南福崎地内水路補修工事 

４，５５３千円 

【財源内訳】  

 一般財源  4,553 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

９，２１４千円 

【財源内訳】 

 一般財源  9,214 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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

田地区及び南福崎地区で行いま

２３，１５７千円 

【財源内訳】 
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した。  県 費     7,275 千円 

 一般財源   15,882 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

７，５２７千円 

【財源内訳】 

 一般財源  7,527 千円 

 

 

５．土木費 

事業名 事業内容 令和３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 

・町道高松 20 号線舗装改良工事 

・町道亀崎９号線道路改良工事 

・当新田地内排水路改良工事 

・町道高松川越海岸線舗装改良工      

事 

・川越町橋梁点検健全性評価及び 

長寿命化修繕計画策定業務委託 

など 

１７２，３７７千円 

【財源内訳】 

一般財源 172,377 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

７９，５４８千円 

【財源内訳】 

 一般財源  79,548 千円 

 

 

６．消防費 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

消防指令車更新事業 

新規 

 火災発生時や災害対応時の現

地指揮拠点となる消防指令車を

更新する。 

５，３２５千円 

【財源内訳】 

 県 費  2,824 千円 

 一般財源 2,501 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

防災カメラ維持管理事業 災害時において、員弁川・朝明 １，６４２千円 
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継続 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。 

【財源内訳】 

一般財源 1,642 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

海抜表示シート設置事業 

継続 

 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。 

１９３千円 

【財源内訳】 

 一般財源 193 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

災害用備蓄物資整備事業 

継続 

災害時に備えるため、避難者

や被災者に支給する簡易パーテ

ーション等を購入しました。 

１２，７１３千円 

【財源内訳】 

 県 費  1,182 千円 

 一般財源  11,531 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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。 

５，５２２千円 

【財源内訳】 

 国 費   2,230 千円 

 県 費   1,280 千円 

 一般財源   2,012 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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３年度決算額 

災害時受援計画策定事業 

新規 

 災害時のどの業務にどれだけ

の人数をどこで受け入れるか等

の体制整備に必要な「川越町災

害時受援計画」を策定する。 

４，４００千円 

【財源内訳】 

 一般財源 4,400 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

津波避難施設建設事業 

継続 

 津波避難施設の拡充のため、

津波避難施設の建設整備工事を

行いました。 

１５５，３４１千円 

【財源内訳】 

 国 費  97,600 千円 

  一般財源 57,741 千円 

 

７．教育費 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 
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基礎学力充実事業 

継続 

小・中学校に非常勤講師 12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。 

６，５２９千円 

【財源内訳】   

一般財源 6,529 千円 

 

事業名 事業内容 令和３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３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。 

１３４，６１２千円 

【財源内訳】 

 その他    500 千円 

一般財源  134,112 千円  

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

中学校整備事業 

継続 

川越中学校整備基本構想検討

等委員会を設置し、新たな中学

校を整備するため基本構想の検

討及び設計業務の業者選考を行

いました。 

１０５千円 

【財源内訳】 

一般財源  105 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

川越北・南小学校トイレ洋

式化事業 

新規 

 小学校トイレの洋式化率向上

及び洋式トイレへの暖房便座と

ウォシュレットを設置するため

設計を行いました。（事業期間：

令和３年度～令和４年度 ２か

年事業） 

２，０３５千円 

【財源内訳】 

一般財源  2,035 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

中学校体育館放送設備改

修事業 

継続 

 老朽化した中学校体育館放送

設備改修を行いました。 

２０，１３９千円 

【財源内訳】 

一般財源  20,139 千円 

 

事業名 事業内容 令和３年度決算額 

地区公民館改修事業 

新規 

老朽化が進む、地区公民館の

長寿命化を図る目的で施設改

修、設備更新を行うため、老朽度

調査及び基本計画を作成する。

（事業期間：令和３年度～令和

１１，１９８千円 

【財源内訳】 

 一般財源  11,１９８千円 



18 

 

７年度 ５か年事業） 

 

事業名 事業内容 令和３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。（事業期間：令和３年度～令

和４年度 ２か年事業） 

２５，４９９千円 

【財源内訳】 

 国 費    419 千円 

その他   24,000 千円 

 一般財源   1,080 千円 

 


