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平成２８年度の予算は、３３億４，４２３万円で前年
度６月補正後の肉付予算と比較して、６億１，７７７万
円の増額となりました。
本年度の新規事業は、特別養護老人ホーム施設
整備助成事業で４億円や町道中頓別駅前線整備事
業７，０００万円、林業専用道天北線開設事業2,100
万円などを計上しました。
収入の大部分を占める地方交付税については、前
年交付額の1.5%減を想定し、当初予算としては増額
計上としております。
支出では、公債費（借金）が減少しているものの、
新規事業が増えていることや自動車学校事業繰出
金及び国民健康保険病院事業負担金を当初に増
額計上したことにより増額となっています。
今後においても最少の経費で最大の効果を上げら
れるように事務効率を図り、財政運営の健全化に向
け努力していきます。
平成２７年度は統一地方選挙の年であったことから、
当初予算は骨格予算として、経常的な経費のみを計
上しています。このことから前年度の額を６月補正の
政策経費の肉付後の予算と対比させています。

自動車学校事業特別会計は、教習
生確保が依然として厳しい状況にあ
りますが、地域の４町村において大き
な役割を果たしている公立校であり
ます。これからも継続していけるよう
職員全員で努力していきます。

国民健康保険事業特別会計は、保
健予防担当及び関係機関との連携
をより強化し、多くの国保加入者に特
定健康診査を勧奨し、疾病の予防を
図るとともに、保険税の適正賦課、収
納率の向上を図り財源の確保に努め
ます。

介護保険事業特別会計は、介護予
防サービス事業により、高齢者が地
域で安心して暮らすことができるよう
地域支援事業の取り組みをさらに推
進します。

後期高齢者医療事業特別会計は、
北海道後期高齢者広域連合と連携を
図りながら高齢者が安心して暮らすこと
ができるように事業の推進に努めます。

国民健康保険病院事業会計は、入
院収益については15：１入院基本料と
しています。医療費用については経費
の減額はあるものの、人件費、材料費
などについては増額しています。非常
に厳しい経営環境にありますが、良質
な医療の継続的な提供に向け、職員
一丸となって取り組んでいきます。

水道事業特別会計は、経常経費の
節減を図りながら、今後も一層施設等
の維持管理を徹底し、水道水の安全供
給と経営の健全化に努めます。

下水道事業特別会計は、人口が減
少し、厳しい環境ではありますが、より
効率的な維持管理による歳出削減を
図るとともに施設の延命に努めます。

一般会計

特別会計



平成２８年度各会計の予算

○予算額は？ １８６万８，２８５円

○負担する税金は？ ８万６，３２４円

○借金返済額は？ ２７万１，４３０円

○貯金額は？ ４，４６１円

平成２８年３月３１日現在住基人口 1,790人

町民１人当たりだと？
（一般会計）

平成２８年度予算額 平成２７年度予算額 比較

３３億４,４２３万円 ２７億２,６４６万円 ６１,７７７万円

３,５３０万円 ２,９５４万円 ５７６万円

２億８,２３７万円 ３億０,４５０万円 ▲ ２,２１３万円

収益 ５億３,３９６万円 ５億２,７５０万円 ６４６万円

資本 １億１,９７８万円 ６,０６６万円 ５,９１２万円

９,１１８万円 ８,１７９万円 ９３９万円

８,８７３万円 ７,７３７万円 １,１３６万円

２億１,３６０万円 ２億１,８４６万円 ▲ ４８６万円

２,７２０万円 ２,７２１万円 ▲ １万円

４７億３,６３５万円 ４０億５,３４９万円 ６８,２８６万円

下水道事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

合　　計

一般会計

自動車学校事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保
険病院事業
会計

水道事業特別会計



対前年比

地方税 1億5,452万円 0.4%

国からの分配金 7,517万円 ▲ 2.8%

地方交付税 19億0,303万円 8.1%

分担金・負担金 3,146万円 ▲ 3.6%

使用料 9,383万円 ▲ 4.6%

手数料 535万円 0.4%

国庫支出金 1億5,256万円 2.4%

国有提供施設所在町村交付金 30万円 0.0%

道支出金 1億9,943万円 59.0%

財産収入 838万円 ▲ 0.5%

寄附金 200万円 200,000.0%

貯金からの繰入金 9,079万円 195.2%

繰越金 1万円 0.0%

諸収入 4,262万円 7.5%

借金 5億8,477万円 139.1%

～ 一般会計 ～
３３億４，４２３万円

（前年度予算額 27億2,646万円）

町民税 個人 6,685万円
法人 921万円

固定資産税

軽自動車税 328万円
たばこ税 1,348万円
入湯税 85万円

6,085万円

地方譲与税 4,672万円
利子割交付金 30万円
配当割交付金 10万円

5万円
地方消費税 2,200万円
自動車取得税交付金 600万円

株式等譲与取得割交付金

地方税, 4.6%
国からの分配金, 

2.2%

地方交付税, 
56.9%

使用料・手数

料, 3.0%

国庫支出

金, 4.6%

道支出金, 
6.0%

貯金からの繰入

金, 2.7%

借金, 17.5%
その他, 2.5%

収 入
地方税の内訳

国からの分配金の内訳



対前年比

議会費 4,439万円 ▲ 7.3%

総務費 5億9,051万円 12.2%

民生費 7億8,987万円 99.9%

衛生費 3億9,431万円 29.6%

農林水産業費 1億9,247万円 31.0%

商工費 1億0,942万円 53.4%

土木費 1億7,912万円 20.2%

消防費 1億3,244万円 ▲ 11.3%

教育費 1億7,767万円 ▲ 1.0%

借金返済（利子含む） 4億8,586万円 ▲ 10.4%

その他・予備費・労働費 2億4,817万円 15.7%

職員の給与、報酬など 対前年比

人件費 （職員給与） 3億0,953万円

（報酬など） 2億1,297万円

借金の返済

公債費 4億8,586万円 ▲ 10.4%

消費的経費

物件費 4億2,872万円 12.9%

維持補修費 5,445万円 3.7%

各団体への助成など

扶助費 2億7,515万円 1.9%

補助費など 10億2,060万円 106.3%

他会計への繰出し

繰出金 2億0,815万円 21.3%

他会計などへの出資金

投資出資貸付金 2,350万円 0.0%

公共事業費

投資的経費 2億4,495万円 12.9%

貯金

積立金 7,986万円 ▲ 5.7%

その他

予備費 50万円 0.0%

6.7%

支 出

目的別 性質別

◆議会費

議会の活動に要する経費
◆総務費

職員の給与、天北線バス補助、交通安全な
どの経費
◆民生費

在宅デイサービス運営や老人ホーム入所な
ど、社会福祉・老人福祉等の経費
◆衛生費

各種検診や予防接種、ごみ処理などの経費
◆農林水産業費

農業振興、林業振興などの経費
◆商工費

中小企業振興資金融資事業やピンネシリ温
泉などの商工・観光振興の経費
◆土木費

除排雪業務、町道整備、公営住宅などの経
費
◆消防費

火災や救急などの対策に要する経費
◆教育費

学校管理や教育振興、社会教育などの経費
◆借金返済（利子含む）

町が過去に行った事業などのための借金返
済のための経費
◆その他・予備費

各特別会計への繰出金、各種基金積立金な
どの経費

人件費

15.6%

公債費

14.6%

物件費

12.8%

維持補修費

1.7%

扶助費

8.2%

補助費等

30.5%

繰出金

6.2%

投資出

資貸付金

0.7%

投資的

経費

7.3%

積立金・

予備費

2.4%

性質別の割合



■道路

町道の整備

・町道中頓別駅向線交付金事業 3,100万円

改良・舗装 Ｌ＝１２０ｍ 歩道整備（片側）

中頓別弥生線（あさひ橋交点）から消防支署裏付近までの区間）

橋梁修繕事業 2,200万円

上頓別地区 平野橋修繕工事

長寿命化修繕計画 2,000万円

中頓別町橋梁長寿命化計画により、町内７３橋の内
25橋の橋梁点検業務（近接目視）をします。

■農業

中山間地域等直接支払交付金交付事業 3,175万円

農業者が現在耕作している農地の面積に応じて、農業者が主体となり組織された中山間

地域等直接支払制度推進協議会に対して、国費・道費・町費より交付金を交付します。

草地畜産基盤整備事業 1,856万円

飼料基盤整備、集約的な施設の整備を行い、飼料基盤に立脚した規模拡大及び生産コス

トに努め、持続的な畜産経営の確保育成を図ります

草地整備改良 67.2ha 草地造成改良 0.2ha

■林業

森林管理道弥生線開設事業 4,000万円

林道開設 324ｍ

林業専用道天北線開設事業 2,100万円

全体計画調査、調査設計

森林環境保全直接支払事業 1,247万円

町有林下刈工事 藤井・岩手・神崎・鍾乳洞地区

町有林造林事業 鍾乳洞・神崎地区

■生活

有害鳥獣対策事業 1,282万円

傷病等野生鳥獣の保護収容等に係る取扱い指針に基づき、野外で負傷・疾病した野生鳥
獣の保護・収容及びへい死体の処理を適切に行います。
有害鳥獣処理施設については、平成27年度より本格稼働しており、管理委託を継続し、

エゾシカの回収、処理を行います。



一般廃棄物処理事業 9,765万円

一般廃棄物処理については、可燃ごみ及び生ごみは南宗谷衛生施設組合において処理し、
リサイクル及び不燃ごみの処理は、町において分別収集をしています。

・南宗谷衛生施設組合負担金 （6,327万円）

・ごみ処理事業（収集・埋立処分場管理等）委託料 （3,153万円）

・その他ごみ袋購入、販売委託料等 （285万円）

後期高齢者お見舞金助成事業 94３万円

後期高齢者に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、医療費の負担を軽減
し、地域で安心して生活できるよう後期高齢者の福祉の増進を図ります。
見舞金の額は、医療機関等に支払った医療費等のうち月額2千円以内を助成します。

臨時福祉給付事業 364万円

昨年度に引き続き、消費税率の引き上げに伴い、低所得の住民に与える負担の影響に鑑
み、暫定的・臨時的な措置として行います。

子ども医療費給付事業 ４５６万円

満18歳までの子ども達に対し医療費の無料化を図り、疾病の早期診断と早期治療を促進
し、子ども達の保健の向上と福祉の増進、子育て世代家庭の経済的負担の軽減を図ってい
ます。

特別養護老人ホーム施設整備事業 ４億円

特別養護老人ホーム長寿園が建設されてから４０年が経過し老朽化が進む中、「利用者
の存現を守り、豊かない住環境と高品質な介護を実現する」ため、施設の増改修事業に係
る経費を助成します。

社会福祉法人資格養成助成事業 120万円

社会福祉法人が実施する「社会福祉事業を行うための職員養成」に要する経費の一部を
助成します。

歯科診療所施設整備事業 5,792万円

歯科診療所の配管及び照明設備の修繕と、診療ユニット等の施設整備を行い、充実した
地域の歯科保健、歯科診療ができるように支援します。

■その他

危険廃屋解体撤去助成事業 250万円

町内に存する老朽化し危険な状態にある廃屋化した建築物等の解体撤去をする方に対
し、経費の一部を助成し、景観や住環境向上、町民の安心安全を図っていきます。

紙面等の都合により、臨時的かつ金額の大きい事業のみ掲載しました。なお、詳細の資料
を希望の方は中頓別町役場総務課政策経営室にご連絡ください。また、中頓別町ホーム
ページに詳細資料を掲載しておりますのでご利用ください。

中頓別町ＨＰアドレス http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/

町長や議会の議員の改選を目前に控えている場合等において、１年間の行政活動を全
てにわたって予算計上することが困難、あるいは適当でないと判断した場合、新規の施策
等を見送り、また、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に編成された予算をいいま
す。

骨格予算とは…
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