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令和３年度

まち の予算
９５億 ３００

 
万円

一 般
会 計

（前年度比３５．９％増）過去２番目の大型予算

会　計　名 当初予算 (万円) 前年度比

 一般会計 ９５０，３００ ３５．９％

特

別

会

計

 国民健康保険事業 ７０，０５０ ４．１％

 後期高齢者医療 ９，９００ ２．８％

 介護保険 ７２，５１０ ３．２％

 介護サービス事業 ４０，４９０ ▲７．５％

 公共下水道事業 ０ 皆減

 水道事業 ７７，０１０ ▲６．１％

 国民健康保険病院事業 １１５，４９０ ０．７％

 下水道事業 ４８，０００ 皆増

合　計 １，３８３，７５０ 　２３．７％

活力とやすらぎあふれるまちづくり

予算編成方針 会計別予算額
前年度に比べ２６億５，２５０万円の増額

　新型コロナウイルス感染症が経済などに

及ぼす影響を注視しつつ、第５期大樹町総

合計画に掲げるまちづくりの具現化や、「大

樹町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

基づく地方創生を着実に推進するために、

限られた財源の中で効率的な事業実施、予

算執行を図ることを基本として予算編成を

進めました。

　一般会計歳入予算については、一般財源（使

途に制約がない収入）５０億９，１７１万８千

円（構成比５３．６％）、特定財源（使途が決

められている収入）４４憶１，１２８万２千円（構

成比４６．４％）となります。

　一般会計歳出予算では、スマート街区構

築事業に３億３，１２０万円、生花行政区会

館新築工事に約８，３３０万円、新庁舎建設

工事関係事業に約１９億５，６３０万円、法人

認定こども園建設事業に８億３，１６０万円

などを計上した結果、普通建設事業費が前

年に比べて約２４億３，４００万円の増となっ

ています。

前年度に比べ２５億８００万円の増額

歳入・歳出一般会計

総務費…職員給与、財産管理、企画調整などの経費。

民生費…障がい者・高齢者、児童福祉などの経費。

諸支出金…特別会計への繰り出しや基金積立などの経費。

公債費…これまでに借りたお金の返済経費。

土木費…町道、公園、町営住宅の維持管理などの経費。

教育費…小・中学校の管理、社会教育の推進などの経費。

農林水産業費…農林業、畜産業、水産業などの振興経費。

衛生費…ごみ収集や環境衛生、 成人・母子保健などの経費。

消防費…防災対策の推進、消防団運営などの経費。

商工費…商工業や観光の振興などの経費。

歳出用語の説明

■一般会計「歳出内訳」

歳 出
９５億

３００万円

（１３％）

諸支出金
１２億

３，２５０万円

その他 （０．６％）６，７９０万円

商工費
（２．４％）２億２，８５０万円

（３７．５％）

総務費
３５億

６，１９０万円

（１７．３％）

民生費
１６億

４，２８０万円

（８．１％）

公債費
７億６，８００万円

（５．９％）

土木費
５億５，７８０万円

（５．１％）

教育費
４億８，７５０万円

（４．７％）

農林水産業費
４億４，２００万円

衛生費
（２．９％）２億７，９４０万円

消防費
（２．５％）２億３，４７０万円

■一般会計「当初予算額」の推移（億円）

60

80

100

60

80

100

３０年度 元年度 ２年度 ３年度２９年度

６１．０

６８．５

６４．０

６９．９

９５．０



3 TAIKI

令和３年度 主な助成金制度

基金とは町の貯金のこと。町債とは国・銀行からの借金のこと。

貯金と借金の推移

　令和元年度末でみると、町債（借金）残高は十

勝管内１８町村（帯広市を除く）の中で１３番目、

基金（貯金）残高は１１番目となっています。

　町債残高は役場庁舎建設事業や認定こども園の

建設に対する借入額が償還額を上回るため、増加

する見込みです。

　基金残高については、役場庁舎や公共施設の整

備のため、また経常経費の一般財源不足などに対

応するため、財政調整基金や公共施設整備基金な

どを取り崩すことから減少する見込みです。0
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３０年度 元年度 ２年度 ３年度２９年度

３４．５ ３４．７ ３５．６ ３１．６ ２６．４

７５．３ ７３．３ ７１．３ ７２．９

９４．４

（億円）

（億円）

問

　０６ 大樹町地場産業振興奨励事業

地場産業の振興を目的とした、施設や設
備の整備にかかる経費の一部を補助

補助額：補助対象経費の１/２以内
限度額：１００万円（施設・設備整備 ）
　　　　   ５０万円（事業運営費 ）　　  　　
　　　　

←詳しくはコチラ

　　　　 企画商工課商工観光係　６－２１１４問

問

　０２ 大樹町住宅リフォーム支援事業

リフォーム、内窓サッシ設置、太陽光発電
システム導入に対し経費の一部を補助

補助額：補助対象経費の１/２以内
　　　　※内窓サッシ設置を除く

限度額：１０万円（リフォーム・太陽光発電）
　　　　１２万円（内窓サッシ）
　　　　←詳しくはコチラ
　　　　　 建設水道課管理係　６－２１１８問

問

　０４ 優秀選手派遣事業

スポーツおよび文化芸術活動で全道以上の
大会に出場する際に旅費の一部を助成

補助額：移動費（１０割）
　　　　宿泊費・日当（町条例の５割）
　　　　 ※年度内の同一者への助成は、北海

　　　　　 道大会、全国大会および世界大会

　　　　　 それぞれ１回まで

　　　　　　 社会教育課　６－２１３３問

↑
詳しくは
コチラ

問

　０５ 大樹町起業家等支援事業

新規事業・新規分野に取り組む方に対し、
起業にあたっての経費の一部を補助

補助額：補助対象経費の１/２以内
限度額：２００万円（起業家等支援事業）

　　　　１００万円（空き店舗等取得支援事業）

　　　　月５万円（空き店舗等活用支援事業）

　　　　←詳しくはコチラ
　　　　 企画商工課商工観光係　６－２１１４問

問

　０１ 大樹でかなえるマイホーム支援補助金

住宅・併用住宅の新築または建売住宅の購
入、中古住宅の購入に対する補助

補助額：最大２１０万円（新築・町内在住者）

　　　　８０万円（中古・町内在住者）

　　　　※移住者の場合、補助額の最大は、　

　　　　　  ２６０万円になります。

　　　　←詳しくはコチラ
　　　　　 建設水道課建築係　６－２１１８問

問

　０３ 高齢者等にやさしい住宅整備資金

介助を要する高齢者や障がい者、高齢者と同
居するための住宅整備に対し無利子で貸付

補助額：限度額１００万円
　　　　償還期間１０年以内
　　　　（据置期間は６か月以内）
　　　
　　　　

←詳しくはコチラ

　　　　　 保健福祉課福祉係　６－４８３３問
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主 要 施 策
町が今年度取り組むこと。

　その他の実施
事業は、別冊「ま
ちづくり事業の
主なもの」に掲
載していますの
でご覧ください。

　エネルギーの自給・地域循

環を促進するため、木質バイ

オマス、太陽光発電の活用に

取り組んでおり、最終年とな

る令和３年度は、自営線工事

や熱導管工事など本体工事に

着手します。

（担当：企画商工課）

マート街区構築事業ス

継続
増額

５億４，４４０万円

　市街地の認定こども園（大

樹南保育園・大樹北保育園）

の統合に向けた改築を進めて

おり、令和３年度は建設工事

を行います。

　開所は、令和４年４月の予

定です。

（担当：保健福祉課）

人認定こども園建設事業法

新規

８億３，１６０万円

　役場新庁舎の建設に要する

経費で、令和２年度に地中熱

設備の採熱管埋設工事がほぼ

終わっており、今年度は建築

主体を中心に工事を行います。

　供用開始は、令和４年春ご

ろを予定しています。

　　（担当：総務課）

庁舎建設事業新

継続
増額

１９億５，６２７万円

４，０３０万円

宙のまちづくり宇
　　　 推進事業

　「北海道宇宙サミット」

を開催し、航空宇宙に

関する情報発信やセミ

ナーを開催します。

　また、航空宇宙関連

産業の集積および「北

海道スペースポート」

の整備に向けた取り組

みを強化します。

（担当：航空宇宙推進室）

新規

３，１２５万円

るさと納税事業ふ
              の推進

　町をより多くの方に

ＰＲするため、地場の

特産品（返礼品）を拡

充するとともに、新た

なポータルサイトを追

加し、地域の様々な魅

力を対外的に発信して

いきます。

（担当：企画商工課）

継続
増額

５５７万円

学校への教職員小
              の配置

　町独自に教職員を配

置することで少人数学

級に取り組みます。

　一人ひとりに目が行

き届いた、きめ細やか

な指導で児童の成長を

促します。令和３年度

は１名を配置します。

（担当：学校教育課）

新規

３，７７０万円

型コロナウイルス新
ワクチン接種事業

　１６歳以上の町民を

対象とした、新型コロ

ナウイルスワクチン接

種を無料で実施します。

（担当：保健福祉課）

新規

※令和２年度繰越明許費含む
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　国の交付金を活用して、光

通信サービスが提供されてい

る市街地を除く、郊外全ての

地域で光回線の整備を行い、

利便性の向上を図ります。

（担当：企画商工課）

度無線環境整備推進事業高

新規

５億６４７万円

　生花研修センターを改築し、

行政区会館および災害時の避

難所として整備します。

　また、簡易郵便局も併設し、

地域住民の利便性を確保します。

（担当：住民課）

花行政区会館改築工事生

新規

８，２１６万円

　町民が健康維持のために利

用しているＢ＆Ｇ海洋センタ

ーの運営管理経費のほか、駐

車場の舗装補修や町民プール

の建設に向けた設計業務を実

施します。

（担当：社会教育課）

洋センターの運営海

新規

３，８８２万円

８，０３２万円

面的機能支払交付金多
              

　農業・農村の有する

多面的機能の維持・発

揮を図るため、地域の

協同活動を支援し、地

域資源の適切な保全管

理の推進と担い手農家

への農地集積を推進し

ます。

（担当：農林水産課）

継続

９９７万円

子保健事業母
              

　妊婦健診に加え、産

後に支援が必要な母子

に対して産後ケア事業

を実施します。

　心身のケアや育児サ

ポートにより、支援体

制を充実させます。

（担当：保健福祉課）

継続
増額

４００万円

ちゃん誕生祝金赤
              の支給

　昨年度実施した赤ち

ゃん特別定額給付金に

引き続き、子どもの健

やかな成長を応援する

とともに、子育て家庭

の経済的支援を目的に、

誕生祝金として１０万

円を支給します。

（担当：保健福祉課）

新規

１５０万円

殖漁業成長産業化養
            推進事業

　漁業者団体が実施し

ているサクラマスの養

殖を事業化するための

取り組みに対して補助

金を交付し、漁業の振

興を図ります。

（担当：農林水産課）

新規

　災害対策の拠点となる役場庁舎、避難所でもある生花行政区会館を更新するほか、法人認定こど

も園の建設を支援します。

　スマート街区事業では、木質バイオマス、太陽光発電による公共施設などへの熱電供給の仕組み

を整備し、エネルギーの自給自足を可能とすることで、非常時におけるエネルギーの確保を目指し

します。

　情報通信については、農村部など郊外全域に光回線の整備を進め、ＩＣＴ技術を活用した暮らし

の向上に繋げていきます。

※令和２年度繰越明許事業


