
6

令和2年度 標茶町各会計予算
　令和２年度一般会計予算は、対前年度比７億7,200万円の増額となりました。この要因は、上茶安別１線農
道整備事業などの完了に伴う減額、新たに実施する標茶中学校講堂防音事業、常盤４線道路改修事業、引き続き
実施をする学校給食共同調理場改築事業、標茶中学校校舎防音事業、町営住宅建設事業などによるものです。ま
た、従前から実施している307件の負担金・補助金の見直しについては、継続的に実施し、新年度で廃止16件、
減額51件、増額34件、新規７件となり、総額で対前年度比4,980万９千円の減額となりました。今後も経費
の削減について、継続して実施をしていきます。

令和２年度予算総額

昨年度予算総額

内　　訳 特別会計・企業会計の内訳

172億4,344万5千円
162億5,098万８千円

■一般会計
　　120億6,300万円

■特別会計
　　  35億9,008万8千円

■企業会計
　　  15億9,035万7千円

かっこ内は対前年度比較増減率　　（△は減）　

特別会計 国民健康保険事業事業勘定 11億1,403万4千円 （△  2.7%）
下 水 道 事 業 5億4,700万円 （　  4.8%）
介護保険事業 15億6,307万4千円 （　  2.8%）
後期高齢者医療 1億1,498万円 （　  3.1%）
簡易水道事業 ２億5,100万円 （　14.1%）

企業会計 病 院 事 業 14億3,593万7千円 （　10.8%）
上 水 道 事 業 1億5,442万円 （　  6.2%）

歳　　　出 歳　　　入

国庫支出金
12億3,111万1千円 10.2％（△  2.3％）
町債
18億8,530万円 15.6％（　55.2％）

道支出金
6億2,056万3千円 5.2％（△  9.3％）
地方譲与税

2億3,500万円 2.0％（　  5.6％）
交付金

2億740万円  1.7％（　  6.6％）
地方交付税

41億269万円 34.0％（　  1.0％）
分担金および負担金

2,480万6千円 0.2％（△12.0％）
財産収入

1,634万8千円 0.1％（　  4.3％）
使用料および手数料
6億2,091万5千円 5.2％（　  0.5％）
町税
10億6,635万7千円 8.8％（　  1.2％）
寄付金・繰入金・繰越金・諸収入
20億5,251万円 17.0％（　  6.0％）

人件費
18億342万6千円 15.0％（　29.8％）

扶助費
5億5,955万1千円 4.6％（　  4.4％）

公債費
10億2,833万円 8.5％（　  3.1％）

普通建設事業費
32億9,524万6千円 27.3％（　11.5％）

補助費等
21億3,941万1千円 17.7％（　  8.6％）

その他
16億8,301万円 14.0％（　  4.4％）

物件費
15億5,102万6千円 12.9％（△15.1％）

災害復旧事業費
300万円 0.0％（　  0.0％）

依存財源…68.7％ 自主財源…31.3％
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令和2年度 標茶町各会計予算 

一般会計歳出の主な内容
１�議会費� ……………………… 5,917万円

２�総務費� ………………… 9億8,606万円
地籍調査事業……………………………………209万円
町有バス運行委託…………………………… 4,916万円
町有施設整備事業…………………………… 4,217万円
移住促進事業………………………………… 1,366万円
市街地循環バス試験運行事業…………………501万円
ふるさと寄附記念品贈呈事業……………… 1,300万円

３�民生費� ……………… 12億3,286万円
しべちゃ子育て支援事業………………………274万円
障がい者地域活動支援センター運営事業……639万円
特定疾患者通院交通費助成……………………486万円
学童保育……………………………………… 1,612万円
子育て支援事業（保育所地域ふれあい事業）…222万円
地域生活支援事業………………………………810万円
子ども医療費助成事業……………………… 1,415万円

４�衛生費� ……………… 15億5,598万円
ごみ減量化資源化促進対策事業……………… 30万円
マテリアルリサイクル推進施設整備事業…… １億9,751万円
合併処理浄化槽設置整備事業……………… 2,306万円
しべちゃ斎場火葬炉内改修事業………………233万円
標茶霊園階段補修事業…………………………250万円
妊婦健診・出産支援……………………………586万円
健康増進事業………………………………… 1,796万円
予防事業……………………………………… 2,640万円
特定不妊治療費助成事業……………………… 80万円
産前産後包括支援事業…………………………274万円
脳ドック検診助成事業…………………………200万円

５�労働費� ………………………… 964万円
冬期雇用対策事業………………………………650万円

６�農林水産業費� ………… 15億224万円
標茶酪農再興事業…………………………… 2,000万円
傷病時酪農ヘルパー利用助成事業……………１２０万円
道営草地整備事業（標茶西地区）………… １,１２５万円
道営草地整備事業（標茶南部地区）……… １,１２５万円
道営草地整備事業（標茶北部地区）………… 4５万円
農道整備事業（東国１線他４路線）… ２億7,270万円
牧場施設整備事業…………………………… 7,293万円
めん羊事業………………………………………550万円
農道等整備補助事業……………………………250万円
中山間地域等直接支払交付金事業…… ３億7,828万円
新規就農者支援事業………………………… 5,680万円
牛乳消費拡大事業………………………………170万円
農学ゼミナール………………………………… 50万円
ニューホーム推進事業…………………………１３０万円
多面的機能支払交付金事業……………………３６８万円
学校給食牛乳供給支援事業…………………… ９７万円

林業専用道開設事業………………………… ２,２５８万円
有害鳥獣駆除事業…………………………… ３,８１９万円
標茶町森林環境整備事業………………………７５５万円

７�商工費� ………………… 2億7,712万円
中小企業振興融資貸付事業…………… １億８,4５０万円
GOGOチャレンジショップ支援事業……………２２０万円
道東自動車道釧路延伸観光推進事業…………３０３万円
牧場まつり「カントリーフェスタⅡ」……… ３０万円
観光振興対策事業………………………………１０８万円
観光ＰＲポスター制作事業…………………… ３２万円
塘路駅前公園展望台設置事業…………………６５０万円
商工会育成事業……………………………… １,５９4万円

８�土木費� ……………… 10億3,720万円
虹別６１線（社会資本整備総合交付金事業）… ６,２３０万円
桜１３号線（社会資本整備総合交付金事業）… ３,５６０万円
橋梁長寿命化事業（社会資本整備総合交付金事業）… …
　　…………………………………………… ８,２５０万円
標茶中茶安別線道路改良事業………… １億５,4６８万円
交通安全施設整備…………………………… ８,５７０万円
常盤４線道路改修事業……………………… １,２１０万円
町営住宅ストック総合改善事業（川上団地）
　　……………………………………… １億７,２３０万円
町営住宅ストック総合改善事業（桜団地）…９,３4１万円
町営住宅建替事業（桜南団地）…………… １,２７５万円
町営住宅建替事業（磯分内団地）………… １,２００万円

９�消防費� ………………… 6億1,847万円
耐震改修等整備事業（個人住宅耐震改修助成金）
………………………………………………………… 90万円
防災施設整備事業……………………… ３億1,105万円

10�教育費�……………… 16億8,403万円
標茶中学校校舎防音事業……………… ６億８,３９２万円
標茶中学校講堂防音事業…………………１億７９１万円
特別支援教育推進事業……………………… １,１５２万円
学習教材費サポート事業………………………３６３万円
ブックスタート………………………………… １９万円
学校給食共同調理場改築事業………… ４億１,０１９万円
武道館柔道畳更新事業……………………… １,０１０万円

11�災害復旧費�…………………… 300万円

12�公債費�……………… 10億2,833万円

13�諸支出金�……………… 3億1,408万円

14�職員費�……………… 17億3,482万円

15�予備費�……………………… 2,000万円
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無料で提供します
・烏骨鶏…雄雌各30羽
・アローカナ（赤笹・黄斑）…雄雌各５羽
・チャボ　（赤笹）…雄雌各５羽
・チャボ　（白）…雌１羽
・チャボ　（桂）…雄１羽
・チャボ　（碁石）…雌１羽
・ガチョウ…雌８羽

安価で提供します（価格は要相談）
・エミュー…雄１羽
・インドクジャク…雄雌各２羽
・七面鳥…雄３羽、雌12羽

問い合わせ／大山　裕（☎090-3770-5655）

都合により手放すことになりま
した。ご希望がありましたら、
繁殖方法などについて教えます。

鳥
お譲りします

区��分 主�な�補�正�予�算 事�業�費 内　容

総務費 町有施設整備基金積立金 50,000
減債基金積立金 156,486

民生費 国民健康保険事業特別会計繰出金 4,202
介護保険事業特別会計繰出金 △15,749

農林水
産業費

道営草地整備事業負担金 35,750 ２地区
林業専用道開設事業 △12,736
有害鳥獣駆除事業 △8,877
造林事業（新植） △4,879
造林事業（保育） △13,853
造林事業合板・製材生産強化対策事業 9,900

土木費 町営住宅建替事業（桜南団地） 94,808
消防費 釧路北部消防事務組合負担金 △23,769
教育費 学校施設整備基金積立金 30,000
公債費 元利償還金 △17,366

会 計 別 補正前予算額
A

３月補正額
B

補正後予算額
C＝A＋B

一 般 会 計 11,861,003 239,678 12,100,681

特

別

会

計

国民健康保険事業事業勘定 1,139,651 33 1,139,684
下 水 道 事 業 522,385 △22,015 500,370
介 護 保 険 事 業 1,529,978 △91,704 1,438,274
後 期 高 齢 者 医 療 111,995 0 111,995
簡 易 水 道 事 業 218,430 △14,300 204,130

合 計 15,383,442 111,692 15,495,134
（企業会計）

病 院 事 業
歳 入 1,319,221 0 1,319,221
歳 出 1,360,811 0 1,360,811

上 水 道 事 業
歳 入 97,368 △1,300 96,068
歳 出 145,339 △3,172 142,167

　第１回定例町議会において、令和元年度各会計の補正予算が可決されました。一般会計
の補正予算は、基金への積立金、道営草地整備事業負担金（標茶西地区、標茶南部地区）、
町営住宅建替事業（桜南団地）、施設に係る燃料費の追加などで、２億3,967万８千円を
追加し、予算額は121億68万１千円となりました。
　そのほか各会計の補正予算額および一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

令和元年度　標茶町各会計予算の概要 （単位：千円、△は減額）

補
正
予
算


