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歳 入

海と緑と人が結び合う 笑顔あふれる定住拠点

地方交付税（37.5%）
1,619,409 

町税（16.0%）
689,714

繰入金（11.9%）
516,774

分担金・負担金
使用料・手数料
財産収入・寄附金
繰越金・諸収入（5.5%）
237,063

国庫支出金（7.9%）
339,968

県支出金（6.1%）
263,667

地方譲与税
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金など（3.8%）
165,500

町債（11.3%）
489,800

依存財源（66.6%）
28億7,834万4千円

予備費（0.2%）
7,000

議会費（1.6%）
71,043

総務費（10.6%）
459,195

民生費（31.0%）
1,337,535

衛生費（10.5%）
452,751

※一般会計予算をもとに、平成31年3月末の人口7,942人で試算しています。

農林水産業費（15.2%）
656,564商工費（2.0%）

88,504

土木費（5.3%）
230,639

消防費（4.9%）
210,470

災害復旧費（0.1%）
2,100

教育費（10.6%）
458,765

公債費（8.0%）
347,329

町民１人あたりでは…

総務費
　…  57,819円
民生費
　… 168,413円
衛生費
　…  57,007円
農林水産業費
　…  82,670円
土木費
　…  29,040円
消防費
　…  26,501円
教育費
　…  57,764円
公債費
　…  43,733円
その他
　…  21,235円

使われるお金
（見込額）

86,844円 544,182円

お納めいただく町税
（見込額）

人件費
（16.0%）
691,157

物件費
（21.1%）
912,437

補助費等
（13.2%）
571,528

扶助費
（11.6%）

500,296

維持補修費
（0.9%）
40,773 

予備費
（0.2%）
7,000 

繰出金
（12.8%）
553,656

積立金
（0.1%）
3,305

公債費
（8.0%）
347,329

普通建設
事業費

（16.0%）
692,314

災害復旧事業費
（0.1%）
2,100

消
　

　
費
　

　

的　
　

経　
　

費

自主財源（33.4%）
14億4,355万1千円

歳 出

投
資

的
経 費

海と緑と人が結び合う 笑顔あふれる定住拠点
“ みん なの日高 ”67億1,336万8千円平成31年度

予算総額

平成31年度 主要施策と予算額

◆有害鳥獣捕獲報償金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,233
◆農業経営改善支援事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,965
◆農作物鳥獣害防止対策事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,549
◆新規就農・経営継承総合支援事業補助金・・・・・・・・・・・1,500
◆野菜花き産地強化事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,382
◆鳥獣害対策デジタル簡易無線導入補助金・・・・・・・・・・・・・・・602
◆中山間地域等直接支払事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,782
◆多面的機能支払事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,209
◆農業水利施設保全合理化事業負担金・・・・・・・・・・・・・・・・8,156
◆小規模土地改良事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,443
◆農業基盤整備促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500
　換地計画（小浦）
◆中山間総合整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,967
　ほ場整備（久志・中志賀）
◆沿岸漁業振興対策費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700
◆水産物供給基盤機能保全事業（比井、田杭漁港）・・・・15,000
　測量設計、岸壁・突堤補修
◆海岸保全施設長寿命化事業（小浦、比井、産湯漁港）・・・・・8,000
　水門、陸閘、防潮堤補修
◆シティプロモーション・海外観光客誘致事業・・・・・・・・・13,000
◆温泉館運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,262

◆学校施設長寿命化計画策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,258
◆小学校支援員の配置（12名）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,968
◆中学校支援員の配置（４名）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,131
◆志賀小学校統合関連事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112,100
◆要保護・準要保護児童・生徒就学援助費・・・・・・・・・・・・・7,828
◆子どもの居場所づくり推進事業・放課後子ども教室・・・・・・589
◆学校給食費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85,532

◆行政情報メール配信サービス開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777
◆空き家解体処理費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000
◆地域公共交通確保維持事業費補助金（阿尾線）・・・・・2,244
◆地域公共交通会議委員報償金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140
◆高家中央線改良事業（工事・用地）・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000
◆農業集落排水施設（内原東、谷口小池地区）・・・・・・・72,400
　機能強化対策事業（機械設備等更新工事）
◆小中配水池送水管布設替事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,428

◆農村環境改善センター（避難施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・255,950
　空調設備・自家発電更新、照明LED化改修
◆ため池等整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,824
　小谷上池（産湯）、早津川奥池（久志）
◆漁村再生交付金事業（埋蔵文化財調査）・・・・・・・・・・・30,000
◆住宅耐震診断・耐震改修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,463
◆阿尾消防車庫整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,358
◆土砂災害ハザードマップ作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300
◆家具転倒防止器具設置事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330
◆避難路整備事業（阿尾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000
◆防災行政無線戸別受信機無償貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,763
◆自主防災組織資機材購入（久志）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・770
◆ブロック塀等耐震対策事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000

◆ファミリー・サポートセンター事業負担金・・・・・・・・・・・・・・・・1,587
◆子ども医療費の無料化（０～18歳）・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,392
◆広域入所負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46,631
◆児童手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,100
◆第二子以降に係る保育料無料化助成金・・・・・・・・・・・・・・1,044
◆在宅育児支援事業給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000
◆ひとり親家庭医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,800
◆妊婦医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800
◆学童保育所運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,792
◆地域子育て支援センター運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,870
◆妊婦健康診査費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,590
◆産後ケア事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290
◆不妊治療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000
◆新生児聴覚検査費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・525
◆子育て世代包括支援センター開設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450
◆保健事業（大腸がん、乳がん、子宮がん検診等）・・・・・13,645
◆予防接種（ヒブ、肺炎球菌、インフルエンザ等）・・・・・・・34,186
◆国保日高総合病院負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,188
◆禁煙外来治療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
◆地域見守り協力員制度委託料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195
◆高齢者外出支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,161
◆シルバー人材センター補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,400

防災対策

（単位：千円）

一般会計＋特別会計
平成31年度 一般会計予算（43億2,189万5千円）の構成図

（単位：千円）

収　益　的　収　入
収　益　的　支　出
資　本　的　支　出

2億3,841万1千円

2億6,777万2千円

1億6,066万円

水　道　事　業　会　計　予　算　額
公　営　企　業　会　計

特　　別　　会　　計

8億6,891万2千円

3,628万2千円

4億1,896万4千円

8億7,598万5千円

1億9,133万円

23億9,147万3千円

予　　算　　額会　　計　　名

計

国民健康保険特別会計

土 地 取 得 特 別 会 計

下水道事業特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

健康・福祉施策

その他の施策

教育環境の充実

農林水産業・商工業・観光産業の振興

歳出の
性質別
内　訳
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歳 入

海と緑と人が結び合う 笑顔あふれる定住拠点

地方交付税（37.5%）
1,619,409 

町税（16.0%）
689,714

繰入金（11.9%）
516,774

分担金・負担金
使用料・手数料
財産収入・寄附金
繰越金・諸収入（5.5%）
237,063

国庫支出金（7.9%）
339,968

県支出金（6.1%）
263,667

地方譲与税
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金など（3.8%）
165,500

町債（11.3%）
489,800

依存財源（66.6%）
28億7,834万4千円

予備費（0.2%）
7,000

議会費（1.6%）
71,043

総務費（10.6%）
459,195

民生費（31.0%）
1,337,535

衛生費（10.5%）
452,751

※一般会計予算をもとに、平成31年3月末の人口7,942人で試算しています。

農林水産業費（15.2%）
656,564商工費（2.0%）

88,504

土木費（5.3%）
230,639

消防費（4.9%）
210,470

災害復旧費（0.1%）
2,100

教育費（10.6%）
458,765

公債費（8.0%）
347,329

町民１人あたりでは…

総務費
　…  57,819円
民生費
　… 168,413円
衛生費
　…  57,007円
農林水産業費
　…  82,670円
土木費
　…  29,040円
消防費
　…  26,501円
教育費
　…  57,764円
公債費
　…  43,733円
その他
　…  21,235円

使わ れる お金
（見込額）

86,844円 544,182円

お納めいただく町税
（見込額）

人件費
（16.0%）
691,157

物件費
（21.1%）
912,437

補助費等
（13.2%）
571,528

扶助費
（11.6%）

500,296

維持補修費
（0.9%）
40,773 

予備費
（0.2%）
7,000 

繰出金
（12.8%）
553,656

積立金
（0.1%）
3,305

公債費
（8.0%）
347,329

普通建設
事業費

（16.0%）
692,314

災害復旧事業費
（0.1%）
2,100

消
　

　
費
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費

自主財源（33.4%）
14億4,355万1千円
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海と緑と人が結び合う 笑顔あふれる定住拠点
“ みん なの日高 ”67億1,336万8千円平成31年度

予算総額

平成31年度 主要施策と予算額

◆有害鳥獣捕獲報償金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,233
◆農業経営改善支援事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,965
◆農作物鳥獣害防止対策事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,549
◆新規就農・経営継承総合支援事業補助金・・・・・・・・・・・1,500
◆野菜花き産地強化事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,382
◆鳥獣害対策デジタル簡易無線導入補助金・・・・・・・・・・・・・・・602
◆中山間地域等直接支払事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,782
◆多面的機能支払事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,209
◆農業水利施設保全合理化事業負担金・・・・・・・・・・・・・・・・8,156
◆小規模土地改良事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,443
◆農業基盤整備促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500
　換地計画（小浦）
◆中山間総合整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,967
　ほ場整備（久志・中志賀）
◆沿岸漁業振興対策費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700
◆水産物供給基盤機能保全事業（比井、田杭漁港）・・・・15,000
　測量設計、岸壁・突堤補修
◆海岸保全施設長寿命化事業（小浦、比井、産湯漁港）・・・・・8,000
　水門、陸閘、防潮堤補修
◆シティプロモーション・海外観光客誘致事業・・・・・・・・・13,000
◆温泉館運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,262

◆学校施設長寿命化計画策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,258
◆小学校支援員の配置（12名）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,968
◆中学校支援員の配置（４名）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,131
◆志賀小学校統合関連事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112,100
◆要保護・準要保護児童・生徒就学援助費・・・・・・・・・・・・・7,828
◆子どもの居場所づくり推進事業・放課後子ども教室・・・・・・589
◆学校給食費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85,532

◆行政情報メール配信サービス開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777
◆空き家解体処理費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000
◆地域公共交通確保維持事業費補助金（阿尾線）・・・・・2,244
◆地域公共交通会議委員報償金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140
◆高家中央線改良事業（工事・用地）・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000
◆農業集落排水施設（内原東、谷口小池地区）・・・・・・・72,400
　機能強化対策事業（機械設備等更新工事）
◆小中配水池送水管布設替事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,428

◆農村環境改善センター（避難施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・255,950
　空調設備・自家発電更新、照明LED化改修
◆ため池等整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,824
　小谷上池（産湯）、早津川奥池（久志）
◆漁村再生交付金事業（埋蔵文化財調査）・・・・・・・・・・・30,000
◆住宅耐震診断・耐震改修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,463
◆阿尾消防車庫整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,358
◆土砂災害ハザードマップ作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300
◆家具転倒防止器具設置事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330
◆避難路整備事業（阿尾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000
◆防災行政無線戸別受信機無償貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,763
◆自主防災組織資機材購入（久志）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・770
◆ブロック塀等耐震対策事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000

◆ファミリー・サポートセンター事業負担金・・・・・・・・・・・・・・・・1,587
◆子ども医療費の無料化（０～18歳）・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,392
◆広域入所負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46,631
◆児童手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,100
◆第二子以降に係る保育料無料化助成金・・・・・・・・・・・・・・1,044
◆在宅育児支援事業給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000
◆ひとり親家庭医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,800
◆妊婦医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800
◆学童保育所運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,792
◆地域子育て支援センター運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,870
◆妊婦健康診査費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,590
◆産後ケア事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290
◆不妊治療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000
◆新生児聴覚検査費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・525
◆子育て世代包括支援センター開設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450
◆保健事業（大腸がん、乳がん、子宮がん検診等）・・・・・13,645
◆予防接種（ヒブ、肺炎球菌、インフルエンザ等）・・・・・・・34,186
◆国保日高総合病院負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,188
◆禁煙外来治療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
◆地域見守り協力員制度委託料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195
◆高齢者外出支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,161
◆シルバー人材センター補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,400

防災対策

（単位：千円）

一般会計＋特別会計
平成31年度 一般会計予算（43億2,189万5千円）の構成図

（単位：千円）

収　益　的　収　入
収　益　的　支　出
資　本　的　支　出

2億3,841万1千円

2億6,777万2千円

1億6,066万円

水　道　事　業　会　計　予　算　額
公　営　企　業　会　計

特　　別　　会　　計

8億6,891万2千円

3,628万2千円

4億1,896万4千円

8億7,598万5千円

1億9,133万円

23億9,147万3千円

予　　算　　額会　　計　　名

計

国民健康保険特別会計

土 地 取 得 特 別 会 計

下水道事業特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

健康・福祉施策

その他の施策

教育環境の充実

農林水産業・商工業・観光産業の振興

歳出の
性質別
内　訳


