
　令和３年度の当初予算額は、令和３年１月に町長選挙
が行われたことから、「骨格予算」となります。「骨格予
算」とは、義務的な経費や継続事業の経費を中心に編成
された予算で、これ以外の新規事業や、投資的事業など
の政策的な経費は、今後、「肉付予算」（補正予算）として
計上する予定です。
　一般会計で、141億1,430万円です。対前年比34億

今年度の概要

令和３年度　予算規模

総額総額 221億3,497万円221億3,497万円
2,424万円、19.52％の減額です。特別会計や事業会
計と合わせると、221億3,497万円で、前年度の当初予
算より32億9,614万円、12.96％の減額となっています。
　なお、令和３年度当初予算は「骨格予算」となります
が、熊本地震からの復旧・復興費用や新型コロナウイル
ス対策費用など、早急な対応が必要なものは当初予算に
おいて計上しています。自主財源　  67億5,593万円（47.9%）

依存財源　  73億5,836万円（52.1%）

町税 
49億3,514万円

（35.0%）

繰入金 
10億5,622万円

（7.5%）
その他 3億4,493万円（2.4%）

国庫支出金
22億9,653万円

（16.3%）

地方交付税 
18億円

（12.8%）

県支出金 
12億5,929万円

（8.9%）

町債 
9億5,220万円

（6.7%）

その他 
10億5,034万円（7.4%）

使用料・手数料 
２億6,219万円（1.9%）

分担金・負担金
1億5,745万円（1.1%）

歳 入
141億

1,430万円

【自主財源】…前年度比5億7,945万円（7.9％）の減額
●町税 … 新型コロナウイルス感染症の影響による、
　個人町民税や法人町民税などの減少を見込み、前
　年度比1億4,346万円（2.8％）の減額

【依存財源】…前年度比28億4,479万円（27.9％）の減額
●町債 … 25億1,700万円（72.6％）減額
●国庫支出金 … 3億7,074万円（13.9％）の減額
※依存財源に係るこれらの減額は、骨格予算での編
　成によるもので、今後、補正予算で計上される予
　定です。
●地方交付税 … 熊本地震による借入金の返済額増
　加や、人口増などによる行政需要の増加が影響し
　て、前年度比1億5,000万円（9.1％）の増額

歳入歳入

※合計は端数処理により合わないことがあります。

※合計は端数処理により合わないことがあります。

令和３年度町の予算

●総務費 … 新庁舎建設事業などで15億2,506万円
　（40.0％）の減額
●教育費 … 大津小学校・大津北中学校増築事業な
　どで9億4,717万円（43.3％）の減額
●消防費 … 新庁舎建設事業に伴う防災行政無線移
　設や防災情報システム設置事業、消防倉庫建設事
　業などで1億5,321万円（23.5％）の減額
●土木費 … 骨格予算に伴うものを主な要因に、7
　億7,753万円（51.2％）の減額
●民生費 … 障がい福祉サービス事業などを要因に、
　1億5,362万円（2.8％）の増額
※令和3年度の当初予算額には含まれていませんが、
　令和２年度の予算から繰り越して実施する事業も
　あります。
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教育費
12億4,125万円
（8.8%）

公債費
18億4,135万円
（13.1%）

議会費　１億1,1082万円（0.8%）

総務費
22億8,507万円
（20.3%）

民生費
55億6,783万円
（39.4%）

予備費　6,846万円（0.5%）

土木費
7億4,123万円
（5.3%）

消防費
5億6万円
（3.5%）

衛生費
11億9,457万円
（8.5%）

農林水産業費
4億2,639万円
（3.0%）

労働費　97万円

災害復旧費　605万円

商工費
1億3,017万円
（0.9%）

141億
1,430万円

令和３年度
当初予算の主な事業

議会費
定例会や臨時会の会議録や議会広報発行のための費用 567万円

総務費
菊池広域連合への負担金（管理費） 1,393万円

「広報おおづ」を発行する費用 799万円
電子計算機器の借上げや保守のための費用 1億3,949万円
交通安全教育やカーブミラー工事などの費用 1,396万円
防犯パトロールや防犯灯の設置など、防犯対策の費用 3,193万円
各行政区や組などが自分たちで行う地域づくり活動に対
する補助金 1,466万円

地方バスと乗合タクシーの運行費のための補助金 5,526万円
衆議院議員総選挙の費用 2,215万円
新庁舎建設のための費用 6億6,618万円

民生費
国民健康保険特別会計の安定化のための費用 2億2,168万円
介護保険特別会計の安定化のための費用 4億701万円
後期高齢者医療制度のための費用 4億625万円
障害者自立支援事業のための費用 11億6,690万円
養護老人ホームへの委託費用 7,757万円
シルバー人材センターの助成費 913万円
学童保育の運営及び施設整備のための費用 2億5,781万円
私立保育園、家庭的保育室などの運営の費用 15億6,695万円
児童手当の支給費 7億5,664万円
保育園などの新型コロナウイルス感染症対策のための費用 1,720万円

農林水産業費
認定新規就農者への給付金 940万円
農地などの農業資本を維持する地域活動の助成費用 1億1,225万円
畜産振興のための費用 633万円
圃場整備事業の費用 1,243万円
農業集落排水事業会計への補助金、出資金 1億918万円
町有林保育事業の委託費 3,095万円

土木費
町道の維持管理の補修工事や街路樹管理のための費用 1億1,304万円
町道などの新設や改良などのための費用 9,414万円
町立公園などの維持管理のための費用 8,203万円
公共下水道事業会計への補助金、出資金 2億1,464万円

消防費
菊池広域連合消防本部への負担金 3億8,404万円
消防団の活動や防火水槽など消防施設の整備費 8,294万円
防災資機材の購入費用補助や、災害時の人件費など、災
害に備えるための費用 1,349万円

教育費
学力向上や特別支援学級のための職員（54 人）の費用 8,826万円
教育相談事業など教育支援センターの運営の費用 1,842万円
小学校７校、中学校２校の管理・運営のための費用 3億134万円
学校給食センターの運営の費用 1億4,912万円
文化施設や生涯学習施設の管理、運営に要する費用 2,023万円
図書館の運営、図書購入などの費用 7,511万円
運動公園や体育館の維持管理費 1億199万円
小中学校の新型コロナウイルス感染症対策のための費用 719万円

公債費
借入金（町債など）の返済に充てるための費用 18億4,136万円

商工費
商工業関係団体の補助や商工業振興などのための費用 962万円
地域おこし協力隊や観光協会の運営費など観光振興のた
めの費用 3,738万円

ビジターセンターなど観光施設を管理するための費用 2,372万円
工場振興や新たな企業などを誘致するための費用 303万円

衛生費
乳児・１歳６ヵ月児・３歳児や妊婦健診などを行うための費用 4,936万円
各種の予防接種を行う費用 1億7,212万円
健康増進法に基づく健診や健康づくり事業に関する費用 5,763万円
中学３年生までの子どもの医療費を助成するための費用 1億6,559万円
菊池環境保全組合への負担金やゴミの処理のための費用 3億8,954万円
し尿処理のための菊池広域連合負担金やし尿運搬費のための費用 5,401万円
新型コロナウイルスワクチン接種のための費用 1億5,227万円

※合計は端数処理により合わないことがあります。

会 計 名 予 算 額 対前年比
一 般 会 計 141億1,430万円 －19.52％－19.52％

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 28億7,519万円 －0.48％
●国保加入の皆さんが病気やけがをしたときの医療給付や、人間ドックなどの保険事業の会計です。

大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計 5,162万円 ＋19.13％19.13％
●大津町、南阿蘇村（旧長陽村）、菊陽町、菊池市（旧旭志村、旧泗水町）、合志市（旧合志町）の市町村で 1,108haの共有財産、
　緑資源公団の分収育林管理などの会計です。

介護保険特別会計 27億4,576万円 ＋0.20％
●高齢者の皆さんの介護に関するサービス給付が主な会計です。

後期高齢者医療特別会計 3億6,546万円 ＋3.32％＋3.32％
●熊本県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者の皆さんの医療給付に伴う保険料、健診などが主な会計です。

工業用水道事業会計 8,758万円 ＋9.27％
　　　　　●熊本中核工業団地内の工場で使用される工業用の水道給水を行うために設けられた会計です。

公共下水道事業会計 16億5,457万円 ＋7.02％
　　　　　●生活環境の向上と河川の汚濁防止などを目的に、生活雑排水などの処理施設を整備する会計です。

農業集落排水事業会計 ２億4,050万円 ＋0.12％
●農村地帯の生活環境の向上と河川の汚濁防止などを目的に、生活雑排水などの処理施設を整備する会計です。

合 計 221億3,497万円 －12.96％

※骨格予算のため、投資的経費は今後の補正予算で計上する予定です。
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