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◆ 基 本 目 標 

三 春 町 長    

 

わが国の経済状況は、「景気は、緩やかに回復している」とのことであり、今回の

景気回復期間は戦後最長に並んだと見られています。 

また、本町においては平成３１年度には固定資産税等の増加により町税収入の増加

が見込まれるものの、本町の財政は、依然として一般財源の確保が課題となっていま

す。 

これらの状況を踏まえ、平成３１年度の予算編成に当たっては、将来に向け持続可

能な行財政運営を確立するため、別に実施した事業見直しの結果を反映させるなどし

て経常経費を抑制し、また、維持補修工事については事業内容を精査したうえで財源

を確保するなど、健全財政を維持できるよう努力したところであります。 

一方で、平成３１年１０月から予定されている幼児教育無償化への対応や、今年度

実施設計に着手している役場庁舎新築工事に要する経費、さらには、町民が安心して

生活するための社会保障費、定住・交流人口の拡大につながる取組などに財源を重点

的に配分し、予算を編成したところです。 

予算の執行に当たっては、現場主義を徹底し、町民や議会、各種団体等からの御意

見を聴くとともに、課の枠組みにとらわれることなく組織横断的な連携を図りながら

取り組む考えであります。 

施策への取り組みを通じ、町民が自立的で豊かに暮らすことができるような「夢」

や「将来への希望」を持てるまちづくりを進め、第７次三春町長期計画に掲げる将来

像である「豊かな自然・歴史・文化に育まれ未来に輝く元気なまち 三春」を実現し

てまいりたいと考えております。 



◆ 会計別予算規模 

    平成３１年度の予算総額は、１４６億７，９３８万円となり、平成３０年度と比較すると１７億３，２１８万円の増、増減

率では１３．４％の増となっております。また、一般会計の予算規模については、７９億８，２３８万円となっており、 

平成３０年度と比較しますと９億４，６１１万円、１３．４％の増となっております。 

※各会計の合計と総計が一致していないのは、端数整理によりものです。 

▼ 一般会計 予算総額の推移（5ヵ年）             
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▼ 一般会計にみる町民 １人あたりの金額 

 

 

 

一般会計とは    町税や地方交付税などを主な財源として、福祉や教育、道路や公園の整備など、さまざまな

分野の仕事を行うための会計で、多くの事業やサービスは、この一般会計で行っています。 

特別会計とは    国民健康保険や町営バスのように、保険料や使用料などの特定の収入により特定の事業を

行うため、一般会計と区分して設けられている会計です。 

公営企業会計とは   地方公営企業法の適用を受けて、地方公共団体が経営する病院や水道事業のように、

その事業収入により経営を行うために設けられている会計です。

会   計   名 ３１年度 ３０年度 対前年比 

一 般 会 計 ７９億８，２３８万円 ７０億３，６２７万円 １３．４％ 

特 

別 

会 

計 

国民健康保険特別会計 １７億７，８７８万円 １６億６，０２０万円 ７．１％ 

後期高齢者医療特別会計 １億８，０５６万円 １億８，４９８万円  △２．４％ 

介護保険特別会計 １８億 ８２６万円 １７億４，５６７万円 ３．６％ 

町営バス事業特別会計 ９，２２４万円 ９，４５９万円 △２．５％ 

放射性物質対策特別会計 １０億７，９７７万円 ４億３，５４２万円 １４８．０％ 

企

業

会

計 

病 院 事 業 会 計 １億７，７１０万円 １億６，２１６万円  ９．２％ 

水 道 事 業 会 計 ６億 ７１０万円 ６億８，２３０万円 △１１．０％ 

下水道事業等会計 ７億９，３５５万円 ７億７，３２６万円 ２．６％ 

宅地造成事業会計 １億７，９６５万円 １億７，２３５万円 ４．２％ 

 総      計 １４６億７，９３８万円 １２９億４，７２０万円 １３．４％ 

 使われるお金  ４５３，２１０円 
 負担する町税   １０４，３０９円 

※人口１７，６１３人（平成３１年４月１日現在 三春町現住人口） 



 第７次三春町長期計画と平成３１年度の重点施策の体系  

  基本理念                基本方針           項目         平成３１年度重点施策 

一  豊かな自

然を愛し、美し
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豊かな心と文化

を育む 

まちづくり 

誰もが健やかに

暮らせる 

まちづくり 

産業が育ち魅力と

活力にあふれる  

まちづくり 

●東日本大震災復興分野 

●防災災害対策分野 

●交通安全・防犯分野 

 

●道路・公共交通分野 

●上下水道分野 

●環境リサイクル・ 

新エネルギー分野 

●住宅政策分野 

●景観維持・土地利用分野  

 

●子育て支援分野 

●幼児教育・保育分野 

●学校教育分野 

●青少年健全育成分野 

●生涯学習・文化・ 

スポーツ分野 

●健康づくり分野 

●地域医療分野 

●高齢者福祉分野 

●障がい者福祉分野 

●農林業分野 

●商工業分野 

●観光振興分野 

●歴史・文化財保存活用

分野 

●交流・定住促進分野 

重点施策１ 

 誰もが安全安心に

暮らせるまちづくり

（安全・安心分野） 

重点施策２ 

住みよい美しい環

境で暮らせるまち

づくり 

（生活基盤環境分野） 

重点施策３ 

豊かな心と文化を

育むまちづくり 

（子育て・教育・文

化分野） 

重点施策４ 

誰もが健やかに暮

らせるまちづくり 

（健康・医療・福祉

分野） 

重点施策５ 

産業が育ち魅力と 

活力にあふれるまち 

づくり 

（産業振興分野） 

 

重点施策６ 

協働と町民参画による 

自立したまちづくり 

（協働 

・行財政経営分野） 

 

一  歴史と文

化財を大切に

し、ゆかしい町

をつくりまし

よう。 

一  思いやり

のある心を育

て、うるおいの

ある町をつく

りましよう。 

一  スポーツ

に親しみ、明る

い町をつくり

ましよう。 

一  働くこと

を尊び、活力の

ある町をつく

りましよう。 

協働と町民参画 

による自立した

まちづくり 
●町民参画推進分野 

●広報広聴 

・情報公開分野 

●行財政経営分野 



 

 

重点施策１  

誰もが安全安心に暮らせる 

まちづくり（安全・安心分野）   

 

■ 地域防災力の強化等による災害に強いまちづくり  

【消防費等】 （総務課） 

非常備消防費        ４，３０９万円

消防団を中核とした地域防災力の充実を図るた 

め、消防団活動を支援します。 

消防施設整備事業      １，０６５万円 

消防力の向上を図るため、防火水槽や屯所の修

繕、消防施設の修繕、消防用資機材の購入等を行

います。（北町屯所トイレ改修、中郷第２部屯所屋

根修繕工事など） 

防災基盤整備事業       ３，８８８万円 

町民の安全を確保するため、三春第２部屯所新

築に係る設計業務や小型ポンプ付積載車等を３台

整備します。 

地区集会施設に対する補助金    ２００万円 

地区集会所の改築・修繕等に補助金を交付しま

す。 

自主防災会活動及び除雪作業用燃料費支援 ７８万円 

各地区の自主防災会活動及び除雪作業用燃料費

を支援します。 

 

 

   【三春町消防団春季検閲式の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 交通安全対策・防犯対策の充実 

【総務費】 （総務課） 

交通安全施設整備事業       ２３３万円 

危険箇所を調査し、カーブミラーの購入、区画

線設置等の工事を行います。 

防犯灯設置及び維持管理事業   ９７９万円 

ＬＥＤ防犯灯の新設、維持工事を実施します。 

   また、各地区の防犯灯の電気料及び維持管理に 

   係る経費の一部の助成を行います。 

高齢者運転免許自主返納支援事業  １２万円 

運転免許証を自主返納した 70歳以上の高齢者 

に対し、町営バス回数券を交付する。 

 

■ 放射線管理及び健康管理の実施、風評被害払拭

の取組 

【放射性物質対策特別会計】（住民課ほか） 

食品等放射能測定事業       ７８３万円 

「三春の里ベクレルセンター」で、自家消費野

菜等の放射線物質を測定し、安全性の確認と風評

被害の払拭に取り組みます。 

学校給食等食材検査事業       １４９万円 

小中学校、保育所の給食用食材の放射性物質

検査を継続実施します。 

教育施設の地下水、プール等水質検査事業   ８９万円 

町民プール、小中学校のプール、地下水利用

の施設の水質検査を継続実施します。 

農業系汚染廃棄物対策事業     １４９万円 

  一時保管場所の堆肥等の保管管理を行います。 

農作物吸収抑制対策事業      ５３８万円 

  牧草地において、放射性物質の吸収抑制を図

るためカリ肥料を配布します。 

指定廃棄物保管管理業務      ６３６万円 

  １ｷﾛｸﾞﾗﾑ当たり 8,000 ﾍﾞｸﾚﾙを超えた焼却灰等

の汚染廃棄物について、測定及び保管管理業務

を行います。 

ふくしま森林再生事業   １億７，３８１万円 

  林業従事者や地域住民の不安を取り除くため

放射性物質対策を講じ、森林・林業の再生を図

ります。 

平平成成３３１１年年度度のの主主なな事事業業をを紹紹介介ししまますす  



町民の健康管理事業         ２３１万円 

三春実生プロジェクトと協働で未就学児や妊婦

等に線量計の貸与を継続して実施します。 

小中学生内部被ばく量検査事業  １，０５９万円 

民間医療機関にてホールボディカウンターによ

る小中学生の内部被ばく量の測定、甲状腺検査を

実施します。 

継続モニタリング調査業務      ７２２万円 

住宅除染完了地区の１割程度を抽出し、継続し

てモニタリング調査を実施します。 

農産物販売力強化事業（一般会計）  １５０万円 

首都圏等において町内農産物の直売を実施し、

消費拡大を図ります。 

農産物風評対策事業（一般会計）    ３０万円 

首都圏等において町内農産物の風評被害の払拭

を図ります。 

 

■「三春町除染実施計画」に基づく仮置き場の適切

な維持管理 

【放射性物質対策特別会計】(住民課） 

仮置場管理費          ９，７３６万円 

除染廃棄物の管理や放射線量のモニタリングを 

行います。 

可燃性廃棄物搬出準備業務  ６億７，６５０万円 

葛尾村仮設焼却場へ円滑な搬出をするため、仮

置場内の除染廃棄物を可燃物と不燃物に分け詰替

えを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【環境省による中間貯蔵施設への輸送の様子】 

 

 

 

 

 

重点施策２ 

住みよい美しい環境で暮らせる 

まちづくり（生活基盤環境分野） 

 

■ 道路等の維持管理、公共交通網の充実 

【土木費・町営バス事業特別会計】 （建設課・住民課） 

安全・安心な道路整備を促進するため、次の路線

の整備に取り組みます。 

幹線道路整備事業        ６，０１６万円 

【予算の内訳】 

四反田富沢線舗装補修工事 

舗装補修工事Ｌ＝340ｍ Ｗ＝6.0(7.5)ｍ 

下舞木山田線舗装補修工事 

舗装補修工事Ｌ＝320ｍ Ｗ＝6.0(12.0)ｍ 

道路改良事業          ６，３６０万円 

【予算の内訳】 

下舞木岩本線外道路改良事業 

物件移転補償 N=5 棟 

五本木垢潜薬師道線道路改良工事 

改良工事Ｌ＝427ｍ Ｗ＝4.5(5.5)ｍ 

垣之内辻線舗装補修工事 

補修改良工事Ｌ＝200ｍ Ｗ＝5.0ｍ 

古内線舗装補修工事 

補修改良工事Ｌ＝270ｍ Ｗ＝5.9ｍ 

新町恵下越線道路整備工事 

補修改良工事Ｌ＝90ｍ Ｗ＝3.0ｍ 

町道等維持工事         ３，５００万円 

各まちづくり協会等からの要望に応え、町道、

農道、水路等の維持補修工事を行います。 

西部地区住環境整備事業       ５００万円 

住環境整備を図るため、岩江地区の側溝改修等

工事を行います。 

生活道路整備事業助成金     １，０００万円 

地域が自ら生活道路の整備に取り組む場合、 

１地区 100万円を上限に補助します。 

 橋梁点検補修事業        ５，８７０万円 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき三春西大橋ほか

2 橋の橋梁の改修を行う。また、5ヶ年計画で橋梁

（全 80橋）の総点検を行い、効率的な維持管理に

つなげる。平成 31 年度は、古沢目橋ほか 17 橋の

点検に加え、三春北大橋の耐震補強設計業務を行

います。 



 桜川沿線美化活動事業         ４６万円 

地域住民と協働により、河川改修が完了した桜

川沿線を花で飾り、「うるおい」と「安らぎ」の空

間を整備します。 

町営バス運行（町営バス事業特別会計） ６，６８０万円 

通勤、通学、通院など、町民の足として町営バ

スを運行します。 

 

■ ごみ減量・リサイクルの推進、省エネルギー・新 

エネルギー取組の推進 

【衛生費ほか】 （住民課ほか） 

 清掃センター運営管理     １億６，１８８万円 

定期ごみ収集運搬業務、搬入ごみ処理業務、清 

  掃センター窓口管理業務等の委託や施設の運営管

理を行います。 

住宅用太陽光発電設備等設置補助事業 ２４１万円 

再生可能エネルギーの導入を促進するため、住宅

用太陽光パネル及び蓄電池の設置者に対して補助

金を交付します。（太陽光パネル１kW 当り 1.5万円

（上限 7.5万円）、蓄電池１kWh 当り 3 万円（上限

30 万円）） 

照明器具ＬＥＤ工事       ３，３１３万円 

町民体育館や三春病院の照明機器をＬＥＤ化し

ます。 

 

■ 町営住宅の維持管理、上下水道の維持管理 

【土木費・水道事業、下水道事業会計】  （建設課・企業局） 

町営住宅の改修等        ２，９１７万円 

公営住宅等長寿命化計画に基づき、町営住宅の

改修を行います。 

やしまだい団地改修工事 

沼倉団地９号棟解体工事 など 

水道事業施設の改良等      ３，４００万円 

【予算の内訳】 

新配水管布設工事 

 込木字宮ノ下地内および会下谷地内において、

水道配水本管の布設工事を行います。 

浄水場ポンプ等更新工事 

耐用年数を超えた次亜注入ポンプ、蓄電池の更

新工事を行います。 

 

 

下水道事業施設の改良等     ６，０００万円 

新下水道施設長寿命化システム整備 

公共下水道事業と農業集落排水事業において、修

繕費用を平準化できるように点検結果をシステム

化します。 

 （管理経費として） 

  新担橋地内マンホールポンプ修繕 

   地形的に低い所に集めた汚水を圧送するための

施設であるマンホールポンプの修繕を行います。 

新自家用発電機点検業務 

   下舞木農業集落排水処理場自家用発電機の本格

的な点検を行う。 

 

 ■ 住環境の向上、空き地空き家対策の推進 

【土木費】       （建設課） 

木造住宅耐震診断者派遣事業     ３７万円 

耐震診断者を派遣し木造住宅の耐震診断を行い

ます。 

木造住宅耐震改修促進事業補助   １００万円 

木造住宅耐震診断結果により、改修費用を補助

します。 

新建築物吹付けアスベスト等含有調査補助 ５０万円 

吹付アスベスト等含有調査を行う町内の民間業

者に対し、その経費の一部または全部を補助しま

す。 

賃貸住宅建設促進事業奨励金    ３５６万円 

民間賃貸住宅の建設者に対し、戸あたり部屋数

に応じて建設費用を補助します。また、固定資産

税相当額を奨励金として交付します。 

空き家改修等及び除却事業補助   ９５０万円 

町内の建築業者を利用して空き家の改修等及び

除却を行う方に対して補助します。 

住宅取得奨励金交付事業      ３１７万円 

町内の建築業者を利用して町内に新築住宅を取

得した方に対して奨励金を交付します。 

新城山公園、担橋公園遊具撤去   １０８万円 

 城山公園や担橋公園などに設置してある老朽化

した遊具を撤去します。 

 新過足農村公園階段手摺設置工事  １２１万円 

   過足農村公園の階段に手摺を設置します。 

新小金滝公衆トイレ解体工事     ９２万円 

老朽化した小金滝公衆トイレを解体します。 



 

重点施策３ 

豊かな心と文化を育むまちづくり 

（子育て・教育・文化分野） 

 

■ 保育環境・保育内容の充実 

【民生費・衛生費・教育費】（子育て支援課ほか） 

第１保育所の指定管理運営    ９，８８３万円 

新第２保育所の指定管理運営   ９，６５１万円 

星総合病院を指定管理者として、公設民営によ

り運営します。 

すくすく赤ちゃん応援事業      ８７５万円 

育児に係る経済的負担の軽減を図るため、紙お

むつ、粉ミルクを購入できる助成券（０歳～１歳

未満、１歳～２歳未満にそれぞれ 30,000 円）を支

給します。 

多子世帯養育支援事業        ５７７万円 

18 歳未満の子ども３人以上を養育している世帯

の第３子以降の乳幼児を在宅等で養育している場

合、月 5,900円を支給します。また、18歳未満の

子どもを２人以上養育している低所得世帯の第２

子の乳幼児を在宅等で養育している場合、月 5,000

円を支給します。 

多子世帯保育料負担軽減事業      ２４万円 

18 歳未満の子どもを３人以上養育している世帯

の第３子以降で、３歳未満の乳幼児が認可外の保

育施設等に入所している場合、補助金を交付しま

す。 

多子世帯保育料無料化事業 

（金額は保育料予算の中で対応） 

子ども・子育て支援新制度に移行した保育所・

幼稚園に入園している場合、18 歳未満の子どもを

3 人以上養育している世帯の第 3子以降の保育料

を無料にします。また、18歳未満の子どもを 2人

以上養育している低所得世帯の第 2 子の保育料を

無料にします。18歳未満児を複数養育する世帯の

第 2子の保育料は半額とします。 

子ども・子育て支援給付等事業 １億４，１６０万円 

子ども・子育て支援新制度に基づき、町に住所

を有する子どもが入所する認定こども園、小規模

保育事業等に対し給付費等を給付します。 

 

産前・産後サポート事業        ９９万円 

助産師によるままカフェの開催や、産後１年以

内の母子に対して、日帰りや宿泊により心身のケ

アや育児のサポートを行い、産後も安心して子育

てができるよう支援します。 

子育て世代包括支援事業       ３４８万円 

母子保健に関する専門職員（保健師等）を配置

し、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な

提供を通じて妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進

に関する包括的な支援を行い、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目のない支援を提供します。 

子育て支援医療費助成事業    ７，２６９万円 

子育てに係る負担の軽減と子どもの健康の保持

増進を図るため、高校３年生までの医療費を無料

とします。 

ファミリーサポートセンター支援事業  ５２万円 

みはるファミリーサポートセンターの運営補助

と利用料の 1/2 を町が助成します。 

放課後子ども総合プラン推進事業（まほらっこ教室）１，６７２万円 

小学校単位に開催し、地区民の協力を得て放課

後の子どもの安全・安心な居場所を確保し、地域

の実情や特色を生かした体験活動や交流等の事業

を展開します。なお、放課後児童クラブのない中

妻教室、中郷教室、沢石教室において、まほらっ

こ教室の時間延長及び長期休暇中の教室を継続し

て実施します。 

児童クラブ運営事業       ５，１１５万円 

児童に健全な遊びや生活の場を与えるため、わ

んぱくクラブ、御木沢児童クラブ、岩江児童クラ

ブを運営します。 

地域子育て支援センター事業   １，１１６万円 

就学前の子どもたちとその家族を中心に、安心

して遊び、気軽に相談できる、親と子のための場

所です。 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て支援センター】 



■ 教育環境の充実 

【教育費】 （教育課） 

小学校施設設備改修工事     ３，７６１万円 

   安全・安心な学習環境を整えるため、施設の維

持管理、児童の健康管理等に対応します。 

【予算の内訳】 

岩江小学校外壁改修・屋根防水改修工事 

岩江小学校教室間仕切り工事 

三春小学校体育館床改修工事 

中学校施設設備改修工事        ２５万円 

   安全・安心な学習環境を整えるため、施設の維

持管理、生徒の健康管理等に対応します。 

【予算の内訳】 

三春中学校排水工事 

 

■ 確かな学力・生きる力の育成 

【 教 育 費 ・ 町 営 バ ス 事 業 特 別 会 計 】 （教育課） 

基礎学力向上推進事業         １１８万円 

小・中学校学力検査の実施により、基礎学力の向

上を図ります。 

英語・漢字検定費補助         １００万円 

  中学生が英語・漢字検定を受検する場合、それぞ

れ年１回分を補助します。 

三春中スクールバス運行事業（町営バス事業特別会計） ２，５４４万円 

遠距離通学対応としてｽｸｰﾙﾊﾞｽを運行します。 

特色ある学校づくり支援交付金     ２１６万円 

各小中学校が主体的に実施する特色ある学校づく

り事業に交付金を交付します。 

フッ化物洗口事業            ４７万円 

町内幼稚園、保育所、小学校の幼児児童に加え、

新たに中学生を対象として歯の健康増進を図ります。 

特別支援学級費          ２，９４０万円 

特別支援学級の学習環境の充実を図ります。 

スクールソーシャルワーカー派遣事業  ２２８万円 

学校にスクールソーシャルワーカーを派遣します。 

スクールカウンセラー派遣事業      ２５万円 

県が行っているスクールカウンセラー派遣事業に

加え、町が派遣回数を増加します。 

 

 

 

 

■ 生涯学習・文化環境の充実、スポーツの振興 

【教育費】 （生涯学習課）  

全国大会開催交付金           ８０万円 

全国大会の開催に係る経費に対して交付金を交付

します。 

スポーツ団体活動交付金        ２２１万円 

体育協会登録団体、スポーツ少年団等の活動に係 

る経費に対して交付金を交付します。 

新東北総合大会アーチェリー競技負担金  ５０万円 

第４６回東北総合体育大会のアーチェリー競技が

三春町で開催されます。 

新町民体育館屋上防水改修工事   １，２００万円 

雨漏りが確認されていることもあり、施設の長寿

命化を図るための防水工事を行います。 

さくら湖マラソン大会         ２１０万円 

自然豊かな三春ダム周辺を会場に、第２２回さく

ら湖マラソン大会を開催します。 

 

 

【さくら湖マラソン大会の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重点施策４ 

誰もが健やかに暮らせるまちづくり 

（健康・医療・福祉分野） 

 

■ 町民の健康増進 

【衛生費】    （保健福祉課・子育て支援課） 

予防接種事業                 

 【予算の内訳】 

子どものインフルエンザワクチン接種助成    ５１８万円 

  幼児、小・中学生は 1回上限 3,100円、2 回目上

限 2,000 円を助成します。 

おたふくかぜワクチン・ロタウイルスワクチン助成 １６０万円 

おたふくかぜワクチンは 1人あたり 4,000 円の

助成、ロタウイルスワクチンは 1人あたり 12,000

円の助成を行い、子どもの疾病を予防します。 

 成人風しんワクチン接種・抗体検査助成   ５３万円 

妊娠を希望する女性及び配偶者に対し助成しま 

す。※また、風疹抗体保有率が低いとされる昭和

37年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生まれの男性に

対しても、予防接種法に基づき助成を行います。 

 高齢者の法定接種事業     １，３２４万円 

  65歳以上の法で定める対象者は、インフルエン

ザが自己負担 1,400円で、肺炎球菌ワクチンが自

己負担 1,000円で接種できます。 

 子ども法定接種事業      ２，６６２万円 

  法に基づく 10 種類 12疾病のワクチンが全て無

料で接種できます。 

成人健康診査事業        ３，９０５万円 

健康の保持増進、疾病の早期発見、早期治療に

結びつけ、更に生活習慣の改善を促進します。 

妊婦健康診査事業        １，４０３万円 

すべての妊婦に対して 15回までの健診費用を公

費負担し、また、妊婦歯科健診、産後 1ヶ月健診、

新生児聴覚検査費用の助成を行います。 

乳幼児健康診査事業         ５３１万円 

乳幼児の内科・歯科診察、身体測定等を行いま

す。また、幼児のむし歯保有率が高いことから、1

歳 6ヵ月～4 歳まで計 6回、無料でフッ素塗布を実

施し、むし歯予防の強化を図ります。 

 

 

 

■ 地域医療の充実 

【衛生費】 （保健福祉課・子育て支援課） 

三春病院事業負担金      ８，６０８万円 

町立三春病院の備品等の更新及び施設設備の修

繕工事を行い、安全な医療環境を整備します。 

田村地方在宅当番医制事業      １７４万円 

休日当番医制事業を委託し、田村地方夜間診療

所の周知を図り、町民の休日・夜間一次救急体制

を確保します。 

特定不妊治療費助成事業       １５３万円 

不妊治療に伴う経済的負担を軽減するため、治

療費の助成を行います。 

■ 高齢者福祉・障がい者福祉の充実 

【 民 生 費 ・ 介 護 保 険 特 別 会 計 】（保健福祉課） 

老人福祉施設（養護老人ホーム）入所措置事業 ５，８０２万円 

養護老人ホーム入所者の経費を負担します。 

障がい者福祉事業（扶助費） ３億５，９４９万円 

施設サービスや居宅サービス等によって障がい

者を支援し、安心安全な生活の確保と社会参加を

促進します。 

障がい者相談支援事業      １，５８０万円 

障がい者の相談支援業務を、町内相談支援事業

所に委託します。  

意思疎通支援事業          １０２万円 

手話通訳者等の派遣を行うとともに手話奉仕員

養成講座を開催します。 

難聴児補聴器購入費助成事業       ８万円 

   難聴児の補聴器購入費の一部を助成します。 

認知症総合支援事業         ６７５万円 

    認知症の方とその家族、地域住民が集える場づ

くりや、地域での見守り、専門職による早期支援

等を実施します。 

にこにこ元気塾（通所型介護予防）事業 １，８６２万円 

各地区集会施設等で、通所型介護予防事業を実

施します。 

 

 

 

 

 

 

【にこにこ元気塾の様子】 



 

重点施策５ 

産業が育ち魅力と活力にあふれる 

まちづくり（産業振興分野） 

 

■ 農業担い手育成の取組、６次産業化の推進、水 

 田の維持保全、森林資源の再生 

【農林水産費】 （産業課） 

担い手育成費                  

新規就農者、農業研修者に対し、初期費用や住

居費用を支援し、新規就農者の確保、育成を図り

ます。 

  農業次世代育成資金交付金     ３００万円 

  新規就農者等居住費補助金      ４８万円 

  新規就農者応援給付金       １１０万円 

水田農業推進事業          ３０４万円 

米の価格安定を図るため、需要に応じた米生産

の取り組みについて、地域農業再生協議会へ支援

を行います。 

中山間地域等直接支払交付金   ７，２７４万円               

中山間地域での農業が担う役割を維持するため、

集落が共同で取り組む３０協定地区を支援し、良

好な農村環境の保全を図ります。 

多面的機能支払交付金      ３，８３２万円               

  農村が持つ多面的機能を維持するため、集落が

共同で取り組む２８協定地区を支援します。 

鳥獣被害対策事業          ４９７万円               

農作物の被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲

等を実施します。また、電気柵資材購入補助金や、

新規狩猟者育成事業補助金を交付します。 

畜産振興事業            ２０５万円               

良質牛の生産を図るための優良基礎雌牛導入や、

酪農の生産安定を図るための優良乳牛導入に補助

金を交付します。 

林業振興事業            ６４６万円 

森林環境を適正に管理するため、森林台帳を整

備します。 

 

 

 

 

 

■ 商業の活性化及び工業の振興、雇用促進の取組   

【商工費】   （産業課） 

工場立地促進奨励金       ５，９１７万円               

町内工業団地に立地した企業に対し、町工場立

地促進条例に基づき奨励金を交付します。 

街なか賑わい創出事業        １５５万円               

空き店舗を活用した小売店舗等の改修費や家賃

等を助成します。 

三春町商工振興補助金         ７００万円 

三春町商工会の運営事業に補助し、町内商工業

者の経営の振興と安定を図ります。 

 

■ 通年型観光の推進、魅力発信の強化、福島県環境 

創造センターとの連携 

【 商 工 費 ・ 教 育 費 】（産業課・生涯学習課） 

滝桜観光対策業務委託      ５，３３０万円 

平成 31年度の滝桜開花時の駐車場管理運営、観

桜料徴収や渋滞緩和対策、観光客へのサービス提

供に関する業務と、平成 32 年度の滝桜観光対策に

かかる準備を行います。 

観光振興事業業務          １，８０１万円 

観光ＰＲや三春盆踊り大会、紅葉ライトアップ

等年間を通した観光振興業務を行います。 

新愛姫アニメーション制作業務・ＰＲ業務３，０００万円 

地方創生推進交付金事業により、愛姫を活用し

た観光ＰＲの取組を行います。 

観光振興イベント補助金       １３０万円 

三春桜歌謡祭等、観光振興イベントを開催する

団体等へ補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【愛姫行列の様子】 

 

 

 



文化財・伝統芸能の保護及び活用  

【教育費】   （生涯学習課） 

新紫雲閣修繕調査設計業務委託    ２２２万円 

老朽化した紫雲閣の改修に係る、調査・設計を行

います。 

■ 地域間交流及び国際交流の推進、定住人口増加 

施策の推進 

 【 総 務 費 ・ 教 育 費 】（企画政策課ほか） 

地域交流事業           ５４万円 

東京都目黒区等と合宿受入れ・イベントへの参

加・産直野菜の出店等により、交流を推進します。 

国際交流事業           ５９３万円 

ライスレイクの家の管理運営を NPO 法人三春町

国際交流協会に委託（指定管理）するとともに、

国際交流事業を推進します。 

拡奨学金返還支援事業       ６００万円  

三春町に住民票を登録し、就業した人に対し、

奨学金返済の支援を行います。 

若者出会いの場創出事業      １００万円  

独身男女の出会いを促進する若者交流促進イベ

ントを開催します。 

 

重点施策６ 

協働と町民参画による自立した 

まちづくり（協働・行財政経営分野） 

 

■ 地域運営組織の活性化、ボランティア活動への支援 

【総務費】 （総務課） 

 まちづくり協会運営交付金      ８２１万円 

各地区まちづくり協会の活動を支援するため、

交付金を交付します。 

 

■ 役場新庁舎の整備、公共施設等の維持管理 

【総務費・教育費】 （財務課・生涯学習課） 

新役場庁舎整備事業     ６億７，４８８万円 

三春町役場庁舎新築工事実施設計に基づき、２

カ年で庁舎を建設します。 

交流館等改修事業         ５，８２１万円 

  【予算の内訳】 

新まほら空調設備工事 

新まほら舞台照明設備工事 

新まほら館内温度管理装置修繕工事   

■ 行財政改革の推進 

【総務費】 （財務課） 

 地方公会計整備推進費         ９６万円 

統一基準による地方公会計制度に対応するため

の、システム運用等の経費です。 

 

 

 

【三春町マスコットキャラクター“こまりん”】 



重点施策のほかにこんなことにも取り組みます。 

 

事業名 区分 主な内容 予算額 担当 

応急仮設住宅撤去業務

代理施工 

継続 残っている、応急仮設住宅の解体撤去を

進めます。（中妻分館前、貝山、旧中郷小

学校、狐田） 

４億４，８５０万円 企画政策課 

三春町長選挙費 新規 ９月２０日任期満了に伴う、町長選挙が

実施されます。 

２３３万円 総務課 

 

三春町議会議員一般選

挙費 

新規 ９月３０日任期満了に伴う、町議会議員

選挙が実施されます。 

１，２３０万円 総務課 

 

福島県議会議員一般選

挙費 

新規 １１月１９日任期満了に伴う、県議会議

員選挙が実施されます。 

９１７万円 総務課 

 

参議院議員通常選挙費 新規 ７月２８日任期満了に伴う、参議院議員

選挙が実施されます。 

１，０９４万円 総務課 

 

※選挙期日については決まり次第広報等でお知らせします。（町長選挙、町議会議員選挙の投開票日は９月８日とな

りました。） 

平成３０年度繰越事業 

橋梁点検事業 繰越 三春北大橋の点検業務を行います。 １，２５５万円 建設課 

 

仮置場管理費 繰越 葛尾村仮設焼却施設への効率的な搬出

とするため、可燃性廃棄物の袋詰め作業を

実施します。 

１億１，７５１万円 

 

住民課 

 



  （（（   資資資   料料料   編編編   ）））   

      予予  算算  のの  概概  要要  

  

    三春町の平成３１年度一般会計予算は  ７７９９億億８８，，２２３３８８万万円円  です。 

   平成３０年度当初予算の７０億３，６２７万円と比べ９億４，６１１万円の増額です。 

 

 

  

一般会計当初予算（歳入）

町税

1,837,186千円

（23.0%）

分担金及び負担金

38,111千円（0.5%）

使用料及び手数料

112,707千円

（1.4%）

財産収入

24,733千円

（0.3%）

寄附金

1,506千円

（0.0%）

繰入金

461,155千円

（5.8%）

繰越金

60,000千円

（0.8%）

諸収入

196,410千円

（2.5%）

地方交付税

2,455,720千円

（30.8%）

国庫支出金

544,348千円

（6.8%）

県支出金

935,824千円

（11.7%）

地方譲与税

101,925千円

（1.3%）

利子割交付金

2,700千円 （0.0%）

配当割交付金

5,700千円（0.1%）

株式等譲渡所得割交付金

2,100千円（0.0%）

地方消費税交付金

339,000千円

（4.3%）

自動車取得税交付金

10,900千円（0.1%）

地方特例交付金

10,000千円（0.1%）

交通安全対策特別交付金

1,700千円（0.0%）

町債

836,000千円

（10.5%）

環境性能割交付金

4,658千円（0.1%）

自主財源

2,731,808千円

（34.2%）

依存財源

5,250,575千円

（65.8%）

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端

数において合計とは合致しないものがある。

歳入総額
７，９８２，３８３千円

 

    自主財源・・・町が自ら収入することができるお金。町税や施設の使用料、窓口の手数料など。 

  依存財源・・・国や県から交付されるお金や借金。地方交付税や補助金、町債など。 

 

    入るお金（歳入）について 

   ◆ 町   税  前年度より７，３３７万円多い１８億３，７１９万円を見込みました。 

   ◆ 地方交付税  前年度より３，８８２万円多い２４億５，５７２万円を見込みました。これは庁舎

建設分を含む震災復興特別交付税２億６，５７２万円を計上しているためです。な

お、普通交付税は１億３，６００万円減の２０億５，０００万円を見込みました。 

   ◆ 県支出金   応急仮設住宅撤去業務代理施工や県議会議員一般選挙費県委託金などの増により、 

３億４，６６７万円増の９億３，５８２万円を見込みました。 

   ◆ 町債(借入金） 庁舎整備債、道路整備事業債、交流館債、臨時財政対策債など合わせて 

８億３，６００万円を計上しました。

歳歳  入入 



 

 

 

一般会計当初予算（歳出・性質別）

人件費

1,240,907千円

(15.6%)

公債費

626,036千円

(7.8%)

扶助費

788,409千円

(9.9%)

補助事業費

60,160千円

(0.8%)
単独事業費

1,407,943千円

(17.6%)

災害復旧事業費

12千円

(0.0%)

物件費

1,417,856千円

(17.8%)

補助費等

1,199,288千円

(15.0%)

繰出金

810,640千円

(10.2%)

維持補修費

166,297千円

(2.1%)

投資・出資・貸付金

204,964千円

(2.6%)

積立金

39,871千円

(0.5%)

予備費

20,000千円

(0.3%)

義務的経費

2,655,352千円

(33.3%)

投資的経費

1,468,115千円

(18.4%)

その他の経費

3,858,916千円

(48.3%)

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数におい

て合計とは合致しないものがある。

歳出総額
７，９８２，３８３千円

 

 

 義務的経費・・・歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費をいいます。極めて硬直性の強い経費
です。一般に、人件費、扶助費および公債費の合計をいいます。家計に例えると、家賃や光熱水費、ロ
ーンの返済などに似ています。必ず支払わなければならない経費です。 

 投資的経費・・・歳出のうち、その支出が資本形成に向けられるものをいいます。一般に、普通建設事業費、災害復旧
事業費および失業対策事業費の合計をいいます。 家計に例えると、家や車庫を建てるためのお金に似
ています。 

    出るお金（歳出）について 
◆ 義務的経費 

人 件 費：職員の給与・手当、議員報酬などの経費で １２億４，０９１万円。 
公 債 費：借入金の元金、利子を返済する経費で、６億２，６０４万円。 
扶 助 費：児童手当支給費、子育て支援医療費助成、障がい者給付、老人福祉施設入所費用など各種

扶助の経費で、７億８，８４１万円。 
◆ 投資的経費 

建 設 事 業：役場庁舎整備事業、町道改良等事業、応急仮設住宅撤去業務、やしまだい団地改修工事、 
まほら舞台照明設備等改修工事などの経費で、１４億６，８１１万円。 

◆ その他の経費 
物  件 費：臨時職員賃金、各業務、各種検診などの委託料、需用費、役務費などの経費で、 

１４億１，７８６万円。 
補 助 費 等：中山間地域等直接支払交付金、子ども・子育て支援事業給付費、田村広域行政組合負担金、

上水道事業、公共下水道事業、病院事業の負担金及び運営費用への補助金、各種団体への
補助金、負担金などの経費で、１１億９，９２９万円。 

繰 出 金：介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、町営バス特別会計、放射性物質対策特別会
計などへ支出される経費で、８億１，０６４万円。 

維持補修費：道路、橋梁などの補修、小中学校など公共施設を補修する経費で、１億６，６３０万円。 
投資・出資・貸付金：上水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業の建設事業

へ支出する経費などで、２億４９６万円。 
積 立 金：各基金への積立ての経費で、３，９８７万円。 

歳歳  出出 



       借借入入金金（（町町債債））とと預預金金（（基基金金））のの額額  

 

三春町の平成３１年度末の借入金残高は  ７７２２億億４４，，００５５７７万万円円となる見込みです。  

借入金残高は、ピーク時の平成１４年度末１３５億７，５５７万円から、定期償還・繰上償還、お

よび新規起債の抑制などにより減少し、平成３０年度末には６９億７，９５５万円となる見込みです。  

平成３１年度には、役場庁舎建設に係る借入れが生じることから、年度末残高７２億４，０５７万

円になる見込みです。 

 

▼ 借入金残高の推移（一般会計）（※平成３１年３月末日現在）          単位：億円 

 

平成３１年度末の借入金残高のうち、建設事業債の残高は５２億６，９２９万円、財源対策債の残

高は１９億７，１２８万円となります。なお、財源対策債の残高については交付税（臨時財政対策債

返済金）として措置されます。 

  企業会計（水道・下水道）にも２０億６，９２６万円の借入残高があります。 

 

 借入金（町債） 

自治体の借金は、地方債や起債と呼ばれて、町の場合は町債とも呼ばれます。 

自治体の予算には、その年度使うお金は、その年度に得る収入（町税や地方交付税）でまかなうことを基本と

した「会計年度独立の原則」があります。 

しかしながら、その年度で町民のみなさんからいただく税金や地方交付税などだけでは、多額の費用がかかる

施設の建設などを行うことが困難です。また、将来にわたって使用するような施設の建設費をその年度に住んで

いる住民の方だけが負担するよりも、その施設を利用することができる将来の住民の方も借金を返済する形で少

しずつ負担するとの考えもあります。 

そこで、自治体にも借入金を起こせる「起債」という制度があります。 

ただし、後年度負担が増えるため、やみくもに借り入れることは許されず、返済金の一部が後年度に地方交付

税で返ってくるようなものを中心として慎重な借り入れをしています。 

 



 

三春町の平成３１年度末の基金総額は  ２２８８億億１１，，８８００４４万万円円  となる見込みです。  

○ 財政調整基金額は、平成３０年度末に７億９，１９３万円となり、平成３１年度末には 

５億６６７万円となる見込みです。 

 

▼ 基金額の推移（一般会計）                      （単位：億円） 

 

 

   預金（基金） 

町には、土地や建物、物品や債権などさまざまな財産のほかに、一般家庭の預金に相当するといわれる基金が

あります。 

町の預金は、財政調整基金、減債基金、その他の目的基金に大きく分けられます。 

● 財政調整基金 

町ではいつもの年度と比べて収入が少なかったからといって行政サービスを低下させることはできません

し、逆に、いつもの年度より収入が多かったからといって全額を使うようなことはしてはいけません。この

ため、余裕のお金があれば預金として積み立てられ、災害などによりお金が不足するような時は、預金を切

り崩して賄います。このようにして積み立てられてきたお金が財政調整基金です。 

● 減債基金 

借金の返済金のためだけに使用することができる積立金です。 

● その他の目的基金 

   福祉基金や水道事業経営安定化基金、観光振興基金や文化財振興基金など、使う目的を決めた基金があり

ます。銀行などに預けているので利息なども積み立てます。 

 

 



      地地方方消消費費税税交交付付金金（（社社会会保保障障財財源源化化分分））のの使使途途ににつついいてて  
 

 平成 26年 4月 1 日に施行された消費税の税率改正に伴い、地方消費税の引き上げに伴う増収分については、 

その全てを社会保障施策に要する経費に充てるものとされ、その使途を明示することとされました。 

 当町においては、下表の事業に係る経費の一般財源に充当することとしています。 

 

【 歳 入 】  地方消費税交付金予算額       3億 3,900万円 

          うち社会保障財源化分（引上げ分） 1億 5,740万円 

 

【 歳 出 】  社会保障施策に要する予算額総額   23億 1,875万円 

 

                                           （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、人件費等を除いた一般財源の割合で按分して充当 

※社会保障施策に要するものとは、児童福祉や高齢者福祉、障害者福祉などの「社会福祉」、国民健康保険、介 

護保険、年金などの「社会保険」、医療や健康増進対策などの「保健衛生」に係るものとされています。 

国県
支出金

地方債 その他

うち地方消費
税交付金
（社会保障
財源化分）

社会福祉総務費 44,721 28 1 44,692 1,776

障がい者福祉費 380,039 262,816 1 117,222 15,173

老人福祉費 105,220 472 17,068 87,680 11,131

児童福祉総務費 308,225 220,578 87,647 7,645

保育総務費 22,793 6 22,787 254

認可外保育所費 43,832 16,194 781 26,857 0

保育所費 337,181 98,999 27,577 210,605 27,485

児童生活センター費 51,152 23,392 2,686 25,074 75

国民健康保険費 134,161 63,611 70,550 5,598

後期高齢者医療費 244,249 33,549 4,297 206,403 27,016

介護保険事業費 285,517 1,902 283,615 37,122

国民年金事務費 262 262 0 0

保健衛生総務費 40,468 193 40,275 1,354

予防費 87,618 2,237 747 84,634 10,826

母子保健費 118,953 44,066 74,887 7,222

三春病院費 114,359 78,280 36,079 4,722

2,318,750 768,106 131,637 1,419,007 157,400

民生費

衛生費

社会福祉費

保健衛生費

合　　　　　　　計

財源内訳

特定財源 一般財源

社
会
福
祉

社
会
保
険

民生費

社会福祉費

児童福祉費

項目

予算額

款 項 目
予算額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務G 人間ドック健康診断助成 職員 人間ドック受診助成 900

庶務G 季節性インフルエンザ予防接種助成 職員 インフルエンザ予防接種助成 248

庶務G 選挙郵便取扱費用 町長選挙 500

庶務G 選挙郵便取扱費用 町議選挙 800

庶務G 集計 2,448

文書情報G 統計調査員協議会交付金 協議会 H31に統計調査を実施 15

文書情報G 集計 15

自治防災G 交通安全協会三春町連合会交付金 安協三春町連合会
安全施設設置活動費交付金
ベビーシート貸付事業補助金

110

自治防災G 防犯灯維持費（電気料） 各地区防犯協会等 3,883

自治防災G 防犯灯維持費（修繕費） 各地区防犯協会等 2,485

自治防災G 町内会活動賠償傷害保険加入補助 区長会 町内会活動賠償保険加入補助 330

自治防災G 集会施設に対する補助金 建設及び修繕補助 2,000

自治防災G まちづくり協会運営交付金 各地区まちづくり協会 8,210

自治防災G 住民公益活動補助金 NPO団体（おやこ劇場） 活動補助金 100

自治防災G 消防団互助会交付金 2,176

自治防災G 住宅用火災警報器購入費補助金 非課税高齢者世帯 事業補助 60

自治防災G 各地区自主防災会 各地区自主防災会 自治防災連合会補助 390

自治防災G 除雪作業用燃料費補助金 各地区自主防災会
個人等所有の機械にて自主的に地区の道路等の

除雪を行った場合
392

自治防災G 集計 20,136

財務G 合併処理浄化槽 企業局 合併浄化槽事業補助、企業債償還利子等 4,521

財務G 上水道 企業局
ダム使用権管理費、企業債償還利子、水
道施設整備補助

18,883

財務G 農業集落排水 企業局 企業債償還利子等 12,523

財務G 公共下水道 企業局 企業債償還利子等 21,583

財務G 集計 57,510

企画政策G 地方バス路線維持対策事業補助金 福島交通㈱ 路線バス維持対策事業補助 8,474

企画政策G 奨学金返還支援事業 申請者 奨学金返還補助 6,000

企画政策G 結婚新生活支援事業補助金 該当者 引越し資金援助 600

企画政策G 集計 15,074

住民G 地方公共団体情報システム機構交付金
地方公共団体情報システ

ム機構
省令第37条第1項に規定する交付金 2,049

住民G 集計 2,049

生活環境G 火葬補助金 申請者 火葬場使用料補助 7,000

生活環境G 町営墓地環境整備 墓地管理組合 300

生活環境G 住宅用エネルギー設備等設置費補助金 申請者 2,400

生活環境G 集計 9,700

補助交付先
団体名

事業の内容
Ｈ31年度

予算

○補助金・交付金の状況

担当課 内容



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉G 福祉活動補助金 三春町社会福祉協議会 団体活動補助 7,206

社会福祉G 遺族会補助金 三春町遺族会 団体活動補助 50

社会福祉G 田村地区保護司会三春支部補助金
田村地区保護司会三春
支部

団体活動補助 90

社会福祉G 三春町更生保護女性会補助金 三春町更生保護女性会 団体活動補助 25

社会福祉G 難聴児補聴器購入費助成事業補助金 申請者 補聴器購入費補助 84

社会福祉G 障害者自動車改修費助成 申請者 自動車改修補助 100

社会福祉G 障害者自動車運転免許取得費助成金 申請者 自動車運転免許取得補助 100

社会福祉G 地域生活支援事業補助金 申請者 成年後見制度利用補助 542

社会福祉G 自発的活動支援事業補助金 障がい者団体等 団体活動補助 30

福祉G 集計 8,227

高齢者福祉G シルバー人材センター運営費補助金
三春町シルバー人材セ
ンター

団体活動補助 4,000

高齢者福祉G 老人クラブ育成補助金
各老人クラブ運営団体
各クラブ24団体＋連合

団体活動補助 1,424

高齢者福祉G
集計

5,424

健康づくりG 食生活改善推進員会補助金
三春町食生活改善推進
員会

50

健康づくりG 集計 50

子育て支援Ｇ 育児サークル運営補助金 育児サークル 団体運営補助金 150

子育て支援Ｇ 子育て支援助成金 申請者
18歳未満の子どもを養育している多子世帯の

幼児の保護者に対する支援
828

子育て支援Ｇ ファミリーサポートセンター補助金
ファミリーサポートセン
ター

民立民営ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ人件費
補助

310

子育て支援G 集計 1,288

保育Ｇ 多子世帯保育料軽減補助金 認可外分 240

保育Ｇ 私立幼稚園就園奨励費補助金 各幼稚園 幼稚園就園費用補助 7,921

保育G 集計 8,161

農林G 田んぼアート補助金 実施団体 田んぼアートへの助成 1,200

農林G 花と音楽祭事業補助金 ファームパークいわえ 花と音楽祭事業への助成 500

農林G 葉たばこ育苗共同施設運営補助金
三春葉たばこ共同育苗
組合

葉たばこ育苗施設の管理整備 70

農林G 農業振興団体運営補助金 三春町花木生産振興会 活動交付金 50

農林G 農業振興団体運営補助金
三春町たばこ耕作振興
協議会

活動交付金 50

農林G 農業振興団体運営補助金
三春ブルーベリー倶楽
部

活動交付金 30

農林G 農業近代化施設整備補助金 農業施設 400

農林G
売れる！大豆・麦・そば魅力ある産地づくり
事業補助金

50

農林G 園芸自動かん水装置導入事業 234

農林G 認定農業者協議会補助金
三春町認定農業者協議
会

30

農林G スーパーＬ資金利子補給補助金 スーパーL資金利子補給助成 17

農林G 新規就農者等住居費補助金 480

農林G
農業次世代人材育成資金交付金（経営開
始型）

新規就農者 3,000

農林G 新規就農者応援給付金
新規就農者（65歳まで）
3年間

1,100

農林G 地域農業再生協議会運営補助金 地域農業再生協議会 運営費、水田管理システム保守点検管理 2,640

農林G 中山間地域等直接支払交付金 30協定 共同取組への支援 72,211

農林G 多面的機能支払交付金 28協定 共同取組への支援 37,708

農林G 環境保全型農業直接支払交付金 農業者
地球温暖化防止事業費補助
生物多様性保全等事業費補助

340

補助交付先
団体名

事業の内容
Ｈ31年度

予算担当課 内容



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林G 葉たばこ病害対策補助金 南東北たばこ耕作組合 黄斑えそ病予防事業費補助 380

農林G 三春町土地改良区運営補助金 三春町土地改良区 職員給与等 2,838

農林G 三春町土地改良区償還金補助金 三春町土地改良区 償還補助 10,955

農林G 土地改良施設維持管理補助金 三春町土地改良区 施設維持 370

農林G 新規狩猟者育成事業補助金 300

農林G 鳥獣被害対策実施隊活動交付金
三春町鳥獣被害対策実
施隊

運営交付金、捕獲交付金 600

農林G 優良基礎雌牛導入事業補助金 三春町畜産振興協議会 優良基礎雌牛導入費補助 1,500

農林G 酪農協議会補助金 三春町酪農協議会 団体活動費補助 50

農林G 酪農ヘルパー事業補助金 福島県酪農協同組合 酪農家労働条件改善事業補助 50

農林G 乳牛増頭事業補助金 三春町酪農協議会 乳牛増頭事業補助 300

農林G 畜産振興協議会運営補助金 三春町畜産振興協議会 団体活動費補助 50

農林G 森林環境学習事業交付金 町内小中学校 960

農林G 森林の適正管理推進交付金 150

農林G 集計 138,613

商工観光G 労働福祉協議会補助金 三春町労働福祉協議会 運営補助 300

商工観光G 勤労者互助会事業補助金 三春町勤労者互助会 運営補助 35

商工観光G 商工振興補助金 三春町商工会 運営補助 7,000

商工観光G 経営塾運営補助金 三春経営塾 運営補助 100

商工観光G 街なか賑わい創出事業補助金 各実施者 空き店舗事業補助金 1,547

商工観光G 中小企業利子補給補助金 各対象者 利子補給補助 1,100

商工観光G 秋まつり事業実施運営交付金 実行委員会 運営交付金 3,500

商工観光G 工場立地促進条例奨励金 各対象企業 固定資産税相当額の交付 59,172

商工観光G 愛姫桜まつり関連事業参加団体補助金 各実施者 観光振興イベント補助金 300

商工観光G 三春桜歌謡祭補助金 三春桜まつり 観光振興イベント補助金 1,000

商工観光G 観光ガイドの会運営補助金 観光ガイドの会 運営補助 150

商工観光G 伝統的観光資源活用補助金 各対象者 伝統芸能等備品の購入、修繕等補助 60

商工観光G 三春さくらの会運営費補助金 三春さくらの会 運営補助 350

商工観光G 集計 74,614

建設G 生活道路整備事業助成交付金 10,000

建設G 集計 10,000

都市G 三春町景観整備等補助金 各実施者 景観活動・整備事業補助 1,500

都市G 集計 1,500

建築G 緑化補助金 各実施者 景観向上植栽工事補助 50

建築G 耐震改修促進事業補助金 各実施者 1,000

建築G 建築物吹付けアスベスト調査補助金 各実施者 500

建築G 空き家改修・除却事業補助金 各実施者 空き家改修除却補助 9,500

建築G 賃貸住宅建設促進事業奨励金 各実施者 賃貸住宅建設に対する助成 3,560

建築G 住宅取得奨励金 各実施者 住宅取得に対する助成 3,170

建築G 集計 17,780

補助交付先
団体名

事業の内容
Ｈ31年度

予算担当課 内容



学校教育G 町幼小中学校PTA連絡協議会交付金 30

学校教育G 教育支援委員会交付金 158

学校教育G 小学校教育振興費交付金 各小学校 特色ある学校づくり支援事業交付金含む 3,687

学校教育G 自転車通学生ヘルメット購入事業
各学校自転車通学父母
の会

自転車通学生徒(中学）父母の会ヘルメット購

入に対する補助
30

学校教育G 中学校教育振興費交付金
三春町小中学校教育研
究協議会

特色ある学校づくり支援事業交付金含む 4,612

学校教育G 保存食用食材購入事業
給食費振込み手数料21千円、岩江中炊飯加工賃

747千円、北保育所牛乳保存食17千円含む
1,119

学校教育G 集計 9,636

生涯学習Ｇ 婦人会連絡協議会運営補助金
三春町婦人会団体連絡
協議会

婦人会連絡協議会運営費補助 100

生涯学習Ｇ ボランティア活動支援交付金 ボランティア団体 団体活動費補助 200

生涯学習Ｇ 国際交流協会運営補助金 国際交流協会 400

生涯学習Ｇ 三春交流館運営協会交付金 三春交流館運営協会 自主事業費、事務局員費補助 6,100

生涯学習Ｇ さくら湖自然環境フォーラム運営補助金
さくら湖自然環境フォー
ラム実行委員会

さくら湖自然環境フォーラム事業費補助 250

生涯学習Ｇ 集計 7,050

社会体育Ｇ 体育協会補助金 三春町体育協会 体育協会活動補助金 220

社会体育Ｇ スポーツ少年団補助金 三春町スポ少年団 スポーツ少年団活動補助金 418

社会体育Ｇ さくら湖マラソン大会実行委員会補助金
さくら湖マラソン大会実
行委員会

マラソン大会実行委員会運営補助 2,100

社会体育Ｇ
うつくしま・みずウォーク実行委員会三春大
会補助金

うつくしま・みずウォーク
実行委員会

みずウォーク大会運営交付金 1,200

社会体育Ｇ ふくしま駅伝三春町実行委員会交付金
ふくしま駅伝三春町実
行委員会

参加負担金等 1,650

社会体育Ｇ スポーツ少年団活動交付金 各単位団体 活動交付金 1,500

社会体育Ｇ 体育協会活動交付金 71団体 活動交付金 710

社会体育Ｇ 全国大会開催団体交付金 800

社会体育Ｇ　集計 8,598

歴民 文化財保護保存団体育成交付金 320

歴民 文化財修理補助金 秋田氏御廟 39

歴民　集計 359

児童生活
センター

保護者会補助金
わんぱくクラブ保護者会

岩江児童クラブ保護者会

御木沢児童クラブ保護者会
団体運営補助金 360

児童生活セン
ター 集計

360

総計 398,592

補助交付先
団体名

事業の内容
Ｈ31年度

予算担当課 内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


