
  （（（   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２６年度一般会計予算は  ７７３３億億４４，，６６４４００万万円円  です。 

   平成２５年度予算の６７億６，７２０万円と比べ５億７，９２０万円の増額です。 

 

 

  

  

    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８０１万円多い１６億１，４１２万円を見込みました。 

   ◆ 地方交付税  前年度より２億３１６万円多い２６億２，２３７万円を見込みました。 

   ◆ 国庫支出金  臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金、道路整備費国庫補助金、子育て世帯臨時特

例給付金給付事業費国庫補助金などを合わせて６億４，２９７万円を計上しました。 

   ◆ 町債(借入金） 庁舎整備債２億円と学校教育施設等整備事業債など合わせて６億８，８４０万円を

計上しました。

歳歳  入入 



 

 

 

 

 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、家賃や高熱水費、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 １２億２，３２０万円。 
公債費  借入金の元金、利子を返済する経費で、８億６９３万円。 
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、７億７，２２０万円。 
◆ 投資的経費（建設事業） 

  四反田富沢線舗装補修、下舞木山田線舗装補修業、役場庁舎整備、消防ポンプ自動車購入、岩江小屋
上防水改修、中郷小屋上防水改修、中郷小体育館屋根改修、三春中冷暖房設備移設工事などの経費で、
１３億７，３９１万円。 

◆ 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、 

１１億２，６６７万円。 
補助費等  臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、ふくしま DC 三春おもてなし事業補助金、

などの新規事業や、郡山地方広域消防組合分担金、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、１０億２，６０１万円。 

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、７億３，１２３万円。 

   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、１億１，４２２万円。 
   投資・出資・貸付金   

歳歳  出出 



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、１億５５８万円。 

   積立金   老朽化等により今後増えてくる公有施設の修繕に備えた三春町公有施設整備基金への積
立金など、各基金への積立ての経費で、４，６４４万円。 



       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２６年度末の借入金残高は  ８８３３億億９９，，７７５５２２万万円円となる見込みです。  

借入金残高は、平成１４年度末の１３５億７，５５７万円をピークに減少し、平成２３年度には 

５０億５，３１６万円減の８５億２，２４１万円となりましたが、学校建設や台風災害などに係る借

入れにより、平成２４年度からの残高は、ほぼ横ばいとなる見込みです。 

 

▼ 借入金残高の推移（一般会計） 
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平成２６年度末の借入金残高は８３億９，７５２万円となる見込みで、建設事業債の残高は 

５４億６２４万円、財源対策債の残高は２９億９，１２８万円となります。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３５億５，７４０万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２６年度末の基金総額は  ２２５５億億６６，，２２９９１１万万円円  となる見込みです。  

財政調整基金額は、平成２５年度末に７億７，２３１万円となり、 

平成２６年度末には５億３，４７８万円となる見込みです。 

▼ 基金額の推移（一般会計） 
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   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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

No 担当課 補助事業の名称 Ｈ２６予算額 補助交付先団体等 事業の内容

1 総務課 人間ドック健康診断助成事業 1,500 対象年齢該当職員 人間ドック受診助成

2 総務課 震災復興記念事業補助金 800
三春町震災復興祈念事業実行委
員会

復興祈念事業に対する補助金

3 総務課 賃貸住宅家賃助成事業 1,400
町外から町内の民間賃貸住宅へ
転入した世帯

月額家賃から住居手当を差引いた金額の10分の
3以内を助成

4 総務課 地デジ難視対策補助金 144
地上デジタル放送難視該当地区（一

本松、上舞木向田、山田福内、四反

田）

該当地区における共同アンテナ設置費用への補助
金

5 総務課 新　臨時福祉給付金 62,500 該当者
消費税率の引上げに伴い、臨時福祉給付金を支給。（対象者１人につき10,000

円、老齢基礎年金受給者等には１人つき5,000円加算）

6 総務課 町統計調査員協議会交付金 18 三春町統計調査員協議会 町の委嘱により行う統計調査に対しての交付金

7 総務課 交通安全協会三春町連合会補助金 160 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

8 総務課 防犯灯維持費（電気料） 3,643 各地区防犯協会等 防犯灯の維持費（電気料）補助

9 総務課 防犯灯維持費（修繕費） 715 各地区防犯協会等 防犯灯の維持費（修繕料）補助

10 総務課 町内会活動賠償傷害保険加入補助 324 区長会 町内会活動賠償保険加入補助

11 総務課 住民公益活動補助金 100 NPO団体 活動補助金

12 総務課 まちづくり協会運営交付金 8,000 各地区まちづくり協会 まちづくり協議会事業経費

13 総務課 住宅等災害復旧資金利子補給金 606 申請者
災害によって住宅等の全部又は一部に被害を受けた者が住宅等災害復旧資金を金

融機関から借り入れた場合において、当該住宅等災害復旧資金に係る利子の全部

又は一部に相当する額を交付

14 総務課 消防団互助会交付金 2,650 消防団員 消防団員の福利厚生のための交付金

15 総務課 住宅用火災警報器購入費補助金 30 申請者（補助要件あり） 購入費補助

16 総務課 各地区自主防災会 390 区長会 自治防災連合会補助

17 財務課 合併処理浄化槽事業 5,341 下水道事業等会計 合併浄化槽事業補助、企業債償還利子等補助

18 財務課 上水道事業 19,810 水道事業会計
ダム使用権管理費、企業債償還利子、浄水場修繕
料

19 財務課 農業集落排水事業 21,449 下水道事業等会計 企業債償還利子等補助

20 財務課 公共下水道事業 33,984 下水道事業等会計 企業債償還利子等補助

21 住民課 地方バス路線維持対策事業補助金 4,245 福島交通㈱ 運賃補てん又は欠損補助

22 住民課 火葬補助金 5,000 申請者 火葬場使用料補助

23 住民課 町営墓地環境整備 1,200 墓地管理組合 町営墓地の適正な管理と整備のための補助金

24 住民課 太陽光パネル発電設備設置補助金 6,500 申請者（太陽光パネル設置者）
太陽光パネル設置費補助　パネル　20,000円／kw当　蓄

電池　1／3補助、上限300,000円

25 保健福祉課 福祉団体活動育成補助金 9,998 三春町社会福祉協議会 団体活動補助

26 保健福祉課 福祉団体活動育成補助金 50 三春町遺族会 団体活動補助

27 保健福祉課 福祉団体活動育成補助金 90 田村地区保護司会三春支部 団体活動補助

28 保健福祉課 福祉団体活動育成補助金 25 三春町更生保護婦人会 団体活動補助

29 保健福祉課 障がい者自動車改修費助成 200 申請者 自動車改修補助

30 保健福祉課 障がい者自動車運転免許取得費助成金 100 申請者 自動車運転免許取得補助

31 保健福祉課 地域生活支援事業補助金 456 申請者 成年後見制度利用補助

32 保健福祉課 シルバー人材センター運営費補助金 4,000 三春町シルバー人材センター 団体活動補助

33 保健福祉課 老人クラブ育成補助金 1,492
各老人クラブ運営団体
各クラブ24団体＋連合会

団体活動補助

34 保健福祉課 育児サークル運営補助金 200 育児サークル 団体運営補助金

35 保健福祉課 子育て支援助成事業 1,788 申請者
18歳未満の子どもを養育している世帯の3番以
降の幼児の保護者に対する支援

36 保健福祉課 新　子育て世帯臨時特例給付金 21,505 児童手当受給対象児童
消費税率の引上げに伴い、臨時的な給付金を支
給。（対象児童１人につき10,000円）

37 保健福祉課 新　公衆浴場施設整備事業補助金 1,536 申請者 風呂釜改修

38 保健福祉課 食生活改善推進員会補助金 50 三春町食生活改善推進員会 運営補助

平成２６年度　補助金交付一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 保健福祉課 ファミリーサポートセンター補助金 450 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運営補助

40 保健福祉課 病院事業 2,163 病院事業会計 病院事業運営分補助

41 産業課 農業生産共同利用施設運営補助金 96 葉たばこ育苗施設運営協議会 葉たばこ育苗施設の管理整備補助

42 産業課 農業振興団体運営補助金 50 三春町花木生産振興会 活動補助

43 産業課 農業振興団体運営補助金 50 三春町葉たばこ耕作振興協議会 活動補助

44 産業課 スーパーＬ資金利子補給補助金 159 対象者 スーパーL資金利子補給

45 産業課 環境保全型農業直接支払交付金 153 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

46 産業課 新　ピーマントンネル栽培資材補助金 891 たむら農業協同組合 被覆資材、トンネル支柱に係る経費を補助

47 産業課
地域農業再生協議会運営補助金
（旧水田農業経営確立推進事業）

3,020 三春町地域水田農業推進協議会 運営補助

48 産業課 中山間地域等直接支払 72,519 協定締結組合 事業実施に対する補助金（町負担１／4）

49 産業課
新　三春の農産物ブランド化推進協議
会補助金

200 ブランド化推進協議会

50 産業課 認定農業者協議会補助金 30 三春町認定農業者協議会 運営補助

51 産業課 葉たばこ病害対策補助金 500 福島県たばこ耕作組合 黄斑えそ病予防事業費補助

52 産業課 新　水稲カメムシ被害緊急対策補助金 340 申請者 防虫剤購入費用の一部を補助

53 産業課 鳥獣被害対策実施対活動交付金 650 猟友会田村支部三春地区 有害鳥獣の捕獲に要する経費に対する交付金

54 産業課 三春町土地改良区運営補助金 2,491 三春町土地改良区 運営補助

55 産業課 三春町土地改良区償還金補助金 50,082 三春町土地改良区 償還補助

56 産業課 基盤整備事業富沢地区償還補助金 8,724 富沢地区事業委員会 償還補助

57 産業課 優良基礎雌牛導入事業補助金 1,000 三春町畜産振興協議会 優良基礎雌牛導入費補助

58 産業課 酪農協議会・乳牛改良事業補助金 270 三春町酪農協議会 団体活動費補助、乳牛改良事業補助

59 産業課 酪農ヘルパー事業補助金 50
県中ブロック酪農ヘルパー利用
組合

酪農家労働条件改善事業補助

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

61 産業課 乳牛増頭事業補助金 800 酪農家 乳牛増頭事業補助

62 産業課 森林環境学習事業交付金 960 事業実施町内小中学校 活動補助

63 産業課 労働福祉協議会補助金 350 三春町労働福祉協議会 活動補助

64 産業課 勤労者互助会事業補助金 35 三春町勤労者互助会 活動補助

65 産業課 雇用促進奨励金 3,500 申請者（交付要件り） 新設や増設に伴う新規雇用者に対する奨励金

66 産業課 商工振興補助金 6,800 三春町商工会 運営補助

67 産業課 経営塾運営補助金 100 三春経営塾 運営補助

68 産業課 商工振興補助金 150 三春町商工会 商工振興事業補助金

69 産業課
県商工事業協同組合融資利子補給補助
金

200 申請者 利子補給補助

70 産業課 新　街なか賑わい創出事業補助金 1,660 申請者 空き店舗事業補助金

71 産業課
中小企業経営合理化資金保証融資保証
料給付補助金

30 申請者 保証料補給補助

72 産業課 景観条例関連借入利子補給補助金 75 申請者 利子補給補助

73 産業課 秋まつり事業実施運営交付金 2,500 実行委員会 運営補助

74 産業課 三春春まつり関連事業参加団体補助金 300 三春春まつり 観光振興イベント補助金

75 産業課 三春時代行列実行委員会補助金 4,700 三春時代行列実行委員会 観光振興イベント補助金

76 産業課 三春桜歌謡祭補助金 1,000 三春桜まつり 観光振興イベント補助金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 産業課
新　磐越東線開通100周年記念イベン
ト補助金

300 実行委員会 観光振興イベント補助金

78 産業課 観光グレードアップ補助金 1,000 三春盆踊り、もみじライトアップ

79 産業課
新　ふくしまＤＣ三春おもてなし事業
補助金

1,500 三春町観光協会

80 産業課 観光ボランティアの会運営補助 150 観光ボランティアの会 運営補助

81 産業課 観光協会運営補助金 8,400 三春町観光協会 運営補助

82 産業課 福島空港ビルPRコーナー運営補助金 400 三春町観光協会 観光PRコーナー運営事業補助

83 産業課 三春さくらの会活動補助金 350 三春さくらの会 活動補助

84 産業課 工場立地促進条例奨励金 5,271 申請者 利子補給補助

85 建設課 生活道路整備事業助成交付金 10,000
申請のあった行政区のうち、採
択となった地区

活動補助（原材料、機械借上料を対象とし、上限
100万円）

86 建設課 三春町景観整備費等補助金 2,100 各実施者 景観活動・整備事業補助

87 建設課 緑化補助金 50 各実施者 景観向上植栽工事補助

88 建設課 賃貸住宅建設促進事業奨励金 6,000
自己所有の土地に賃貸住宅を建
設する者

1DK以下：1戸当10万円、1DK～２LDK未満：1戸当20

万円、２LDK以上：1戸当30万円

89 教育課 町幼小中学校PTA連絡協議会交付金 30 PTA連合会 活動補助

90 教育課 町就学指導審議会交付金 191 児童・生徒
専門員による教育相談及び就学相談等のための交
付金

91 教育課 小学校教育振興費交付金 3,993 各小学校 小学校教育振興のための交付金

92 教育課 自転車通学生ヘルメット購入事業 120 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

93 教育課 中学校教育振興費交付金 3,484 各中学校 中学校教育振興のための交付金

94 教育課 保存食用食材購入事業 291 各調理場 食材購入交付金

95 教育課 多子世帯保育料軽減補助金 480
多子世帯の保護者（３歳未満の第三

子以降の児童が属する世帯）
保護者負担軽減補助

96 教育課 新　保育対策等促進事業 4,869 光の子保育園 延長保育

97 教育課 私立幼稚園運営費補助金 2,100 三春幼稚園
私立幼稚園の教育条件の向上、父母の負担軽減の
ための補助

98 教育課 私立幼稚園就園奨励費補助金 9,458 各幼稚園 幼稚園就園費用補助

99 生涯学習課 婦人会連絡協議会運営補助金 75 三春町婦人会 婦人会連絡協議会運営費補助

100 生涯学習課 文化団体連絡協議会補助金 25 三春町文化団体連絡協議会 団体活動費補助

101 生涯学習課 国際交流協会運営補助金 431 三春町国際交流協会 運営補助

102 生涯学習課
さくら湖自然環境フォーラム運営補助
金

250
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

103 生涯学習課 三春交流館運営協会交付金 6,100 三春交流館運営協会 自主事業費、運営補助

104 生涯学習課 体育協会補助金 220 三春町体育協会 体育協会活動補助金

105 生涯学習課 スポーツ少年団補助金 220 三春町スポーツ少年団 スポーツ少年団活動補助金

106 生涯学習課
さくら湖マラソン大会実行委員会補助
金

2,100
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

107 生涯学習課
うつくしま・みずウォーク実行委員会
三春大会補助金

800
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

108 生涯学習課 ふくしま駅伝三春町実行委員会交付金 1,500 ふくしま駅伝三春町代表チーム 活動補助

109 生涯学習課 新　スポーツ少年団活動交付金 1,300 各単位団体 活動交付金

110 生涯学習課 新　体育協会活動交付金 690 69団体 活動交付金

111 生涯学習課 新　全国大会開催団体交付金 500 活動団体 活動交付金

112 生涯学習課 文化財保護保存団体育成交付金 300 文化財保護保存団体 活動補助

113 生涯学習課 母親クラブ補助金 567
三春町母親ｸﾗﾌﾞ、岩江児童ｸﾗﾌﾞ母親ｸ

ﾗﾌﾞ、御木沢児童ｸﾗﾌﾞ母親ｸﾗﾌﾞ
運営補助

 

 


