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小川町の予算

【新規】　駅施設バリアフリー化支援事業	 1,700万円　
　小川町駅の構外公衆トイレをバリアフリー化し、利
便性を向上させるため、東武鉄道(株)が行う公衆トイ
レ・旅客トイレの改修にかかる費用の一部に対し、補
助を行います。　　　　　　　　　　【都市政策課】

【継続】　県施工街路事業（環状１号線）	 5,020万円
　町内市街地の交通の円滑化を図るため、都市計画道
路環状１号線の整備を行います（県施工に対する一部
負担金）。

【都市政策課】

一般会計　（福祉や教育、道路や公園の整備など、町のサービスを行うための会計）

地方創生の深化

安全・安心の推進

都市基盤の整備

特別会計　（特定の歳入歳出を一般会計と区別して行う会計）

企業会計　（水道料金などの収益によって運営される独立採算の会計）

一般会計の内訳

　 「小川町第５次総合振興計画」に掲げるまちの将来像『自然の恵みと文化を未来につなぐ、人が
輝くまち　おがわ』の実現に向けて「地方創生の深化」「安全・安心の推進」「都市基盤の整備」の
３つの重点分野を中心に予算編成を行いました。

国民健康保険特別会計　33 億 8,391 万円（▲ 11.4％）　後期高齢者医療特別会計　4 億 2,625 万円（＋ 0.7％）
介護保険特別会計　　　28 億 1,343 万円（＋ 1.6％）
特別会計合計　　　　　66 億 2,359 万円

水道事業会計　　　　　  9 億 2,917 万円（▲ 0.1％）　下水道事業会計　14 億 742 万円（ー％）
企業会計合計　　　　　23 億 3,659 万円

（　）内は構成比
※金額は１万円未満、構成比は小数点
　1 桁未満を端数調整しています。

※（　）内は前年度比です
※下水道事業会計は企業会計初年度のため、前年度比較は記載していません。

詳しくは、町ＨＰ掲載の「令和２年度小川町当初予算の概要」をご覧ください。　問合せ　政策推進課 財政担当☎ ２２２

前年度比
＋４．５％

令和２年度

総額　92 億 4,000 万円

令和２年度の主な事業の概要と予算額

町民１人当たりの予算は、約３１万２, ６８０円です。
※一般会計予算 92 億 4,000 万円を
　令和 2 年 3 月 1 日現在の住民基
　本台帳登録人口２万９, ５５１人
　で試算した金額です。

【新規】　町道209号線道路補修事業	 4,000万円
　道路施設の適正な維持管理を行うため、早期対策を
講じる必要がある町道209号線（大字腰越地内）につ
いて、補修工事を行います。

【建設課】

【新規】　防災行政無線子局・戸別受信機設置事業	
979万円

　災害時の情報伝達手段としての役割を担っている防
災行政無線について、ひばり台地区に子局を設置する
とともに、音達区域外（２箇所）に戸別受信機を設置
します。　　　　　　　　　　　【防災地域支援課】

【新規】　防災拠点施設公衆無線ＬＡＮ環境整備事業　
1,768万円

　避難者の生活環境の改善及び利便性の向上を図るた
め、町の防災拠点施設（７箇所）に公衆無線ＬＡＮを
整備します。　　　　　　　　　　　【政策推進課】

【継続】　橋りょう長寿命化事業	 1億546万円
　安全かつ快適に通行できる道路環境を整備するため、
橋りょうの長寿命化設計及び工事を実施します。

【建設課】

【新規】　空き家活用促進事業	 150万円
　空き家の利活用と小川町内への移住促進を図るた
め、「小川町空き家バンク」登録物件の改修工事に
対し、補助を行います。

【都市政策課】

【新規】　民泊活用事業	 60万円
　民泊施設に宿泊し、農業体験やお祭りなどを通し
定期的に当町に足を運んでいただくためのイベント
を開催します。　　　　　　　【にぎわい創出課】

【新規】　民間保育所等整備事業	 1億1,000万円
　新しく開設される民間保育所の建設費用の一部に
対し補助を行い、子育て環境の充実を図ります。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　【子育て支援課】

【新規】　結婚新生活支援事業	 300万円
　婚姻に伴い、小川町で新生活を始めた世帯に対す
る支援。新居の住居費や引越費用として上限30万
円の補助を行います。　　　　【にぎわい創出課】

【新規】　ひとづくり×ＳＤＧｓプロジェクト推進事業
	 670万円
　人材育成を通し、｢民」主導による関係人口の拡
大及びＳＤＧｓの実現に向けた各種取組を支援しま
す。　　　　　　　　　　　　　　【政策推進課】

【継続】　おがわ学の推進	 391万円
　町、学校、地域が連携し、小中高の発達段階に応
じた地域理解・課題解決能力を養う地域学（おがわ
学）を構築します。　【学校教育課・政策推進課】

【新規】　魅力発信拠点整備事業	 2,620万円
　町の活性化やにぎわいの創出を図るため、小川町
駅前の旧二葉支店の建物を活用し、魅力発信拠点と
して整備を行います。　　　　【にぎわい創出課】

【新規】　観光拠点整備事業	 1,760万円
　道の駅おがわまちの再整備にあたり、劣化調査・
経営状況等の調査を行い、基本計画を策定します。
　　　　　　　　　　　　　　【にぎわい創出課】

歳 入
総額 92億 4,000 万円

歳 入
総額 92億 4,000 万円

歳入の約４割は、
町民の皆さんの税金です。

町税　
35億 3,752 万円
（38.3％）

町税　
35億 3,752 万円
（38.3％）

地方譲与税　
1億 1,321 万円
（1.2％）

地方譲与税　
1億 1,321 万円
（1.2％）

交付金　
７億 6,920 万円
（8.3％）

交付金　
７億 6,920 万円
（8.3％）地方特例交付金

1,490 万円
（0.2％）

地方特例交付金
1,490 万円
（0.2％）

地方交付税
17億 800万円
（18.5％）

地方交付税
17億 800万円
（18.5％）

国庫支出金
9億 5,702 万円
（10.4％）

国庫支出金
9億 5,702 万円
（10.4％）

県支出金 7億 6,437 万円（8.3％）県支出金 7億 6,437 万円（8.3％）

財産収入 4,507 万円（0.5％）財産収入 4,507 万円（0.5％）

繰入金３億 7,936 万円（4.1％）繰入金３億 7,936 万円（4.1％）

町債７億 2,530 万円（7.8％）町債７億 2,530 万円（7.8％）

その他２億 2,605 万円（2.4％）その他２億 2,605 万円（2.4％）

歳 出
総額 92億 4,000 万円

歳 出
総額 92億 4,000 万円

総務費
10億 6,597 万円
（11.5％）

総務費
10億 6,597 万円
（11.5％）

民生費
34億 3,922 万円
（37.2％）

民生費
34億 3,922 万円
（37.2％）

衛生費
7億 726万円
（7.7％）

衛生費
7億 726万円
（7.7％）

農林水産業費
２億 6,866 万円
（2.9％）

農林水産業費
２億 6,866 万円
（2.9％）

商工費
２億 4,420 万円
（2.7％）

商工費
２億 4,420 万円
（2.7％）

土木費
９億 816万円
（9.8％）

土木費
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（9.8％）

消防費
５億 9,234 万円
（6.4％）

消防費
５億 9,234 万円
（6.4％）

教育費
8億 7,744 万円
（9.5％）
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8億 7,744 万円
（9.5％）

災害復旧費
１万円
（0.0％）
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１万円
（0.0％）

公債費
9億 9,436 万円
（10.8％）

公債費
9億 9,436 万円
（10.8％）

予備費
2,000 万円
（0.2％）

予備費
2,000 万円
（0.2％）

労働費
57万円
（0.0％）

労働費
57万円
（0.0％）

議会費
1億 2,181 万円
（1.3％）

議会費
1億 2,181 万円
（1.3％）


