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１．　経済状況と国の動向

２．　予算編成の基本的な考え方

　令和２年１２月の月例経済報告によれば、我が国経済の基調判断は、「先行き

については、感染拡大の防止策を講じるなかで、各種政策の効果や海外経済の改

善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、感染症拡大によ

る社会経済活動への影響が内外経済を下振れさせるリスクに十分注意する必要が

ある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」としてい

る。

　政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に

取り組むとともに、決してデフレに戻さないとの決意をもって、新型コロナウイ

ルス感染症の感染対策と経済活動を両立し、雇用の確保、事業の継続を通じて国

民生活を守り抜く。その上で、感染症によって明らかになったデジタル化などの

新たな目標について、規制改革など集中的な改革、必要な投資を行い、再び力強

い経済成長を実現するとし、主要施策について、「経済財政運営と改革の基本方

針２０２０」等に基づき、改革を具体化するとしている。

　こうした状況において、令和３年度予算は、令和２年度第３次補正予算と合わ

せ、感染拡大防止に万全を期しつつ、中長期的な課題（デジタル社会・グリーン

社会、活力ある地方、少子化対策など全世代型社会保障制度等）にも対応する予

算編成を行うとしている。

　令和３年度は、本年を計画最終年度とする「第４次安堵町総合計画」の実現や

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のそれぞれの主旨を踏まえると同時に、令

和４年度を始期とする「第５次安堵町総合計画」「第２期安堵町総合戦略」の策

定に向け、切れ目のない施策の展開が必要となります。

　一方で、現下の社会経済情勢において、本町を取り巻く財政状況は極めて厳し

く、持続可能で安定した財政基盤を確立することが喫緊の課題です。

加えて、コロナウイルス感染症の影響により、町税や各種譲与税・交付金など一

般財源の大幅な減収が見込まれます。

　いまだ終息のめどが立たないコロナウイルス感染症ですが、この未曾有の事態

を将来に向けた転機と捉え、財政の「持続可能性」を維持するため、令和元年１

１月に策定した「財政健全化計画」の着実な実行が求められます。

　限られた財源を最大限活用し、当町の未来に向けた視点のもと、住民の皆さま

の生命・健康・生活を守るとともに地域の活性化を図ることを第一に、様々な施

策が有機的につながり、最小の経費で最大の効果を生み出していけるよう予算編

成に努めました。
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３．　一般会計予算　概要

《歳入》

　

　町民税において、コロナ禍により国内経済に大きなダメージを受けていること

を踏まえ、大きな減少が見込まれます。かつて、平成２０年から平成２１年頃の

リーマンショック時には個人住民税で約１０％減少しました。コロナ禍が経済に

与える影響は、リーマンショックとは根本的な原因が異なるため、一概に参考と

する事は難しいですが、未だ終息の兆しが見えず、経済活動の制限が長期化して

いることから個人住民税は、同程度の減少を見込んでいます。

　固定資産税は地価の下落が続き、また、３年に１度の評価替えの年に当たるた

め家屋の減収が見込まれますが、土地の地目変更の影響が大きく、対前年度同額

程度を見込んでいます。

　また、たばこ税においては、令和元年１０月１日から段階的に税率が引き上げ

られているため、一定の増額を見込んでいます。

　町税全体では、▲約２５，２０２千円（▲３．６％）の減少となっています。

　配当割交付金や株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金等の各種譲与税や

交付金についても、コロナの影響により▲約２１，１１０千円（▲１１．０％）

の減少を見込んでいます。

　法人事業税交付金については、令和２年度より消費税率１０％段階の措置とし

て、地方法人課税の偏在是正措置が行われています。令和３年度算定基準では、

対前年比約４，５００千円（１５０％）の増加を見込んでいます。

　地方交付税は、令和２年度実施の国勢調査の速報値に基づき算定根拠となる人

口等が変更されますが、新規算定項目の追加等により▲約１，１００千円（▲

０．１％）の減少を見込んでいます。

　国庫支出金は、社会資本整備総合交付金や農業水路等長寿命化・防災減災事業

補助金、農村地域防災減災事業補助金は事業の完了、縮小により減少はあるもの

の、個人番号カードの交付数の増加に伴い個人番号カード交付事業費補助金やご

み処理施設解体に伴う循環型社会形成推進交付金の増加、新型コロナウイルスワ

クチン接種に係る補助金等により約４，８５６千円（１．３％）の増加を見込ん

でいます。

　県支出金は、各事業の完了により国勢調査委託金や農業水利施設診断事業補助

金が減少するものの、令和３年１０月執行予定の衆議院議員選挙に伴う委託金や

国民健康保険基盤安定化負担金、後期高齢者基盤安定化負担金、対象者数の増加

に伴う障害者自立支援給付費負担金の増加により約１２，２４１千円（７．

６％）の増加を見込んでいます。

　寄付金は、ふるさと納税のより一層の推進を図ることや実績等を見込み、約

１，０００千円（２０．０％）の増加を見込んでいます。

町債は、臨時財政対策債の大幅な増加やごみ処理施設解体事業、道路整備事業、

小中学校体育館・武道場LED化事業、消防ポンプ車購入事業に活用するため約９

５，８００千円（２７．６％）の増加となる見込みです。

　約２９０，７０９千円の財源不足については、繰越金及び財政調整基金の繰入

により予算の均衡に努めたところです。
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《歳出》

　

　歳出につきましては、法の改正に基づく経費は優先的に計上し、経常的経費に

ついては、節減合理化に努めながらも、行財政運営について効率性かつ透明性を

高め、財政の健全化を図り将来世代に負担を先送りしない持続可能な予算編成を

行ったところでございます。「第４次安堵町総合計画」並びに「安堵町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を着実に実施することで継続的に発展し、住民が住み

やすいと感じる町の実現に向けて必要な諸経費を計上させていただきました。

　義務的経費であります、人件費については、人事院勧告による給与等の改正に

より約▲１６，７５７千円（▲１．６％）を見込んでいます。扶助費について

は、町外保育所の利用者数の減により町外保育所等措置委託は減少するものの、

高齢化社会やサービス利用者の増加により、障害者医療費や介護給付費・訓練等

給付費が増加するため約２７，９４８千円（８．１％）の増加となる見込みで

す。維持補修費については、町単独道路維持補修工事の増加により約３，０７０

千円（３．７％）の増加となる見込みです。

　物件費は、衆議院議員選挙執行経費、固定資産税評価業務、戸籍関係システム

更新、道路台帳見直し事業、学校給食公会計化に向けた給食賄材料費の一般会計

からの支出に伴う経費等の増加があるものの、事業の完了、縮小により障害者福

祉計画策定、耐震改修促進計画策定、ハザードマップの更新、J－ALERT機器改

修、パソコンの購入、給食備品の購入等の減少、また、ごみ処理施設解体に伴う

減少により、約▲９５６千円（▲０．１％）の減少となる見込みです。

　補助費等は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る医師等への報償費や

まほろば環境衛生組合、広域消防組合負担金等の増加により約５４，０２４千円

（１７．９％）の増加となる見込みです。

　投資的経費であります、普通建設事業費は、焼却施設解体に伴う工事費は増加

するものの、防犯カメラ設置事業、社会資本整備総合交付金事業、日新湯機器改

修事業、九十六石井堰改修事業の完了・縮小により約▲３７，２８６千円（▲

６．７％）の減少となる見込みです。

　各特別会計への繰出金は、国民健康保険、後期高齢者医療保険、下水道事業特

別会計が増加となる見込みです。

　以上のことから、令和３年度一般会計の総額は、３，７２０，０００千円で、

前年度に比べ２０，０００千円（０．５％）の増加となります。
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令和３年度 令和２年度 増減額 増減率（％）

3,720,000 3,700,000 20,000 0.5

999,200 943,900 55,300 5.9

0 405 -405 -100.0

302,428 302,461 -33 0.0

773,837 824,718 -50,881 -6.2

111,900 107,210 4,690 4.4

2,187,365 2,178,694 8,671 0.4

5,907,365 5,878,694 28,671 0.5

予算額 構成比 予算額 構成比

1 678,813 18.2 704,015 19.0 -25,202 -3.6

2 22,977 0.6 26,672 0.7 -3,695 -13.9

3 1,090 0.0 1,208 0.0 -118 -9.8

4 6,420 0.2 7,441 0.2 -1,021 -13.7

5 4,150 0.1 4,222 0.1 -72 -1.7

6 7,500 0.2 3,000 0.1 4,500 150.0

7 129,953 3.5 143,432 3.9 -13,479 -9.4

8 2,000 0.1 3,403 0.1 -1,403 -41.2

9 4,578 0.1 5,900 0.2 -1,322 -22.4

10 1,384,800 37.2 1,385,900 37.5 -1,100 -0.1

11 600 0.0 600 0.0 0 0.0

12 4,325 0.1 10,996 0.3 -6,671 -60.7

13 88,508 2.4 91,236 2.5 -2,728 -3.0

14 386,745 10.4 381,889 10.3 4,856 1.3

15 173,909 4.7 161,668 4.4 12,241 7.6

16 561 0.0 720 0.0 -159 -22.1

17 6,010 0.2 5,010 0.1 1,000 20.0

18 280,000 7.5 350,000 9.5 -70,000 -20.0

19 10,709 0.3 19,984 0.5 -9,275 -46.4

20 84,052 2.3 46,204 1.2 37,848 81.9

21 442,300 11.9 346,500 9.4 95,800 27.6

3,720,000 100.0 3,700,000 100.0 20,000 0.5

計

合計

　　一般会計・特別会計予算

国民健康保険特別会計

会計名

（単位：千円）

一般会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

下水道事業特別会計

介護保険特別会計（保険事業勘定）

後期高齢者医療特別会計

特
別
会
計

増減率
（％）

町税

地方特例交付金

地方交付税

令和３年度 令和２年度
増減額

環境性能割交付金

地方譲与税

利子割交付金

法人事業税交付金

交通安全対策特別交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

区分

配当割交付金

寄附金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

町債

４．会計別予算　総括表　

５．一般会計予算　歳入・歳出内訳表　

　　一般会計予算歳入款別内訳

（単位：千円）

合計

繰入金

繰越金

諸収入

県支出金

財産収入
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予算額 構成比 予算額 構成比

1 65,318 1.8 73,221 2.0 -7,903 -10.8

2 506,768 13.6 508,890 13.8 -2,122 -0.4

3 1,083,913 29.1 1,085,385 29.3 -1,472 -0.1

4 817,999 22.0 761,225 20.6 56,774 7.5

5 44,198 1.2 115,256 3.1 -71,058 -61.7

6 31,179 0.8 26,390 0.7 4,789 18.1

7 330,778 8.9 311,519 8.4 19,259 6.2

8 131,735 3.5 124,041 3.4 7,694 6.2

9 342,867 9.2 317,148 8.6 25,719 8.1

10 10 0.0 10 0.0 0 0.0

11 346,438 9.3 357,425 9.7 -10,987 -3.1

12 7,139 0.2 6,298 0.2 841 13.4

13 11,658 0.3 13,192 0.4 -1,534 -11.6

3,720,000 100.0 3,700,000 100.0 20,000 0.5

予算額 構成比 予算額 構成比

1,013,892 27.3 1,030,649 27.9 -16,757 -1.6

657,235 17.7 658,191 17.8 -956 -0.1

85,665 2.3 82,595 2.2 3,070 3.7

371,942 10.0 343,994 9.3 27,948 8.1

355,101 9.5 301,077 8.1 54,024 17.9

517,443 13.9 554,729 15.0 -37,286 -6.7

0 0.0 0 0.0 0 0.0

346,438 9.3 357,425 9.7 -10,987 -3.1

7,139 0.2 6,298 0.2 841 13.4

0 0.0 0 0.0 0 0.0

353,487 9.5 351,850 9.5 1,637 0.5

11,658 0.3 13,192 0.4 -1,534 -11.6

3,720,000 100.0 3,700,000 100.0 20,000 0.5

区分
増減率
（％）

予備費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

諸支出金

議会費

補助費等

合計

（単位：千円）

区分
令和３年度 令和２年度

増減額
増減率
（％）

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

予備費

合計

普通建設費

災害復旧事業費

公債費

積立金

投資及び出資金・貸付金

繰出金

　　一般会計予算歳出性質別内訳

　　一般会計予算歳出款別内訳

令和３年度 令和２年度

（単位：千円）

増減額
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【総合政策課】

予算 新規・継続

２，５７４千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ２，５７４千円

《事業概要》

款２　総務費 項１　総務管理費 目４　企画費 前年度予算 １，９５０千円

予算 新規・継続

３，０１５千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ３，０１５千円

《事業概要》

款２　総務費 項１　総務管理費 目４　企画費 前年度予算 ４，６４５千円

予算 新規・継続

２３，８７９千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ２３，８７９千円

《事業概要》

款２　総務費 項１　総務管理費 目４　企画費 前年度予算 ２２，４８２千円

・令和２年度　現計画の成果と課題の精査、アンケート調査など

・令和３年度　計画・戦略の案の作成など

令和３年度　当初予算　主要事業　概要（案）

事業名

総合計画・総合戦略策定事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総合政策課）

・第５次安堵町総合計画、第２期安堵町まち・ひと・しごと総合戦略の策定（計画の始期：令和４年度）

事業名

ふるさと納税事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総合政策課）

・ふるさと納税の増加に伴い、報償費、委託料の増加

事業名

公共交通対策事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総合政策課）

・コミュニティバスの運行経費
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【総務課】

予算 新規・継続

２２，２５４千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ２２，２５４千円

《事業概要》

款２　総務費 項１　総務管理費 目２　財産管理費 前年度予算 １３，１３８千円

予算 新規・継続

５，２６６千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ５，２６６千円

《事業概要》

款２　総務費 項１　総務管理費 目６　電子計算費 前年度予算 ８，９８７千円

予算 新規・継続

８，０８６千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 ５，７２０千円 千円 千円 ２，３６６千円

《事業概要》

款２　総務費 項４　選挙費 目７　衆議院議員選挙費 前年度予算 千円

事業名

衆議院議員選挙

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総務課）

・令和３年１０月執行予定の衆議院議員選挙費

電子自治体推進事業（電算機器設定、庁用備品等整備）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総務課）

事業名

・番号法FW及びSYSLOGサーバー更新　９６３千円

・行政用ノートPC（共同調達）１６台更新　４，２６９千円

・パソコン処分費　３４千円

・令和２年度各施設清掃業務予算　３０，６００千円

事業名

庁舎総合管理委託事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総務課）

・令和３年度から各施設の清掃業務の予算を総務課で一括計上
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予算 新規・継続

６，２８６千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 ８４２千円 ４，０００千円 千円 １，４４４千円

《事業概要》

款８　消防費 項１　消防費 目１　非常備消防費 前年度予算 千円

予算 新規・継続

９０千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ９０千円

《事業概要》

款８　消防費 項１　消防費 目２　災害対策費 前年度予算 千円

予算 新規・継続

１００千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １００千円

《事業概要》

款８　消防費 項１　消防費 目２　災害対策費 前年度予算 千円

・第１分団　ポンプ車購入

事業名

消防ポンプ車購入事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総務課）

事業名

防災士資格取得助成金事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総務課）

・防災士の資格を取得された方に対して、助成金（資格取得に係る経費）を交付

事業名

防災講習開催事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：総務課）

・防災講習を開催するにあたり、講師の謝金・交通費を負担
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【税務課】

予算 新規・継続

４，３１９千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ４，３１９千円

《事業概要》

款：２総務費 項：２徴税費 目：２賦課徴収費 前年度予算 千円

【会計室】

予算 新規・継続

２，２００千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ２，２００千円

《事業概要》

款：２総務費 項：１総務管理費 目：１一般管理費 前年度予算 千円

事業名

南都銀行派出業務事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：会計室）

安堵町役場、南都銀行出張所への従業員派遣手数料
週５日/９：００～１２：００

・未評価家屋の整理を行い、令和４年度から課税を行う
・課税業務の補助

事業名

固定資産税家屋評価補助業務

財　源　内　訳（千円）

（担当課：税務課）
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【住民課】

予算 新規・継続

１６，９８７千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １６，９８７千円

《事業概要》

款２　総務費 項３　戸籍・住民基本台帳費 目１　戸籍・住民基本台帳費　 前年度予算 千円

【こども支援課】

予算 新規・継続

１５５千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １５５千円

《事業概要》

款３　民生費 項２　児童福祉費 目2　児童措置費 前年度予算 千円

【こども園】

予算 新規・継続

１，６１６千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １，６１６千円

《事業概要》

款３　民生費 項２　児童福祉費 目３　こども園費 前年度予算 １，３８８千円

・不明水滞水に伴うピット内吸引及び潜行目視調査　９１１千円

財　源　内　訳（千円）

（担当課：こども園）

・クマリフト　昇降機部品交換　１４１千円

・非常用照明器具　１１９千円

・屋外排水管洗浄及び管内TVカメラ調査　４４５千円

・運営負担金　１４９千円

・施設協力負担金　６千円

事業名

こども園（施設改修）

事業名

病児保育事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：こども支援課）

・香芝市が事業主体となる、病児保育について、利用する際に負担金を負担

・戸籍クラウドシステム構築経費　１６，９８７千円

・5年に1度の更新

事業名

戸籍事務（戸籍システム構築事業）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：住民課）
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【環境美化センター】

予算 新規・継続

４３，３７１千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ４３，３７１千円

《事業概要》

款４　衛生費 項２　清掃費 目１　塵芥処理費　 前年度予算 千円

予算 新規・継続

１０，５９６千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １０，５９６千円

《事業概要》

款４　衛生費 項２　清掃費 目１　塵芥処理費　 前年度予算 ８，４４０千円

・負担金　　７，３８３千円

一般廃棄物処理事業（天理市焼却施設使用関係）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：美化センター）

・天理市ごみ処理施設への持ち込みに係る経費

・手数料　３５，９８８千円

事業名

事業名

まほろば環境衛生組合負担金

財　源　内　訳（千円）

（担当課：美化センター）

・まほろば環境衛生組合への負担金
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予算 新規・継続

１１，３６７千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １１，３６７千円

《事業概要》

款４　衛生費 項２　清掃費 目１　塵芥処理費　 前年度予算 千円

予算 新規・継続

４４２，６７４千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

１３６，５００千円 千円 ２６１，９００千円 千円 ４４，２７４千円

《事業概要》

款４　衛生費 項２　清掃費 目１　塵芥処理費　 前年度予算 千円

事業名

ごみ袋有料化事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：美化センター）

・ごみ袋作成委託　可燃・不燃　４５，３０，２０リットル　　６か月分の委託経費

・ごみ袋取扱委託料

事業名

ごみ処理施設解体事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：美化センター）

・解体工事に伴う施工監理　１１，５５０千円

・解体工事　工事費　　　　 ４３１，１２４千円
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【健康福祉課】

予算 新規・継続

１，６６１千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １，６６１千円

《事業概要》

款３　民生費 項１　社会福祉費 目４　保健センター費 前年度予算 ８，４０７千円

予算 新規・継続

３６，４０５千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

３６，４０５千円 千円 千円 千円 千円

《事業概要》

款４　衛生費 項１　保健衛生費 目２　予防費 前年度予算 千円

事業名

新型コロナウイルスワクチン接種事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：健康福祉課）

新型コロナウイルスワクチン接種に係る医師・看護師等の報償費及び事務経費

（担当課：健康福祉課）

・高圧交流負荷開閉器改修　１，３８６千円

・屋上清掃業務委託　　　　　　２７５千円

事業名

保健センター管理（施設修繕工事）

財　源　内　訳（千円）
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予算 新規・継続

１，８０４千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １，８０４千円

《事業概要》

款４　衛生費 項１　保健衛生費 目２　予防費 前年度予算 千円

予算 新規・継続

４，８６２千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ４，８６２千円

《事業概要》

款４　衛生費 項１　保健衛生費 目３　保健衛生費 前年度予算 千円

・健康管理システム番号法対応業務システム改修　４，８６２千円

健康増進事業（健康管理システム改修事業）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：健康福祉課）

事業名

事業名

感染症予防事業（システム改修事業）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：健康福祉課）

・新型インフルエンザ対策特別措置法対応システム（税番号制度対応）　１，２３２千円
・ロタワクチン追加措置（税番号制度対応）　５７２千円
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【人権同和対策課】

予算 新規・継続

５，２６５千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 ５，２６５千円 千円

《事業概要》

款７　土木費 項４　住宅費 目１　住宅管理費 前年度予算 ５，８５０千円

予算 新規・継続

４，５４０千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 ４，５４０千円 千円

《事業概要》

款７　土木費 項４　住宅費 目１　住宅管理費 前年度予算 ４，９５０千円

事業名

町営住宅維持管理（住宅改修＆修繕）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：人権同和対策課）

事業名

町営住宅の修繕・改修事業

・修繕料　４０５千円　　　　（R２　４５０千円）

・住宅改修工事　４，８６０千円　　（R２　５，４００千円）

改良住宅の修繕・改修事業

・修繕料　１，３００千円　　　　（R２　１，３５０千円）

改良住宅維持管理（住宅改修＆修繕）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：人権同和対策課）

・住宅改修工事　　３，２４０千円　　（R２　３，６００千円）
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予算 新規・継続

３，４０６千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 ３，４０６千円 千円

《事業概要》

款７　土木費 項４　住宅費 目１　住宅管理費 前年度予算 ５，０００千円

予算 新規・継続

１０，９４６千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １０，９４６千円

《事業概要》

款７　土木費 項４　住宅費 目２　環境改善事業費 前年度予算 ８，４７３千円

【事業部　産業課】

予算 新規・継続

５００千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ５００千円

《事業概要》

款６　商工費 項１　商工観光費 目２　観光費 前年度予算 千円

事業名

観光事業（WEST　NARA広域観光推進協議会負担金）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：産業課）

・生駒郡４町、王寺町、大和郡山市の６自治体でDMOの立ち上げに向けた協議会を令和３年４月に設立。広域連携
による観光事業の推進を図る。

・改良住宅５号団地（東西南北）水路清掃工事　５１３千円

事業名

改良住宅下水道接続工事

財　源　内　訳（千円）

（担当課：人権同和対策課）

・下水道接続工事　８件　３，４０６千円

（R２　設計７１５千円、工事４，２８５千円）

・東安堵地区の草刈り費用　１０，３７８千円

・公営住宅樹木剪定工事　　　　　　５５千円

事業名

地区全域工事（草刈り整備工事）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：人権同和対策課）

改良住宅への公共下水道への接続工事（２号団地）
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【建設課】

予算 新規・継続

７，９７８千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ７，９７８千円

《事業概要》

款２　総務費 項１　総務管理費 目７　交通安全対策費 前年度予算 ５，４８８千円

予算 新規・継続

５，７０９千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ５，７０９千円

《事業概要》

款７　土木費 項１　土木管理費 目１　土木総務費 前年度予算 千円

予算 新規・継続

１，７７３千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 １，３２９千円 千円 千円 ４４４千円

《事業概要》

款７　土木費 項１　土木管理費 目１　土木総務費 前年度予算 １，７８２千円

・令和３年度　合成図の作成

道路台帳補正業務

・道路台帳の更新

地籍整備事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：建設課）

事業名

事業名

交通安全施設補修工事

財　源　内　訳（千円）

（担当課：建設課）

・町内全域の交通安全対策事業（区画線の補修、カーブミラー取替等）　５，５４７千円

・岡崎川堤防線にかかる標識工の設置　２，４３１千円

財　源　内　訳（千円）

（担当課：建設課）

事業名
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予算 新規・継続

５７，６４５千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 ９，９００千円 千円 ４７，７４５千円

《事業概要》

款７　土木費 項２　道路橋梁費 目１　道路橋梁維持費 前年度予算 ４６，２４３千円

予算 新規・継続

３０，５２９千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

１７，２４８千円 千円 ８，３００千円 千円 ４，９８１千円

《事業概要》

款７　土木費 項２　道路橋梁費 目１　道路橋梁維持費 前年度予算 ４１，３００千円

社会資本整備総合交付金事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：建設課）

・橋梁長寿命化修繕事業　太子橋　　　１０，４２２千円

事業名

町単独道路維持補修費（道路補修工事）

・道路維持草刈工事　　２１，３７２千円　　・大和川右岸線除草工事　５，９０８千円

・道路維持管理　町内全域　７，１０９千円　　　　・道路側溝清掃工事　小泉苑　１，２０７千円

・道路維持補修工事　９，９３７千円　　　　　　　・転落防止柵取替工事　６，０７７千円(町債活用)

事業名

財　源　内　訳（千円）

（担当課：建設課）

・舗装修繕工事　岡崎　６，０３５千円(町債活用)

・橋梁定期点検業務委託　町内１６橋　９，６８５千円

・舗装修繕設計業務委託　柿の里団地　１０，４２２千円
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予算 新規・継続

２，３７４千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ２，３７４千円

《事業概要》

款７　土木費 項３　都市計画費 目１　都市計画総務費 前年度予算 千円

予算 新規・継続

９，３５６千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ９，３５６千円

《事業概要》

款７　土木費 項３　都市計画費 目３　都市公園維持管理費 前年度予算 １５，２７９千円

財　源　内　訳（千円）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：建設課）

都市計画公園維持管理業務（公園維持修繕工事）

・都市計画道路迂回路整備に係る境界明示業務委託　　　　　２，３７４千円

事業名

都市計画事業（遊水地関連事業）

（担当課：建設課）

・中央公園管理工事　２，１９１千円　・都市公園(７か所)草刈工事　　　８１５千円

・都市公園（７か所）維持管理　１，１６７千円　・都市公園（７か所）防草シート設置　１，５１６千円

・中央公園電気施設修繕工事　２，３１１千円

・中央公園植栽（高木）管理工事　１，３５６千円

事業名
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【教育総務課】

予算 新規・継続

１４５千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １４５千円

《事業概要》

款９　教育費 項１　教育総務費 目１　教育委員会費 前年度予算 ２６３千円

予算 新規・継続

１，６２８千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １，６２８千円

《事業概要》

款９　教育費 項１　教育総務費 目２　事務局費 前年度予算 千円

予算 新規・継続

６，９７７千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ６，９７７千円

《事業概要》

款９　教育費 項１　教育総務費 目２　事務局費 前年度予算 ０千円

事業名

事務局運営費（統合型校務支援システム導入事業）

財　源　内　訳（千円）

・小中学校　ICT派遣業務委託（４８回）　１，６２８千円
・ICT教育の推進のため、月に２回委託業者から派遣してもらい、先生や生徒のフォローを行う。

（担当課：教育総務課）

・校務支援システム　機器備品　３，６２１千円

・NW分離設定費　２，５８１千円

・機器借り上げ料（初期費用、ランニングコスト）　７７５千円

事業名

町立学校読解力向上事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：教育総務課）

・集団読書用図書保管箱　１０千円
・小学校　プリント教材　３３千円
・中学校　高校入試過去問、集団読書の本　１０２千円

事業名

事務局運営費（ICT派遣業務）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：教育総務課）
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予算 新規・継続

１３，１５２千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 １１，８００千円 千円 １，３５２千円

《事業概要》

款９　教育費 項１　教育総務費 目２　事務局費 前年度予算 ０千円

【小学校】

予算 新規・継続

１，５６２千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 １，５６２千円

《事業概要》

款９　教育費 項２　小学校費 目１　学校管理費 前年度予算 １，６３３千円

予算 新規・継続

６７１千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ６７１千円

《事業概要》

款９　教育費 項２　小学校費 目２　教育振興費 前年度予算 ３，０７４千円

財　源　内　訳（千円）

（担当課：小学校）

・教師用指導書　一式　６７１千円

事業名

小学校管理（施設改修工事）

財　源　内　訳（千円）

事業名

小学校教育振興（教材用備品）

（担当課：小学校）

・漏電に伴う電気工事　　４０２千円

・特殊建築物検査結果工事（玄関ホールガラスブロック下枠維持改修工事）　　１，１６０千円

・工事費　　１１，７００，千円

小学校の体育館、中学校の体育館・武道場の照明をLED化に

・設計監理　１，４５２千円

事業名

小中学校　体育館等LED化事業

財　源　内　訳（千円）

（担当課：教育総務課）
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【中学校】

予算 新規・継続

３，８８３千円 継続

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ３，８８３千円

《事業概要》

款９　教育費 項３　中学校費 目２　教育振興費 前年度予算 ６４８千円

【生涯学習課】

予算 新規・継続

８，３３５千円 新規

国庫 県費 町債 その他 一般財源

千円 千円 千円 千円 ８，３３５千円

《事業概要》

款９　教育費 項１　教育総務費 目４　カルチャーセンター管理費 前年度予算 ３，８４５千円

・屋根修繕工事　設計監理８５８千円

・屋根修繕工事　１０年計画（１年目）　４，７１９千円

・多目的ホール送風機修理　２７２千円

カルチャーセンター管理費（施設改修工事）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：生涯学習課）

・外壁工事　設計監理　２８６千円

・外壁工事、仮設工事費、廃材処分費等　　２，２００千円

・教科書（教師用）　３５千円

・バスケ部　デジタルタイマー　７５千円

・サッカー部　ビブス・レフェリーフラッグ　３３千円

・吹奏楽　ホルン　３８２千円

事業名

事業名

中学校教育振興（教材用備品）

財　源　内　訳（千円）

（担当課：中学校）

・教師用指導書　１，２５８千円・デジタル教科書一式　２，１００千円
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国民健康保険特別会計

１．国民健康保険の概要

　国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付

を行う医療保険制度です。

　市町村の区域内に住所を有する者は、後期高齢者医療制度又は被用者保険（社会

保険）に加入していない限り、本人の意志に関係なく、強制的に国民健康保険に加

入することとなります。このことにより、全ての国民がいずれかの医療保険に加入

することとなります（国民皆保険）。

　平成３０年度の国民健康保険制度改正により、国民健康保険の運営が市町村単位

から県単位に移行しました。県は、財政運営主体となって、県全体の国民健康保険

における保険給付を負担するため、財政の安定化が見込まれ、また、事務の効率

化・広域化等により、効率的な事業運営を図ります。

　市町村は、県が決定した国民健康保険事業納付金を県に納め、保険給付にかかる

費用が、補助金として県より交付されます。

　国民健康保険税は、県が算定する標準保険税率を参考に、県と協議のうえ決定し

ます。また、令和６年度には「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んで

も保険料水準が同じ」となる県内統一保険料になる予定です。

２．国民健康保険の状況

非正規雇用者の社会保険適用の拡充等で、被保険者数が減少しており、安堵町の

国民健康保険の状況は、以下のとおりとなっています。
（１）世帯数及び被保険者数　（令和２年12月末現在）

　　・世　帯　数　　1,253 世帯　（前年度　1,234 世帯　 19 世帯増）

　　・被保険者数  　1,949 人    （前年度　1,956  人　   7 人減）
（２）人口に対する国民健康保険適用率　（令和２年12月末現在）

　　・適　用　率　　26.82 ％ 　  （前年度  27.21　％　 0.39 ％減）

　　・人　　　口　  7,268 人  　 （前年度　7,407  人　  139 人減）

23



３．国民健康保険特別会計予算　概要

《歳入》

　国民健康税については、県内統一保険料に向けた保険税率の改正を行うことによ

り、約２，５６１千円（１．５％）の増額となる見込みです。

　県支出金については、国の統一的標準システムの導入に対する県補助金の増加、

令和３年度より県全体の保険料負担抑制のための繰入金を、市町村への交付金とし

て交付されることになったことなどにより、５１，４６１千円（７．３％）の増額

となります。

　繰入金は、財政安定化繰入金及び国民健康保険保険基盤安定繰入金の国の算定額

の増加分を計上したため、２，５２３千円（３．６％）の増額です。

　国庫支出金は、昨年度計上しておりましたマイナンバーカードのオンライン資格

確認に係る国民健康保険システムの改修が終了しましたので▲１，１７７千円（▲

１００．０％）の減少となります。

《歳出》

総務費については、国の標準システムの導入費用等により、約１１，８６２千円

の増額となる見込みです。

保健事業費については、令和３年度より従来の集団健診に加え、前年度に実施し

た個別健診を実施することにより、保健師に対する人件費等が増額となり約３，１

９６千円（４７．７％）の増額となる見込みです。

諸支出金については、令和元年度の退職被保険者の療養給付費にかかる交付金が

過大交付されている分を令和３年度で返還するため約１，４７３千円（１７５．

１％）の増額となっています。

国民健康保険事業費納付金については、県全体の保険料負担抑制のための繰入金

を、市町村への交付金として交付されますが、全額納付金として県に納めるため約

３７，５３２千円（１７．０％）の増額となる見込みです。

以上のことから、令和３年度国民健康保険会計の総額は、９９９，２００千円と

なり、前年度と比べ５５，３００千円（５．９％）の増加となります。
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１． 下水道特別会計予算　概要

《歳入》

《歳出》

下水道事業特別会計

　歳入については、公共下水道への接続家屋の増加及び企業からの増収を見込

み、９，５４５千円（１６．０％）の増加となっています。

　また、総務省より令和５年度までに人口３万人未満の自治体においても下水

道事業の公営企業法適化への移行を要請されているため、令和３年、４年度で

移行準備を行なうため、町債で１８，７００千円（１００．０％）の新規計上

となっています。

　歳出については、人件費削減及び笠目地区について斑鳩町で本管工事の施工

をしていただき、ます設置を随伴施工していく箇所があるため事業費の減少が

ありますが、新規公共下水道への接続による維持管理負担金の増加、及び下水

道事業の公営企業法適化への移行業務などの増加があり、全体の事業費としま

しては、前年度と大きな差異はございません。
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介護保険特別会計（保険事業勘定）

１．　介護保険の概要
介護保険は、平成12年4月1日より実施され、介護保険特別会計として自治体ごと

で計上し、安堵町民の65歳以上の人と、40歳～64歳の医療保険加入者が被保険者と

なり、介護サービス給付、生活支援を行うなど介護保険事業運営にかかる会計であ

ります。
令和３年度は、引き続き団塊の世代が75歳となる2025年を見据えて、みんなが住

みなれた地域で、安心して自分らしい生活が送れる取り組みを進めるため、自立支

援・重度化防止等、介護予防・日常生活支援総合事業の推進や、認知症への対応や

理解等総合的支援事業を行うため、医療・ケア・介護との連携などに視点を置き、

また、令和３年度、安堵町高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定を踏

まえた予算となります。
前年度より、△50,881千円（△6.2%）減額となり、歳入歳出それぞれ773,837千

円（R２年度824,718千円）を予算計上しました。

（１）  被保険者・・・第1号被保険者（65歳以上）約　2,465人

　　　　　　　　　　（令和2年12月末） 前年度　2,449人　　 16人減

　　　　　　　　　　　第2号被保険者（40歳～64歳の医療保険加入者）

　　　　　　　　　　　約　2,386人（同時期）前年度　2,396人　　10人減

（２）  要介護認定者（1～5）・・・ 326人

　　　　　　　　　　（令和2年12月末）前年度 346人　20人減

（３）  要支援認定者（1・2）・・・ 88人

　　　　　　　　　　（令和2年12月末） 前年度  95人　7人減

　　　　　　　　　　 認定者414人・・・前年度454人　40人減

（４）  介護予防・生活支援サービス事業利用者・・10人（令和2年12月末）

　　　　　　　　　　（基本チャックリストによる生活機能低下該当）

（５）  第１号保険料・・・9段階　　　　基準額月額6,400円

（６）  高齢化率　・・・・令和３年２月現在　　34.3 ％
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後期高齢者医療特別会計

１．　後期高齢者医療の概要

後期高齢者医療制度は、７５歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた時

は６５歳）以上の方を対象とした医療保険制度です。

制度の運営は、奈良県のすべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域

連合」が保険者となり、市町村とで役割分担をしています。広域連合は被保険者の

認定や保険料の決定、医療給付など制度の運営を行い、市町村は被保険者からの各

種届出や申請などの受付、保険料の徴収を行います。市町村で徴収した保険料は全

額広域連合へ納付し、制度の運営に充てられます。

２．　後期高齢者医療の状況

※令和２年１２月末現在

（１）被保険者数  　1,228　人   （前年度　1,184  人　44  人増）

（２）人口に対する後期高齢者医療適用率

　　・適　用　率　　16.90 ％ 　 （前年度　 15.98 ％　0.92％増）

　　・人　　　口　  7,268人  　（前年度　　7,407 人　139 人減）

３．　後期高齢者医療特別会計予算　概要

　令和３年度の後期高齢者医療特別会計予算は、前年度より４，６９０千円増額の

１１１，９００千円（令和２年度１０７，２１０千円）を計上しました。

　主に被保険者数の増加により、前年度より増額となっています。
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