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令和４年度は骨格予算を編成

　令和４年度の町の予算は、３月に町長選挙が行われたことから、選挙後に政策予算を組む

ため、『骨格予算』を編成し、町議会３月会議で可決されました。

　本来予算は、その年度のすべての歳入・歳出で編成されるものです。し

かし、町長選挙が行われる場合は、政策的な判断がしにくいため、継続的

事業や義務的経費を中心に計上し、新規事業・投資的経費などの『政策的

経費』は計上せずに編成します。このような形で作成される予算を『骨格

予算』といいます。

○新規事業は原則計上しないこととしていますが、緊急性が高く、町民生

　活に影響が出る事業等は、年間の所要見込額を計上します。

○義務的経費（扶助費、人件費、公債費）、複数年にわたる契約を締結し

　ている事業、施設の修繕費など、毎年の行政運営に必要不可欠な経費は、

　年間の所要見込額を計上します。

○年度当初（４月～７月）に事業を行わなければ事業の執行に支障をきた

　す経費は、年間の所要見込額を計上します。

　骨格予算とは

骨格予算の編成

↓

３月会議上程、 議決

↓

政策的経費予算の編成

↓

６月会議上程、 議決

↓

実質の令和４年度

予算成立

　骨格予算編成の基本的な考え方

予算編成の流れ

会計 　　令和４年度予算 　　　前年増減 　前年比

一般会計 1,006,600 万円 △ 73,900 万円 △ 6.8％

特別会計 345,652 万円 △ 1,484 万円 △ 0.4％

国民健康保険事業特別会計 155,133 万円 △ 3,356 万円 △ 2.1％

後期高齢者医療事業特別会計 21,281 万円 1,583 万円 8.0％

日高国保診療所特別会計 25,972 万円 57 万円 0.2％

富川国保診療所特別会計 15,062 万円 2,033 万円 15.6％

介護保険事業特別会計 128,204 万円 △ 1,801 万円 △ 1.4％

企業会計 341,094 万円 △ 23,808 万円 △ 6.5％

水道事業会計 60,976 万円 △ 22,409 万円 △ 26.9％

簡易水道事業会計 11,760 万円 318 万円 2.8％

下水道事業会計 93,855 万円 2,383 万円 2.6％

国民健康保険病院事業会計 174,503 万円 △ 4,100 万円 △ 2.3％

　会計別予算額

特集　令和４年度予算編成
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　令和４年度一般会計予算

令和４年度一般会計予算は１００億６,６００万円に

　令和４年度の予算編成は、骨格予算のため新規事業や投資的経費などの「政策的経費」は計上せず、継

続的事業や義務的経費を中心に、前年対比 7億 3,900 万円減額した予算編成となりました。

　一般会計の歳入は、昨年度に比べ 7億 3,900 万円

減少し、100 億 6,600 万円となりました。主な増減

内容は、国庫支出金で静内対空射撃場周辺漁業用

施設（水産物加工施設）設置助成事業補助金の減等

により 7 億 268 万円の減、町債では静内対空射撃

場周辺漁業用施設（水産物加工施設）設置助成事業

の減等により 4 億 3,670 万円の減、地方交付税で 2

億 5,000 万円の増、繰入金では各種事業実施に伴

う基金の繰入及び財政調整基金の取り崩しなどに

より 9,378 万円の増となりました。

　歳入は町税や諸収入、繰入金などの「自主財源」

と地方交付税や国庫支出金、道支出金などの「依

存財源」に分けられ、自主財源の割合が大きいほ

ど行政の自主性が確保されていることとなります。

令和 4年度の自主財源は昨年度と比べ 1億 787 万円

増加し 29 億 2,039 万円となり、構成比率は 2.9 ポ

イント増加し 29.1％となりました。

▶ 一般会計　歳入

　一般会計の歳出は、歳入と同様に 7 億 3,900 万

円の減額となりました。主な増減内容は、静内対

空射撃場周辺漁業用施設（水産物加工施設）設置助

成事業の減等により農林水産業費で 7 億 7,419 万

円の減、土木費では公営住宅建設事業の減等によ

り 3億 5,885 万円の減、民生費では、認定こども園・

保育所等整備補助事業の増等により 2億 1,708 万円

の増、公債費では門別わかば保育所及びもんべつ児

童館新築工事事業等の借金に伴う償還開始により

9,532 万円の増、衛生費では、門別国保病院事業会

計補助金の増等により7,803万円の増となりました。

　歳出予算を性質別にみると、人件費や物件費な

どの消費的経費では 9,582 万円減少し、全体の

61.6％（61 億 8,038 万円）を占め、工事請負費や

公有財産購入費などの投資的経費は 9 億 6,997 万

円で全体の 9.7％を占めています。

▶ 一般会計　歳出

歳入
100 億
6,600 万円

歳出
100 億
6,600 万円

町税（15.1％）町税（15.1％）

15 億 1,630 万円15 億 1,630 万円

地方交付税（50.2％）地方交付税（50.2％）

50 億 5,000 万円50 億 5,000 万円

繰入金繰入金

（7.4％）（7.4％）

7億 4,767 万円7億 4,767 万円

地方譲与税・交付金

（3.8％）

3億 8,348 万円

町債（5.8％）町債（5.8％）

5億 8,700 万円5億 8,700 万円

諸収入など諸収入など

（6.6％）（6.6％）

6億 5,642 万円6億 5,642 万円

国・道支出金

（11.1％）

11 億 2,513 万円

自主財

源
(29.1%

)

自主財

源
(29.1%

)

依
存
財

源
（70.9％ )

依
存
財

源
（70.9％ )

職員給与費（19.7％）職員給与費（19.7％）

19 億 8,631 万円19 億 8,631 万円

公債費（18.3％）公債費（18.3％）

18 億 3,898 万円18 億 3,898 万円

民生費（20.7％）民生費（20.7％）

20 億 8,385 万円20 億 8,385 万円

衛生費（11.4％）衛生費（11.4％）

11 億 4,825 万円11 億 4,825 万円

総務費（5.5％）総務費（5.5％）

5億 5,112 万円5億 5,112 万円

土木費（8.9％）土木費（8.9％）

8億 9,056 万円8億 9,056 万円

消防費（5.7％）消防費（5.7％）

5億 7,227 万円5億 7,227 万円

教育費（5.3％）

5億 3,684 万円

農林水産業費（2.6％）

2億 6,353 万円

商工費（1.1％）

1億 953 万円
その他（0.8％）

 8,476 万円


