
令和５年度 浦幌町予算概要 

 

 

 令和５年度予算は骨格予算となりますが、令和２年度に策定した「浦幌町第４期まちづ

くり計画」に基づき編成を行い、一般会計の総額を６６億７，２００万円とし、前年度対

比４．５％の減額となりました。 

 新型コロナウイルス感染症は未だ終息が見えず、原油価格高騰に加え為替相場の急変に

伴う物価高騰など先行き不透明な状況が継続しており、一般財源の確保は前年度同様に困

難な状況にありますが、ふるさと納税による寄附金事業により積立した「ふるさとづくり

基金」の活用により、「浦幌町第４期まちづくり計画重点プロジェクト」や「うらほろスタ

イル」、「観光振興」などに関する各事業に１億８７３万円を充当し、また「公共施設整備

基金」を活用し、「保健福祉センター屋根ウレタン防水改修工事」や「レストラン施設暖房

ボイラー取替工事」などの各事業に、１億１，９４４万円を充当しています。 

ハード事業における主なものとしては、新規事業については、「東山町団地内道路舗装工

事」や「浦幌小学校児童玄関スロープ設置工事」などがあり、継続事業については、「相川

川西線道路整備事業」や「東山町団地既設改良住宅除却工事」などについて計上していま

す。 

ソフト事業における主なものとしては、継続事業として、「民間賃貸住宅建設促進事業」

や「婚活応援交流事業（旧うらフェス交流事業）」、「紙おむつ購入助成事業」、「就業チャレ

ンジ事業」、「就業人材育成事業」、「中小企業経営承継事業」などを引き続き計上していま

す。 

特別会計においても、「浦幌町第４期まちづくり計画」に基づき編成を行い、特別会計を

含めた予算の総額を９３億２，３３８万円とし、前年度対比３．６％の減額となりました。 

 令和５年度は第４期まちづくり計画前期５ヵ年の３年目となっており、令和４年度に引

き続き、まちの将来像「想いをつないで未来を創る“わたしたちのまち”うらほろ」の実

現に向け、「子どもを産み育てたいと思えるまち」、「仕事をつなげたい、つくりたいと思え

るまち」、「住み続けたい、関わりたいと思えるまち」の３つの重点プロジェクトを掲げ、

町民が安心し安全な暮らしを確保できるよう、限られた財源の中で住民生活の充実やニー

ズを最大限に反映できるような予算編成を行いました。 

 

 

 

 



一般会計予算 ６６億７，２００万円 

前年度当初比 △３億１，３００万円・△４．５％ 

８特別会計予算を合わせた総額 ９３億２，３３８万円 

前年度当初比 △３億５，２０８万円・△３．６％ 

一般会計歳入においては、町税収入を６億８，００７万円（前年度当初比＋２１３万円・

＋０．３％）で見込み、歳入の大半を占める地方交付税のうち普通交付税は３３億円（前

年度当初比＋２億円・＋６．５％）、臨時財政対策債は２，０００万円（前年度当初比△２，

６００万円・△５６．５％）で、普通交付税に臨時財政対策債を加えた実質的な普通交付

税の総額は３３億２，０００万円（前年度当初比＋１億７，４００万円・＋５．５％）を

見込みました。 

なお、普通交付税については、前年度実績比△０．８％（前年度交付額３３億２，６１

３万円）となっています。 



（単位：千円）

R5年度予算額 R4年度予算額 増減額 増減率

6,672,000 6,985,000 ▲ 313,000 ▲4.5%

町 有 林 野 86,291 136,774 ▲ 50,483 ▲36.9%

国 保 事 業 684,276 652,583 31,693 4.9%

後 期 高 齢 者 医 療 99,260 95,354 3,906 4.1%

介 護 保 険 751,898 720,469 31,429 4.4%

町 立 診 療 所 329,436 325,513 3,923 1.2%

公 共 下 水 道 177,074 236,120 ▲ 59,046 ▲25.0%

個 別 排 水 処 理 54,828 61,095 ▲ 6,267 ▲10.3%

簡 易 水 道 468,313 462,546 5,767 1.2%

9,323,376 9,675,454 ▲ 352,078 ▲3.6%合 計

各会計別予算の内訳

一 般 会 計

会 計 名

特
　
別
　
会
　
計



歳入 （単位：千円）
区分 R5年度予算額 R4年度予算額 増減額 増減率
町税 680,072 677,944 2,128 0.3%
地方譲与税 160,714 155,012 5,702 3.7%
利子割交付金 300 700 ▲ 400 ▲57.1%
配当割交付金 1,400 1,000 400 40.0%
株式等譲渡所得割交付金 500 500 0 0.0%
法人事業税交付金 6,000 3,500 2,500 71.4%
地方消費税交付金 113,000 106,000 7,000 6.6%
環境性能割交付金 6,300 4,782 1,518 31.7%
地方特例交付金 1,220 3,041 ▲ 1,821 ▲59.9%
地方交付税 3,560,000 3,333,000 227,000 6.8%
交通安全対策特別交付金 750 750 0 0.0%
分担金及び負担金 154,114 144,917 9,197 6.3%
使用料及び手数料 106,637 106,140 497 0.5%
国庫支出金 416,915 602,088 ▲ 185,173 ▲30.8%
道支出金 325,269 317,454 7,815 2.5%
財産収入 53,736 56,013 ▲ 2,277 ▲4.1%
寄附金 364,002 332,002 32,000 9.6%
繰入金 260,428 463,460 ▲ 203,032 ▲43.8%
繰越金 1,000 1,000 0 0.0%
諸収入 138,843 138,497 346 0.2%
町債 320,800 537,200 ▲ 216,400 ▲40.3%
計 6,672,000 6,985,000 ▲ 313,000 ▲4.5%

歳出 （単位：千円）
目的別区分 R5年度予算額 R4年度予算額 増減額 増減率
議会費 83,698 83,698 0 0.0%
総務費 1,330,535 1,363,902 ▲ 33,367 ▲2.4%
民生費 1,343,404 1,317,360 26,044 2.0%
衛生費 599,531 595,332 4,199 0.7%
労働費 20,398 20,123 275 1.4%
農林水産業費 480,564 502,703 ▲ 22,139 ▲4.4%
商工費 229,737 268,414 ▲ 38,677 ▲14.4%
土木費 796,985 1,010,919 ▲ 213,934 ▲21.2%
消防費 223,401 247,910 ▲ 24,509 ▲9.9%
教育費 677,151 692,113 ▲ 14,962 ▲2.2%
災害復旧費 2,985 3,074 ▲ 89 ▲2.9%
公債費 882,591 878,432 4,159 0.5%
諸支出金等 1,020 1,020 0 0.0%
計 6,672,000 6,985,000 ▲ 313,000 ▲4.5%

性質別区分 R5年度予算額 R4年度予算額 増減額 増減率
人件費 1,299,634 1,299,017 617 0.0%
物件費 1,544,226 1,548,758 ▲ 4,532 ▲0.3%
普通建設事業 739,645 1,087,497 ▲ 347,852 ▲32.0%
災害復旧費 2,985 3,074 ▲ 89 ▲2.9%
公債費 882,591 878,432 4,159 0.5%
繰出金 684,000 665,864 18,136 2.7%
補助費等 779,061 766,493 12,568 1.6%
扶助費 402,061 393,674 8,387 2.1%
その他 337,797 342,191 ▲ 4,394 ▲1.3%
計 6,672,000 6,985,000 ▲ 313,000 ▲4.5%

一般会計の歳入と歳出の内訳
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〇 総務費

▶ 総合行政情報クラウドシステムハードウェア及びソフトウェアサービス使用料 4,826万円

　庁内で使用している住民情報などを扱うシステム機器やソフトを使用するための費用。

▶ うらほろスタイル推進業務委託料 1,172万円

（ふるさとづくり寄附金活用事業）

◎財源 　ふるさとづくり寄附金　272万円、地方債（借金）　900万円

▶ 民間賃貸住宅建設促進事業補助金 280万円

　町内の賃貸住宅を建設する住宅建設者に建設費用の一部を補助するための費用。

▶ 定住住宅取得補助金 1,000万円

　新築又は中古住宅を取得する方に交付する補助金。

◎財源 　地方債（借金）　800万円

▶ 結婚祝金 80万円

　町内で結婚される方々を対象に祝金を贈呈するための費用。

（ふるさとづくり寄附金活用事業）

▶ 結婚新生活支援事業 60万円

◎財源 　道の補助金　30万円

▶ 浦幌町未来づくり事業 2億8,400万円

◎財源 　企業版ふるさと寄付金　2億8,400万円

▶ 婚活応援交流事業（旧うらフェス交流事業） 200万円

　青年層の出会いと交流を目的としたイベントを開催し、町の活性化につなげるための費用。

（ふるさとづくり寄附金活用事業）

〇 民生費

▶ 障害福祉サービス費等給付費 1憶9,008万円

◎財源 　国の負担金　9,504万円、道の負担金　4,752万円

▶ 障害者医療給付費 927万円

◎財源 　国の負担金　464万円、道の負担金　232万円

▶ 補聴器購入費補助金 50万円

　医師の診断により聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であるとされた方
へ、補聴器の購入費の一部を補助するものです。

主なお金の使いみち

　浦幌の未来を担う子どもたちを対象にした４つのプロジェクト（地域への愛着を育む事業、子ども
の想い実現事業、農村つながり体験事業、高校生つながり発展事業）を実現するための費用。

　これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタート
アップにかかる費用の支援を行う。

　障害者総合支援法に基づく、居宅介護給付、生活介護給付、就労継続支援、共同生活援助、介護施
設入所支援などに要する費用。

　障害者総合支援法に基づく、身体障がい者（児）に対する更生医療（人口透析など）及び育成医療
に要する費用。

　地域資源を活用した新たな特産品開発やマラソン大会をはじめとするスポーツを軸としたまちづく
り事業、企業や地域との協働による課題解決型事業を実施するための費用。



▶ 出産祝金 310万円

　次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、町民の子育て支援を目的に贈呈するための費用。

（ふるさとづくり寄附金活用事業）

▶ 紙おむつ助成給付金 102万円

◎財源 　地方債（借金）　90万円

▶ 在宅福祉支援事業 777万円

　介護保険法上「自立」と判定された方を対象にデイサービスセンターにおいて実施する事業。

〇 衛生費

▶ 健康診査委託料等 707万円

　各種健康診査に要する費用。

◎財源 　国の負担金　4万円、道の負担金　4万円

▶ 予防接種委託料等 1,112万円

　個別予防接種などに要する費用。

▽主な予防接種～４種混合、水痘、肺炎球菌、Ｂ型肝炎、インフルエンザ、子宮頸がん

▶ こども医療扶助費 1,440万円

　高校生までの医療費無料化に要する費用。

◎財源 　道の補助金　249万円、その他負担金　10万円、地方債（借金）　800万円

▶ 保健福祉センター屋根ウレタン防水改修工事 3,200万円

　保健福祉センターの屋根を防水改修するための費用。

〇 労働費

▶ 就業チャレンジ事業委託料 525万円

　就業体験プログラムの協力者である各種産業団体及び経営者への委託料。

▶ 常室ラボ運営事業委託料 736万円

　旧常室小学校を活用したサテライトオフィスコワーキング事業などの運営に対する委託料。

▶ 雇用促進事業補助金 240万円

◎財源 　地方債（借金）　200万円

▶ 資格取得促進事業補助金 100万円

▶ 就業人材育成事業補助金 60万円

　乳児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、子育て支
援を目的に交付する補助金。

▽主な事業～生きがい活動支援通所事業（日常生活訓練、入浴サービス、給食サービスなど）、外出
支援事業（居宅と施設及び医療機関などの間の送迎）、ふれあい給食事業（高齢者世帯の方に弁当を
宅配、安否確認）、いたわり給食事業（弁当の宅配、健康状態及び安否確認）

▽主な検診～特定健診、詳細検診、肝炎検査、エキノコックス症検査、胃がん検診、肺がん検診、大
腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診、人間ドック、脳ドック

　町内の中小企業者などの育成及び雇用の促進を図るため、従業員を新規に正規雇用し、１年を超え
て継続雇用した事業者に対し、被雇用者１人当たり４８万円を交付する補助金。

　町内の中小企業者などの雇用促進、経営安定を図るため、従業員の資格取得の一部費用に対する補
助金。

　町内建設業者の雇用促進人材確保を目的に、建設業者へ就業するため、専門学校へ進学するものに
対する補助金。



〇 農林水産業費

▶ 中山間地域等直接支払交付金 1,514万円

　耕作放棄地の増加を防ぐため、生産条件の不利な農地の生産者に対して交付するもの。

▽対象地域～豊北、静勝、直別

◎財源 　道の補助金　1,141万円

▶ 環境保全型農業直接支払交付金 3,922万円

◎財源 　道の補助金　2,942万円

▶ 生乳生産基盤強化対策事業補助金 280万円

▶ 地籍調査事業 6,616万円

▽対象地区～円山の一部

◎財源 　道の負担金　4,742万円、その他手数料　20万円

▶ 梦の森グランドデザイン事業 650万円

　木育や森林環境教育が行える森林フィールド整備等のグランドデザイン作成に要する費用。

（森林環境譲与税基金活用事業）　

▶ 森林管理作業道等整備事業補助金 300万円

　民有林作業道の維持補修費用に対する補助金。

（森林環境譲与税基金活用事業）　

▶ 森林労働安全環境整備事業補助金 300万円

（森林環境譲与税基金活用事業）　

▶ 森林公園内河川改修工事 7,500万円

　森林公園内にある河川の改修工事。

▶ 豊かな森づくり推進事業補助金 3,229万円

◎財源 　道の補助金　1,840万円

〇 商工費

▶ 転入者ハマナス商品券贈呈事業 75万円

▶ 行政ポイント事業 100万円

　「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有す
る多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全に効果の高い営農活動に対して交付するもの。

　町民参加機会の向上および健康増進に寄与しつつ、町内消費拡大促進を図るため、町内で実施され
る各種活動等にハマナスポイントを付与するための費用。

　酪農経営者が性判別精液受胎初妊牛または高能力初妊牛を購入した場合に、必要経費の一部を補助
するための費用。

　現地と公図及び登記簿の不一致を解消するため、土地の所有者、地番、地目及び境界の調査並びに
測量を実施するための費用。

　労働安全環境の改善を目的とし、事故防止用の装具購入費や安全講習などに要する費用に対する補
助金。

　森林が持つ多様な公益機能を確保し、美しく豊かな森林を造成するため、民有林所有者が森林組合
などに委託して行う植林事業に対する補助金。

　定住移住対策を推進し町の活性化を図るため、新たに転入された方（満１８歳以上）にハマナス商
品券を贈呈するための費用。



▶ レストラン施設暖房設備改修工事 620万円

　レストラン施設の暖房設備改修工事。

▶ 太陽光発電システム設置補助金 25万円

　太陽光発電システムを設置した方に交付する補助金。

▶ 木質ペレットストーブ購入費補助金 20万円

　木質ペレットストーブを購入した方に交付する補助金。

▶ 新規創業等促進補助金 1,000万円

　新規創業及び第二創業に対する補助金。

▶ 店舗等リフォーム補助金 200万円

　店舗等のリフォーム費用に対する補助金。

▶ 中小企業経営承継事業補助金 100万円

　中小企業者等における事業承継を支援するための補助金。

〇 土木費

▶ 道路建設補助事業 2億1,120万円

▽相川川西線～改良工事：380.0ｍ（幅員5.5ｍ）、舗装工事：380.0ｍ

◎財源 　国の補助金　1億2,741万円、地方債（借金）　7,650万円

▶ 橋梁長寿命化修繕事業 8,360万円

　老朽化している橋梁について調査設計委託や補修及び補強工事を行うための費用。

▽森開橋、留真第2橋、万栄橋、厚内橋～調査設計委託

▽錦橋、常豊大橋、貴老路大橋～補修工事

◎財源 　国の補助金　5,341万円、地方債（借金）　3,240万円

▶ 老朽化対策事業 2,750万円

　老朽化している道路について、調査設計委託及び修繕工事を行うための費用。

◎財源 　地方債（借金）　2,750万円

▶ 住宅リフォーム補助金 300万円

◎財源 　地方債（借金）　300万円

▶ 公営住宅建替（東山町）事業 1億4,810万円

　東山町団地の住宅除却工事及び道路舗装工事を行うための費用。

◎財源 　国の補助金　6,597万円、地方債（借金）　3,130万円

〇 消防費

▶ 上厚内中継局無線変調器修繕事業 115万円

　上厚内中継局無線変調器を修繕するための費用。

〇 教育費

▶ 学校給食費補助金 1,508万円

◎財源 　地方債（借金）　1,000万円

　町民の皆さんの生活道路の確保と利便性及び安全性を確保するため、年次計画で実施する道路建設
などの費用。

　定住対策として町内在住者の町内定着性を高めるため、町内業者の施行により住宅をリフォームす
る方に対して、１件最大５０万円を補助するための費用。

　安心して子どもを産み育てやすい環境づくりに寄与するため、保護者の経済的負担軽減を目的に補
助金を交付するための費用。



▶ 浦幌小学校児童玄関スロープ設置工事 3,700万円

　浦幌小学校の児童玄関にスロープを設置するための費用。

◎財源 　地方債（借金）　3,700万円

▶ 対外競技出場交付金 150万円

　全道大会以上の大会に出場する児童または生徒を対象に経費を補助するもの。

（ふるさとづくり寄附金活用事業）

▶ 公民館改修事業 2,050万円

　中央公民館の屋根防水及び玄関ポーチ等を改修するための費用。

▶ 子ども文化鑑賞会事業 140万円

　文化鑑賞会の公演を委託するための費用。

（ふるさとづくり寄附金活用事業）

▶ 青年等対外競技出場奨励費補助金 120万円

　全道大会以上の大会に出場する個人または団体を対象に経費を補助するもの。

（ふるさとづくり寄附金活用事業）

▶ 高等学校等就学費補助金 285万円

　高等学校などに就学している生徒１人につき年額３万円を交付する補助金。

◎財源 　地方債（借金）　200万円

〇 下水道施設の整備

▶ 公共下水道改築事業 2,600万円

　終末処理場の更新整備を実施するための費用。

◎財源 　国の補助金　900万円、地方債（借金）　1,510万円

▶ 個別排水処理施設整備事業 1,200万円

　新たに設置する個別排水処理施設（合併処理浄水槽）６基の建設に要する費用。

◎財源 　地方債（借金）1,090万円、受益者の分担金　12万円

〇 水道施設の整備

▶ 水道管移設事業 1億3,650万円

　道路改良工事や橋架替工事に伴い、水道管の移設をするための費用。

◎財源 　地方債（借金）　7,900万円



【歳入】 地方消費税交付金 113,000 千円

   うち社会保障財源分 62,000 千円

（単位：千円）

【歳出】 特　定　財　源

（国や道の補助金など） うち社会保障財源充当分

補装具給付事業費

障害福祉サービス等給付費

障害児入所給付費等

障害者医療費

地域生活支援事業給付費

認定こども園運営管理経費

児童手当

妊産婦健診委託料

乳児健診委託料

乳幼児健診委託料

股関節脱臼検査委託料

歯科検診委託料

特定健康診査等委託料

肝炎検査等委託料

がん検診委託料

結核健診委託料

予防接種委託料

任意予防接種委託料

定期予防接種委託料

343,756 199,543 144,213 62,000

令和５年度地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況について

   平成26年４月１日から施行された消費税率の引き上げ（５％→８％）及び令和元年10月１日から施行された消費税率の引き上げ（８％→
10％）に伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し社会保障施策に要する経費に充てるものとされていることから、
令和５年度浦幌町一般会計予算における社会保障財源の充当状況についてお知らせします。

科　目 事　業　名

320,693 197,787

事　業　費 一　般　財　源

民生費

合　計

122,906

21,307

52,839

9,16123,063 1,756衛生費


