
 
 

I. 予算編成の基本的な考え方（予算編成方針） 

本町の財政状況は、令和３年度決算において、財政健全化法に基づ

く財政健全化指標は、将来負担比率が前年度から２３．０ポイント減

の３８．２％、実質公債費比率が６．８％と、国が定める早期健全化

基準を大きく下回っており、財政構造の弾力性を示す経常収支比率

についても、前年度から５．６ポイント減の８２．９％となりました。

ただし、これは国の歳入の上振れに伴う普通交付税の追加交付や地

方消費税交付金など各種交付金の増加による一時的な改善であると

考えられています。 

今後の見通しは、歳入面においては、長期化するコロナ禍や急速な

円安の進行、ウクライナ情勢の影響などにより、日本経済における先

行きの不透明さは増大しているため、町税や地方交付税などに対す

る影響も懸念されています。また、歳出面においては、社会保障経費

やデジタル化に向けた関連経費、物価高騰による経常経費の増加に

加え、中央公民館や総合体育館の更新など、既存施設の老朽化に伴う

投資的経費の増加も見込まれており、これらの財源不足分を基金に



より補填していくことになると、将来的に基金の枯渇化は避けられ

ない厳しい財政運営となることが想定されています。 

このような中、将来世代に過度の負担を残さないよう各種施策を

進めるためには、職員一人ひとりが危機感を持って、積極的な財源確

保や、既成概念にとらわれない徹底した節減、非効率な支出の改善を

図っていく必要があります。 

これらを踏まえたうえで、令和５年度予算は、「八千代町第６次総

合計画」に掲げる施策がＳＤＧｓに関連すると強く認識したうえで、

その成果や効果を再検証し、将来に向けて持続可能な活力あるまち

づくりの実現に向け、以下の事項に留意して編成されました。 

 

（１）一般財源ベースで前年度並み 

（２）費用対効果の徹底した検証 

（３）国・県補助制度などによる積極的な財源確保 

（４）ＤＸ活用による事業手法の効率化と人件費の縮減 

（５）住民の視点に立ったきめ細やかな対応 

以上が、令和５年度当初予算編成の基本的な考え方です。



II. 一般会計予算 

 

１. 歳入歳出款別総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 当初予算額の推移 

 

6,800,000
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8,000,000

8,200,000

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

当初予算額 7,892,000 7,552,000 7,304,567 7,639,000 8,112,000



III. 予算の重点施策 

 

１. 第６次総合計画基本目標に基づく取り組み 

(１) 豊かな自然の中で、安全・安心に暮らせるまち 

① 心地よい自然環境・景観形成 

〇花壇コンクール開催事業       １，０００千円 

「花いっぱい運動」の支援を強化し自然環境・景観を保護します 

〇有害鳥獣対策事業          １，１００千円 

 猟友会の活動を支援し農作物の被害を軽減します 

〇林業振興事業     １，６２０千円 

 森林環境譲与税を活用し平地林を保全します 

〇都市公園管理事業    ２１，０２３千円 

 都市公園を管理し使いやすい公園機能を維持します 

〇新エネルギー等普及促進事業     １，０００千円 

 ゼロカーボンシティに向け家庭用蓄電池の導入を促進します 

〇清掃総務事業          ２１９，６９７千円 

 下妻地方広域事務組合各施設の安定した運営に寄与します 

〇一般家庭ごみ収集運搬事業     ３３，１９８千円 

 一般廃棄物を適切に収集運搬します 

〇一般廃棄物減量化推進事業     １３，４０５千円 

 一般廃棄物の減量化を促進し地球温暖化対策に寄与します 

〇八千代町ふれあい戸別収集事業    ２，４２２千円 

 ゴミ出し困難者の戸別回収を行います 

② 計画的な土地利用 

〇農地中間管理推進事業       １０，０７５千円 

 農地貸借の中間受け皿となり農地を集積化します 

〇農地基盤整備事業         ６０，５００千円 

 遊休農地の解消及び地域農村環境を改善します 

〇県営土地改良事業       １９，５９９千円 

 畑地帯総合整備事業などにより農村地域の防災減災、基盤整備を推進します  



③ バランスの良い生活基盤 

〇道路橋梁推進事業         １５，４７３千円 

 道路台帳のデジタル化を推進します 

〇道路維持修繕事業        １０７，９２０千円 

 行政区要望事業を推進し町道のより良い環境を維持します 

〇道路新設改良事業       １６，５００千円 

 広域的な道路を整備し地域交流の促進や産業発展に寄与します 

〇浄化槽設置整備事業    ９，６２３千円 

 浄化槽設置補助事業により水質汚濁から河川を守ります 

④ 暮らしやすい住環境 

〇地域公共交通推進事業    ８，６０７千円 

 町民の生活に必要な公共交通手段を確保します 

〇デマンド交通運行事業       ２３，４２３千円 

 デマンド交通の運行により高齢者などの交通手段を確保します 

〇移住・定住促進事業   １９，１３１千円 

 住まいに関する助成金の交付により、移住・定住を促進します 

〇移住促進住宅整備事業       ３７，９７５千円 

 子育て世代向け定住促進住宅を整備し快適な住まい環境を創出します  

⑤ 安心につながる消防・防災 

〇消防団活動事業          ３０，８６０千円 

 消防団による火災や災害対応、予防啓発活動を支援します 

〇消防施設管理事業         １５，２７７千円 

 消防指令車を更新し消防・防災機能を強化します 

〇防災士育成事業             ２４５千円 

 防災士の資格取得及び活動を支援し人材を育成します 

〇総合防災訓練事業            ５００千円 

 住民の防災意識と職員の防災力及び知識を向上します 

⑥ 町ぐるみの防犯・交通安全 

〇防犯対策事業           １６，１２２千円 

 防犯カメラや防犯灯の設置により防犯対策を強化します 

〇交通安全対策事業    １，３２２千円 

 交通安全協会や警察と連携し交通安全対策を強化します 



(２) 誰もが健康で、いきいきと暮らせるまち 

① 人生 100年時代の健康づくり 

〇成人検診事業      ３０，８０９千円 

 疾病の早期発見・早期治療のため各種がん検診を実施します 

〇予防接種事業           ６９，３７３千円 

 疾病の予防・病状軽減のため各種予防接種を実施します 

② 町民に身近な保健・医療 

〇地域自殺対策強化事業        ３，６３５千円 

 「八千代町自殺対策計画」を策定し対策を強化します 

〇母子保健事業           １９，４１３千円 

 母子の健康保持及び健全育成を支援します 

③ みんなで支え合う地域福祉 

〇社会福祉協議会活動支援事業  １９，０００千円 

 社会福祉協議会を円滑に運営します 

④ 安心して暮らせる高齢者福祉 

〇高齢者支援事業          １３，１３８千円 

 身寄りのない高齢者の保護、及び利根老人ホームの安定した運営に寄与します 

〇高齢者等生活支援事業      ６，２３１千円 

 高齢者に対し見守り事業や移動スーパー事業などで生活を支援します 

⑤ 自立できる障がい者・障がい児福祉 

〇障害者（児）社会参加支援事業 １２，５１６千円 

「障害福祉計画」の策定により町が取り組むべき施策・方針を示します  

〇障害福祉サービス等給付事業   ５５９，２９０千円 

 障害者の自立した生活をサポートします 

〇地域生活支援事業     ２９，８５１千円 

 基幹相談支援センターを開設し切れ目ない支援を実施します 

⑥ 適正な社会保障制度 

〇医療費助成事業     １６５，２５０千円 

 小児・妊産婦など医療費の負担を軽減します 



(３) 未来につなぐ、八千代人を育むまち 

① 守り育む子育て環境 

〇ひとり親世帯助成事業        １，２７０千円 

ひとり親世帯の経済的な負担を軽減します 

〇出産お祝い支援事業       ３３，５００千円 

 少子化対策として子育て世帯の経済的な負担を軽減します 

〇地域子ども・子育て支援事業    ６０，０８５千円 

 施設が行う地域子ども・子育て支援事業を支援します 

〇子育て環境整備支援事業      ４６，３５６千円 

 安全で安心な保育環境の整備や町単独の補助により多子世帯の保育料を軽減します 

〇施設型給付事業         ６６３，４２７千円 

 子ども・子育て支援法に基づき提供されるサービスに対して給付を行います  

〇出産・子育て応援交付金事業    １２，０００千円 

 妊産婦などに対し伴走型相談支援及び経済的支援を行います 

② 日本で・世界で、未来に向けた人財育成 

〇学校のあり方検討事業      ５１５千円 

 児童生徒数の推移を踏まえ小中学校の適正配置を考えます 

〇学校情報化推進事業        ２７，２８３千円 

「ＧＩＧＡスクール構想」を推進します 

〇要保護及び準要保護補助事業     ９，１００千円 

〇特別支援教育就学奨励費補助事業   ２，８００千円 

 児童生徒の保護者へ経済的な援助を行い教育の機会均等を確保します  

〇英語教育強化事業     ２４，２７２千円 

 英語指導助手を増員し児童生徒の学習意欲の向上と英語力を強化します  

〇給食センター施設運営事業    １８８，７９５千円 

 児童生徒の心身の健全な発達を支えるため給食センターを運営します  

③ 地域で見守る青少年健全育成 

〇青少年健全育成推進事業       １，８６５千円 

 健全で健やかな青少年の育成に寄与します 

〇家庭教育推進事業          １，００７千円 

 子どもたちの多様な体験・交流により自立性・協調性を育てます 



④ 生きがいにつながる生涯学習 

〇社会教育推進事業         １０，２７２千円 

 県派遣社会教育主事を配置し社会教育事業を積極的に推進します 

〇生涯学習推進事業          ２，０９０千円 

 愛らんど八千代や高校生歴史学芸員事業などを推進します 

〇図書館運営事業      １５，７６５千円 

 図書館サービスを充実します 

⑤ 受け継がれる地域文化 

〇文化財保護事業           １，１９３千円 

 町内の貴重な文化遺産を保存・活用します 

〇埋蔵文化財調査・保存事業        ５７７千円 

 遺跡を記録保存及び活用します 

⑥ 誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション 

〇イベント事業            ６，０１０千円 

 夏まつりや秋まつりの開催で地域住民の融和と親睦を図ります 

〇スポーツ活動推進事業        １，５０３千円 

 町民のスポーツ活動を支援します 

〇スポーツ活動団体育成事業      １，１２０千円 

 スポーツ団体を支援し活動しやすい環境を作ります 

(４) 地域の特性を活かした、働きやすいまち 

① 持続的な農業の振興 

〇地場産品 PR事業          ６，０００千円 

 地場産品を雑誌・インターネット広告などで広くＰＲします 

〇農業経営体支援事業        １９，５９０千円 

 認定農業者や新規就農者への支援により持続的な農業振興を促進します  

〇農業用廃プラスチック処理対策事業 １２，１０１千円 

 農業資材の適正回収を支援し農村環境の保全と施設園芸の健全な発展に寄与します 

〇農業団体等支援事業        ７５，０３８千円 

 意欲ある生産者・団体に対し機械や施設整備費用の一部を支援します 

 



② 地域に根ざした商工業の振興 

〇商工振興事業            ６，５９９千円 

 商工会や各種団体への支援により中小企業などを活性化させます 

〇中小企業支援事業          ４，５９９千円 

 町内企業の経営安定化や創業支援により地域活力を維持します 

〇地域商社事業              ７００千円 

 地域資源の活用と魅力発信を目的とした地域商社の設立を目指します  

③ 地域資源を活かす観光の振興 

〇グリーンビレッジ運営事業  ６８，７１７千円 

 グリーンビレッジを交流拠点として緑豊かで活力あるまちづくりを進めます  

④ 働き続けられる雇用 

〇企業誘致促進事業          ６，０５０千円 

 町内立地企業を支援し、地域雇用創出・産業振興を促進します 

〇高齢者活動支援事業         ６，２４６千円 

 下妻地方広域シルバー人材センターの健全運営に寄与し高齢者の就業機会を確保します 

(５) みんなで創る魅力あるまち 

① 町民が主役のまちづくり 

〇コミュニティ推進事業       ５１，７９８千円 

行政区運営の支援によりコミュニティ活動を活性化します 

〇住民交流イベント事業          ３０７千円 

 住民の交流と健康増進のためウォーキングイベントを開催します 

〇まち・ひと・しごと創生事業     ４，７１７千円 

 外部人材の適切なサポートによりまちづくり事業を推進します 

② 誰もが平等な明るい社会 

〇男女共同参画推進事業    ５５９千円 

「八千代町男女共同参画プラン」に基づき男女共同参画社会の実現を目指します 

〇人権問題対策事業            ２７１千円 

 研修及び啓発活動の支援により人権意識の向上を図ります 

〇人権教育推進事業            １９３千円 

 人権教育推進により人権が尊重された社会づくりを目指します 



③ 多彩な交流の推進 

〇ふるさと納税推進事業    ２３６，５１４千円 

ふるさと納税事業の推進により自主財源の確保と関係人口の増加を目指します  

〇地域おこし協力隊事業     ４５，１６４千円 

 都市部から住民を受け入れ「地域協力活動」を行うとともに移住・定住を促進します 

〇多文化共生推進事業      ５４７千円 

 交流機会の創出により外国人町民生活の支援体制を構築します 

〇国際交流推進事業          ５，０００千円 

 人的・文化・技術・経済などの国際的な交流を積極的に進めます 

④ デジタル社会への対応 

〇庁内情報化推進事業       １３８，６２９千円 

 行政情報の電子化により行政事務を効率化します 

〇地域情報化推進事業         ４，８００千円 

 公式ホームページやアプリの運用により情報提供を充実します 

〇デジタル化推進計画策定事業    ３，９００千円 

「八千代町デジタル化推進計画」を策定し新しい日常の構築を目指します  

 


