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（単位：千円）

金　　額 増加率(％)

一般会計 ���������� ���������� ������� ���

国民健康保険特別会計 ��������� ��������� △ 69,000 △ 4.6

介護保険特別会計 ��������� ��������� △ 2,400 △ 0.1

後期高齢者医療特別会計 ������� ������� ������ ����

再生可能エネルギー事業特別会計 ������� ������� � ���

育英資金特別会計 ������ ������ △ 60 △ 0.4

診療所特別会計 ������ ������ ����� ����

住宅新築資金等貸付事業特別会計 ��� ��� � ���

吉川財産区管理会特別会計 ������ ������ ��� ���

賀陽財産区管理会特別会計 ������ ������ ��� ���

     合　　　計 ���������� ���������� ������� ���

上水道事業会計
　　　　　　収益的収入

������� ������� △ 13,519 △ 1.8

            　　  支出 ������� ������� △ 47,624 △ 5.8

        　　資本的収入 ������� ������� △ 34,789 △ 21.1

         　　     支出 ������� ������� ������ ����

下水道事業会計
　　　　　　収益的収入

������� ������� △ 2,208 △ 0.8

            　　  支出 ������� ������� △ 8,173 △ 3.0

        　　資本的収入 ������� ������ ������� �����

         　　     支出 ������� ������� ������� �����

１．一般会計及び特別会計予算総括表

　  会   計   区   分
令和４年度
当初予算額

令和３年度
当初予算額

比　　　較
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（単位：千円）

予算額 構成比（％） 予算額 構成比（％） 金　　額 増加率（％）

１．自主財源 ��������� ���� ��������� ���� ������� ���

  （１）町税 ��������� ���� ��������� ���� ������ ���

  （２）分担金及び負担金 ������ ��� ����� ��� ������ �����

  （３）使用料及び手数料 ������ ��� ������ ��� △ 387 △ 0.4

  （４）財産収入 ������ ��� ������ ��� △ 273 △ 1.9

  （５）寄附金 ��������� ���� ��������� ���� ������� ����

  （６）繰入金 ������� ��� ������� ��� △ 133,804 △ 13.5

  （７）繰越金 ������� ��� ������� ��� △ 100,000 △ 50.0

  （８）諸収入 ������� ��� ������� ��� ������ ����

２．依存財源 ��������� ���� ��������� ���� ������� ���

  （１）地方譲与税 ������� ��� ������� ��� ������ ���

  （２）利子割交付金 ��� ��� ����� ��� △ 248 △ 22.8

  （３）配当割交付金 ����� ��� ����� ��� ��� ���

  （４）株式等譲渡所得
         割交付金

����� ��� ����� ��� ����� ����

  （５）地方消費税交付金 ������� ��� ������� ��� △ 21,836 △ 8.3

  （６）法人事業税
　　　　交付金

������ ��� ����� ��� ������ �����

　（７）ゴルフ場利用
         税交付金

����� ��� ����� ��� ����� ����

  （８）地方特例交付金 ����� ��� ������ ��� △ 2,800 △ 25.0

　（９）地方交付税 ��������� ���� ��������� ���� ������� ����

（１０）環境性能割交付
         金

������ ��� ������ ��� ����� ����

（１１）交通安全対策特
         別交付金

����� ��� ����� ��� � ���

（１２）国庫支出金 ������� ��� ������� ��� ������� ����

（１３）県支出金 ������� ��� ������� ��� ������ ���

（１４）町債 ������� ��� ������� ��� △ 339,700 △ 39.4

    歳　入　合　計 ���������� ����� ���������� ����� ������� ���

２．一般会計歳入財源調

区　　　  分
令和４年度当初 比　　　　較令和３年度当初
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（単位：千円）

 金　　　額  増加率（％）

１．町　民　税 ������� ������� ������ ����

　（１）個人 ������� ������� ������ ����

  （２）法人 ������ ������ ������ ����

２．固定資産税 ������� ������� ������ ���

　（１）固定資産税 ������� ������� ������ ���

　（２）交付金及び納付金 ������ ������ ��� ���

３．軽自動車税 ������ ������ ����� ���

４．町たばこ税 ������ ������ △ 36 △ 0.1

５．特別土地保有税 � � � ���

６．入　湯　税 �� �� � ���

合　　　計 ��������� ��������� ������ ���

３．町　税　の　調

会  計  区  分
令和４年度
当初予算額

令和３年度
当初予算額

比 較
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（単位：千円）

予算額 構成比（％） 予算額 構成比（％） 金　　額 増加率(％)

１． 議 会 費 ������ ��� ������ ��� ��� ���

２． 総 務 費 ��������� ���� ��������� ���� ������� ���

３． 民 生 費 ��������� ���� ��������� ���� ������ ���

４． 衛 生 費 ������� ��� ������� ��� ������ ���

５． 労 働 費 ����� ��� ����� ��� △ 44 △ 1.3

６． 農 林 業 費 ��������� ���� ��������� ���� ������� ����

７． 商 工 費 ������� ��� ������� ��� ����� ���

８． 土 木 費 ������� ��� ������� ��� ������ ���

９． 消 防 費 ������� ��� ������� ��� △ 5,065 △ 1.4

１０． 教 育 費 ������� ��� ������� ��� ������ ���

１１． 災 害 復 旧 費 ������ ��� ������ ��� △ 3,000 △ 20.7

１２． 公 債 費 ������� ��� ��������� ���� △ 33,660 △ 3.3

１３． 諸 支 出 金 ������� ��� ������� ��� ��� ���

１４． 予 備 費 ������ ��� ������ ��� △ 1,000 △ 4.8

���������� ����� ���������� ����� ������� ���

４．一般会計歳出目的別調

歳　出　合　計

令和４年度当初 令和３年度当初 比　　　　較
区　　  分
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（単位：千円）

予算額 構成比（％） 予算額 構成比（％） 金　　額 増加率(％)

人 件 費 ��������� ���� ��������� ���� △ 4,299 △ 0.2

扶 助 費 ������� ��� ������� ��� ������ ���

公 債 費 ������� ��� ��������� ���� △ 33,660 △ 3.3

計 ��������� ���� ��������� ���� △ 25,393 △ 0.7

物 件 費 ��������� ���� ��������� ���� ������� ����

維 持 補 修 費 ������� ��� ������� ��� ����� ���

補 助 費 等 ��������� ���� ��������� ���� ������ ���

貸 付 金 ������ ��� ������ ��� � ���

積 立 金 ������� ��� ������� ��� ������� ����

投資及び出資金 ������� ��� ������� ��� △ 52,514 △ 25.8

繰 出 金 ������� ��� ������� ��� ��� ���

小 計 ��������� ���� ��������� ���� ������� ����

普通建設事業費 ������� ��� ������� ��� ������ ���

災害復旧事業費 ������ ��� ������ ��� ��� ���

小 計 ������� ��� ������� ��� ������ ���

計 ��������� ���� ��������� ���� ������� ���

������ ��� ������ ��� △ 1,000 △ 4.8

���������� ����� ���������� ����� ������� ���合 計

予 備 費

義
務
的
経
費

５．一般会計歳出性質別調

令和４年度当初 令和３年度当初 比　　　　較
区　　  分

任

意
　
的
　
経
　
費
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本年度
予算額

前年度
予算額

小児等医療費 ������ ������

子育て情報サイト
運営事業

����� �����

子育て短期支援事
業

��� ���

学童地域支援事業 ������ ������

子育て世帯応援金 ������ ������

児童手当支給事業 ������� �������

児童発達支援事業 ����� �����

総合療育健診事業 ��� ���

療育スキルアップ
事業

��� ���

障害児支援事業 ������ ������

ひとり親家庭等医
療費

��� ���

子育て支援セン
ター事業

������ ������

保育園運営事業 ������� �������

子どもひろば事業 ������ �����

吉備高原こども園
運営事業

������� ������

新
規

認定こども園整備
事業

������ �

認定こども園運営
支援事業

������ ������

産前産後子育て応
援事業

����� �����

新生児誕生家庭育
児用品補助事業

��� ���

インターネット環
境整備補助金

����� �����

外国青年招致事業 ������ ������

６．一般会計の主な事業

事　　業　　名

次次代代のの宝宝をを育育むむままちち　　～～子子育育てて・・教教育育・・文文化化分分野野                              　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

内　　　　　　　　　　容

満18歳まで（満18歳になった日の年度末まで）の子どもの医
療費を無料化します。

子育てに関する行政情報やイベント内容など、様々な情報を
わかりやすく紹介する子育て応援サイトの運営を行います。

家庭で子どもを養育することが困難になった場合に児童養護
施設で一時的に養育支援します。

保護者が労働等で昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後
に遊びと居場所を確保し、健全な育成を図る事業を委託実施
します。（放課後児童クラブ7ヶ所）

子育て世帯応援金を支給します。
第１子100万円（出生時30万円､3歳時20万円､入学時50万
円）、第２子以降30万円（出生時30万円）

中学校修了までの子どもの養育者に児童手当を支給します。
　3歳未満　　　　　　 　：　一律　15,000円
　3歳以上小学校修了前　 ：　第1､2子　 10,000円
　　　　　　　　　　　　　　第3子以降 15,000円
　中学生　　　　　　　　：　一律　10,000円
　所得制限世帯　　　　　：　一律　 5,000円

子育て支援センターの運営（子育てひろば、一時保育）に必
要な経費です。

町立保育園3園の運営に必要な経費です。

子どもひろば「キッズパーク」において、親子で遊び学ぶ場
の提供、子育て親子への支援を行います。

吉備高原こども園の運営に必要な経費です。

保育園・幼稚園の統合準備として認定こども園3園の設計を
行います。

就学前の発達障害児の療育支援を行います。

発達障害児の療育目標の設定や評価を専門家チームで行いま
す。

町内事業所の療育機能をスキルアップして、子どもの学習能
力や社会性の発達を促し、保護者を支援します。

障害児の児童デイサービス費等の一部を助成します。

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成します。

にこにこふたばこども園に対して運営費の給付を行います。

育児支援を必要とする妊産婦及び乳児を対象に、育児・家事
の援助や相談等を行います。

新生児が誕生した家庭に必要となる育児用品の購入費を助成
します。（上限20,000円）

小・中学校に在籍する児童生徒が家庭でインターネットを使
用できるよう環境整備に係る経費を助成します。

小・中学校に外国語指導助手を配置するために必要な経費で
す。
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小学校費 ������� �������

中学校費 ������ ������

学校給食費一部無
償化事業

������ ������

小学６年生みんな
の絆づくり事業

����� �����

地域未来塾運営事
業

����� �����

公民館運営事業 ������ ������

図書館運営事業 ������ ������

幼稚園費 ������ ������

ややささししささああふふれれるるままちち　　～～保保健健・・医医療療・・福福祉祉分分野野　　

本年度
予算額

前年度
予算額

新
規
成年後見制度利用
促進事業

��� �

配食サービス事業 ����� �����

ふれあい交流事業 ������ ������

老人保護措置事業 ������ ������

高齢者住宅改造整
備補助事業

��� �����

福祉移送サービス
事業

������ ������

老人クラブ活動促
進助成事業

����� �����

家族介護用品支給
事業

����� �����

心身障害者医療費 ������ ������

自立支援給付事業 ������� �������

地域生活支援事業 ������ ������

特定疾患者等交通
費助成事業

����� �����

健康増進事業 ����� �����

がん検診事業 ������ ������

母子一般事業 ����� �����

後期高齢者健康診
査事業

����� �����

事　　業　　名

町立小学校の運営に必要な経費です。今年度は学校統合の準
備として豊野小学校の改修等を行います。

加賀中学校の運営に必要な経費です。

コロナ禍における子育て世帯を支援するため、小・中学校の
給食費を一部無償化します。

町内小学6年生が体験活動通じて交流し、絆を深める事業で
す。今年度から町事業として実施します。

中学生を対象にした公営学習塾の運営に必要な経費です。

調理の困難な高齢者等へ食事を配達します。

ふれあい荘で介護予防の活動を行います。（社会福祉協議会
委託）

養護老人ホームに入所されている方の措置費です。

介護認定を受けた方の住まいの改修に必要な費用の一部を補
助します。

要援護者の方の通院及び外出を支援するために、移送サービ
スを実施します。

町内の公民館10館の運営に必要な経費です。

図書館2館の運営に必要な経費です。

町立幼稚園2園の運営・管理に必要な経費です。

内　　　　　　　　　　容

福祉課内に吉備中央町成年後見相談センターを設置し、成年
後見制度の普及啓発を図ります。

人工透析患者等の方が通院する場合の交通費助成を行いま
す。

健康教室、Ｃ型Ｂ型肝炎ウイルス検査、低所得世帯の健康診
査を実施します。

乳・子宮・胃・大腸・肺・前立腺がん検診を実施します。集
団検診に加えて個別検診を実施しています。

乳児健診､1歳6ｹ月児健診､2歳6ｹ月児歯科健診､3歳6ｹ月児健診
を実施します｡歯科罹患率の減少を目指すとともに､発達確
認､育児相談､支援の充実を図ります｡

75歳以上の高齢者の健康診査を実施します。

老人クラブ連合会、単位老人クラブの活動を補助します。

要介護高齢者を在宅介護している家族の負担を軽減するた
め、紙おむつなどの介護用品を支給します。

重度障害者の方の医療費を助成します。

障害者の自立支援医療（心臓疾患・人工関節・人工透析等）
の給付及び福祉サービスの利用費、補装具費の支給を行いま
す。

障害者及び障害児が自立した生活を営むため、地域生活支援
拠点等整備、相談支援、日常生活用具給付、移動支援等の事
業を行います。
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不妊症対策支援事
業

����� �����

母子健康手帳デジ
タル化事業

����� �

地域医療特別対策
事業

����� �����

乳児妊産婦健康診
査委託事業

����� �����

在宅当番医制事業 ����� �����

予防接種事業 ������ ������

新型コロナウイル
ス接種体制確保事
業

������ ������

生生活活ししややすすいい安安全全ななままちち　　～～生生活活基基盤盤分分野野　　

本年度
予算額

前年度
予算額

賀陽庁舎等駐車場
整備事業

����� ������

小さな拠点整備事
業

����� �����

交通安全施設整備
事業

����� �����

拡
充
交通対策事業 ������� ���

町営バス兼信線運
行事業

����� �����

町営ﾊﾞｽ岡山医療ｾ
ﾝﾀｰ線運行事業

����� �����

町内巡回バス運行
事業

������ ������

乗合タクシー運行
事業

����� �����

路線バス運行維持
対策事業

������ ������

ふれあいタクシー
利用助成事業

����� �����

高校生通学費等補
助事業

������ ������

防犯灯設置補助事
業

����� �����

吉備高原都市関連
事業

������� �������

住宅リフォーム補
助事業

����� �����

道路維持管理事業 ������ ������

事　　業　　名

日本脳炎、麻しん風しん、Ｂ型肝炎などの予防接種を実施し
ます。さらに、風しん抗体価の低い方への予防接種を行いま
す。

新型コロナウイルスワクチン接種体制を整え、予防接種を実
施します。

内　　　　　　　　　　容

賀陽庁舎北側にイベント開催時等の駐車場を整備するための
工事経費です。

中山間地域の住民が安心して暮らせるよう、自主運営店舗を
整備し、買物支援等を行います。

不妊症のため子を持つことが出来ない夫婦が医療保険対象外
の不妊治療を受けた場合、その一部を助成します。

母子手帳の電子化で、疾病予防に必要な知識の蓄積や情報の
適時取得が容易になり、相談体制との連携強化により、「安
心して妊娠・出産・子育てできる」につながります｡

医師、看護師等の不足及び医師等の地域偏在を解消するた
め、新たな医師・看護師等の確保に対して補助金を支給し、
地域医療の充実及び町民の健康保持に必要な医療体制の安定
を図ります。

乳児妊産婦の健診を個別健診により県内の医療機関において
実施し、健全な母子の育成を図ります。

休日の救急患者に対応するため、医師会の協力の下、在宅当
番医を置きます。

高齢者等の町内移動を容易にするため、デマンド方式でタク
シーを運行します。

路線バスの運行を継続するため、民間路線のバス会社に補助
します。

65歳以上の高齢者が町内移動のためタクシーを利用した場
合、運賃の1/3を助成します。

高校生が通学するために必要なバス・電車の通学費や寮費・
アパート等の賃借費を補助します。

自治組織が集落内に設置する防犯灯整備費の一部を補助しま
す。

ガードレール、カーブミラー、区画線などの交通安全施設を
整備します。

地域のニーズや特性に応じた公共交通施策を実施します。今
年度は、地域公共交通計画の策定や、デジタル田園都市国家
構想推進交付金を活用した交通事業のデジタル化を行いま
す。

妙仙寺北から正力、新町を経由して兼信までの区間を運行す
る町営バス（兼信線）に係る事業です。

「きびプラザ」から「岡山医療センター」までの区間を実証
運行する町営バスの経費です。

交通拠点となるきびプラザを起終点とした町内を巡回する町
営バス｢へそ８バス｣の実証運行事業です。

吉備高原都市の機能充実や、既存整備地区の公園等公共施設
を維持するための経費や、上水道事業への支援金です。

町内の建築業者による住宅改修を行った場合、その経費の一
部を補助します。

町道の維持修繕に必要な修繕工事、工事材料費等の経費で
す。
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道路維持費補助事
業

����� �����

町道新設改良事業 ������� �������

一円舗装 ������ ������

拡
充
局所改良補助事業 ������ ������

橋梁新設改良事業 ������ ������

消防施設整備事業 ����� ������

自主防災組織防災
活動支援事業

����� �����

防災士資格取得支
援事業

��� ���

農地農業施設災害
復旧事業

����� �����

土木施設災害復旧
事業

����� �����

魅魅力力とと活活気気ののああるるままちち　　～～産産業業振振興興分分野野　　

本年度
予算額

前年度
予算額

企業誘致事業 ������ �������

多面的機能交付金
支払事業

������� �������

拡
充
有害鳥獣対策事業 ������� ������

中山間地域等直接
支払制度事業

������� �������

経営所得安定対策
推進事業

����� �����

担い手育成・確保
対策事業

������ ������

岡山県園芸総合対
策事業

������ ������

園芸産地形成推進
事業

����� �����

新規需要米安定対
策事業

������ ������

頑張る農家応援事
業

������ ������

農業機械免許取得
事業

����� �����

小規模土地改良事
業(農道整備)

������ ������

小規模ため池補強
事業

������ �

防災減災事業（た
め池廃止）

������ �

事　　業　　名

町内一円の町道等の舗装新設、オーバーレイなどの工事経費
です。

地元施行で町道の小規模な待避所、突角除去、側溝整備など
の工事に必要な経費です。（事業費補助）

老朽橋の修繕工事経費です。（３橋）

消防ポンプ自動車（大和分団第1部配備）の更新を行いま
す。

自治会等の自主防災組織が、防災訓練や防災資機材の整備な
どを実施する場合に助成します。

町が認定した道路の草刈を集落で行った場合、自治会に補助
します。

町道宮砂線、室納線、藤ブロ線等の改良舗装等に必要な経費
です。また、道路、橋梁等の長寿命化に向けた総点検にも取
り組みます。

農業生産資源の基礎的保全活動や多面的機能の維持・発揮を
支える地域活動を行う活動組織を支援します。

鳥獣の農業への被害防止策として、防護柵の整備、狩猟免許取
得、捕獲器等の導入、捕獲補助金の支給等を行います。今年度
は、デジタル田園都市国家構想推進交付金事業により、先端技
術を活用して被害軽減を図ります。

中山間地域等直接支払制度に取り組むために必要な経費で
す。

国の経営所得安定対策事業に取り組むための事務経費です。

農業技術に加え、優れた経営感覚を備えた地域農業のリー
ダーを確保・育成する事業です。

自治会等の自主防災組織の活動を強化するため、そのリー
ダー役となる防災士の資格取得に必要な受講料、受験料及び
登録料を負担します。

自然災害により崩壊した農地、農業用施設を復旧するための
工事経費です。

自然災害により崩壊した土木施設を復旧するための工事経費
です。

内　　　　　　　　　　容

企業の土地取得に伴う設備投資、雇用に対し奨励金を交付す
るとともに、新たな企業誘致に向けたＰＲ活動、工業団地等
の維持管理を行います。

農道の舗装を行います。（4地区）

老朽化した農業用ため池の部分改修工事を行うための経費で
す。

使われなくなった農業用ため池の廃止工事を行うための経費
です。

各種生産部会へ材料代の助成を行います。

園芸戦略品目（ピオーネ等）を中心とした生産拡大、ハウス
野菜産地の形成のため、苗木の購入、ハウス建設等の事業に
対し一定額を補助します。

米粉用米の出荷と農家所得の向上のため、ＪＡと出荷契約を
交わし、出荷した米粉用米に対して上乗助成を行います。

ふるさと納税の寄附金を財源として農業用機械の導入補助を
行います。

ふるさと納税の寄附金を財源として大型特殊免許またはけん
引自動車免許の取得経費を補助します。
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小規模農林事業等
補助事業

������ ������

木質資源利活用促
進事業

����� �����

里山整備促進事業 ����� �����

創業支援事業 ����� �����

事業継承支援事業 ����� �����

快快適適なな暮暮ららししののままちち　　～～環環境境保保全全分分野野　　

本年度
予算額

前年度
予算額

交通支障木除去補
助事業

����� �����

希少野生生物保護
事業

��� ���

拡
充
合併処理浄化槽設
置事業

������ ������

清掃総務費 ����� �����

ごみ処理事業 ������� �������

し尿処理事業 ������ ������

協協働働でで歩歩むむままちち　　～～行行財財政政分分野野　　

本年度
予算額

前年度
予算額

男女共同参画推進
事業

����� ���

公会堂等改修事業 ����� �����

公会堂等水道料補
助事業

����� �����

自治組織運営補助
事業

������ ������

協働のまちづくり
寄附金事業

��������� ���������

地域おこし協力隊
事業

������ ������

地域間交流事業 ����� �����

国際化推進事業 ����� �����

定住促進事業 ������ ������

協働のまちづくり
事業

������ ������

事　　業　　名

事　　業　　名

地元施行で行う農道改良、用排水路、暗渠排水等の工事費の
一部を補助します。

間伐等により発生する木材を「木質バイオマス発電所」の燃
料として、認定事業者がチップ加工する工場へ運搬する経費
に対して助成します。

町内の希少な野生動植物を保護するために必要な経費です。

合併浄化槽設置補助金を拡充し、単独浄化槽、くみ取り槽か
らの転換を一定額補助します。

廃棄物の適正処理・減量化、不法投棄の抑制、クリーン作戦
の実施等を推進する経費です。

家庭ごみの処理に要する収集業者委託料、処理負担金等の経
費です。

し尿処理に要する収集業者への手数料、処理負担金等の経費
です。

荒廃した里山林等の公益的機能の回復を図るため、森林所有
者等が行う天然林・竹林の整備に係る経費の一部を助成しま
す。
商工業支援と地域活性化・活力向上のため、町内で新たに創
業をする小規模事業者に対し、事業開始時に必要な費用の一
部を補助します。
商工業支援と地域活性化・活力向上のため、町内で事業を継
承する小規模事業者に対し、継承に伴うﾘﾌｫｰﾑや設備更新等
の経費の一部を補助します。

自治組織が集落内の町道沿いの交通支障木を共同で伐採した
場合、一定額の経費を補助します。

内　　　　　　　　　　容

わっしょい和んさか吉備高原フェスタ開催経費や協働でひら
く新たなまちづくり実践事業補助金です。

町のまちづくりに賛同する個人、団体から寄附金を募り、22
世紀の理想郷づくり事業、米作り農家応援事業、サンクス
ホース事業を実施します。
都市部の人材を誘致し、新たな視点でまちの魅力の再発見や
まちづくりへの提案をもらい、町政に活かすための経費で
す。

友好交流縁組を結んでいる他市町村との交流に係る経費で
す。

中国淮安市淮安区との友好交流を行うため等に必要な経費で
す。

ＵＩターン者、新規就業者、住宅取得者等に対し、奨励金を
交付します。また、空き家物件の利用促進をするとともに、
移住・定住に向けたＰＲ活動や支援を行います。

男女共同参画を進めるために必要な啓発活動の経費です。今
年度は第4次の基本計画の策定を行います。

内　　　　　　　　　　容

自治組織の公会堂などの集会施設の新築、改修に対し、一定
額を補助します。

自治組織が持つ公会堂等の水道料を助成します。

自治組織に対し運営補助金を交付し、活動を支えます。




