
　令和２年度の一般会計予算額は、151億4,600万円で前年度
に対し1.6％の増となりました。また、一般会計、特別会計お
よび企業会計を合わせた予算総額は、234億4,525万2千円で
前年度に対して0.4％の減となっています。
　令和元年度から、将来の東浦町の目指す姿を『つくる　つなが
る　ささえあう　幸せと絆を実感できるまち　東浦』とする第６
次東浦町総合計画を策定しています。令和２年度一般会計予算
の主な事業を第６次東浦町総合計画の中で掲げられている５つ
の施策大綱に分類して紹介します。
●問い合わせ　財政課　内線246

歳出合計
15,146,000
（単位：千円）

歳入合計
15,146,000
（単位：千円）

環境性能割交付金 41,000
配当割交付金 46,000

地方特例交付金 63,000
地方譲与税 135,110
繰越金 150,000
寄附金 200,000

使用料及び手数料 287,215
地方交付税 377,000
諸収入 553,074

繰入金
632,621

町債
642,300

地方消費税交付金
900,000

県支出金
969,375

国庫支出金
1,627,559

町税
8,426,884

諸支出金 1
災害復旧費 3
予備費 20,067
労働費 96,669

議会費 125,255
商工費 177,425

農林水産業費 217,204
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701,123
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1,163,533
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1,714,110

土木費
1,968,712

総務費
2,178,164

民生費
5,975,284

分担金及び負担金 5,331
利子割交付金 6,000
交通安全対策特別交付金 7,400
法人事業税交付金 18,000
株式等譲渡所得割交付金 28,000
財産収入 30,130

自動車取得税交付金 1
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令和令和２２年度年度

151151 億億 4,6004,600 万円万円
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いつまでもいきいきと
暮らせる健康づくり1

人を育み、人を活かす
まちづくり 2

令和令和２２年度年度

母子保健事業	 6,598万円
感染症予防事業	 1億7,052万円
介護保険事業（知多北部広域連合負担金）	6億2,546万円
ひとり親家庭等支援事業	 1,724万円
後期高齢者医療事務事業	 6億364万円
障害者介護給付費扶助	 4億2,800万円

保育園施設整備事業	 7,975万円
小・中学校施設整備事業	 1億4,588万円
アフタースクール事業	 1,484万円
中央図書館運営事業	 4,597万円
地区コミュニティセンター等維持管理事業	 3,304万円
グラウンド・コート管理事業	 1,739万円

　健やかな児童の出生に寄与するため、母子健康手
帳の交付を受けた月の初日から５か月間の妊婦の医
療費のうち、保険給付対象となる全ての疾病に対し、
支払った医療費の自己負担相当額を助成します。
●実施時期　令和３年１月（予定）
●問い合わせ　保険医療課　内線150

妊婦医療費助成事業　（予算額：702万円）

　協力者となる地域住民のICTスキル取得のための
育成を行いながら、小中学生向けに基礎的な内容の
プログラミング教室を実施し、将来的には地域で運
営していくICTクラブの設立を目指します。
●問い合わせ　生涯学習課　 83-9567

地域ICTクラブ事業（予算額：178万円）
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暮らしを守る
まちづくり 3

生活・産業を
支える基盤づくり 4

地域を維持する・つなぐ
仕組みづくり 　 5

令和令和２２年度年度

土地区画整理組合等助成事業	 2,394万円
公園整備事業（三丁公園・於大公園）	 2億1,945万円
都市計画道路整備事業	 2億4,511万円
道路維持管理事業	 1億2,299万円
行政バス運行事業	 1億1,555万円

広報事業	 				1,283万円
ウェルネスバレー推進事業	 139万円
多文化共生事業	 612万円
行政サービスコーナー事業	 828万円
知北平和公園組合負担金	 4,727万円

　住民サービスの向上や行政運営の簡素化・効率化のために、
「AI-OCR」および「AIを活用した総合案内サービス（チャットボッ
ト）」を県内市町村共同で導入します。
●問い合わせ　広報情報課　内線238

資源ごみ回収事業	 1億3,019万円
河川水路維持管理事業	 1,297万円
交通安全施設整備維持管理事業	 1,786万円
知多中部広域事務組合負担金	 5億4,572万円
防犯施設整備維持管理事業	 2,750万円
東部知多衛生組合負担金	 3億400万円

「AI-OCR」および「AIを活用した総合案内サービス」事業
（予算額：「AI-OCR」 73万円　「AIを活用した総合案内サービス」 157万円）

　主に生路、藤江地区の住民が憩えるやすらぎの拠点、日常の健康づく
りやレクリエーションを楽しめる健康づくりの拠点、災害時の安全性と
機能性を十分に備えた地区の避難拠点として公園整備を実施します。
●問い合わせ　都市整備課　内線263

公園整備事業（三丁公園）（予算額：1億6,190万円）

　町指定ごみ袋について、10ℓ袋（特小）を新たに設け、手数料
額を袋１枚につき10円とし、住民の利便性の向上とごみの減量
の推進を図ります。
●実施時期　７月下旬販売開始予定
●問い合わせ　環境課　内線284

町指定ごみ袋の10ℓ袋（特小）の新設（予算額：173万円）

10ℓ袋
（特小）

Q
A

QA
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（単位：千円）

知多中部広域事務組合の予算
　東浦町、半田市、阿久比町、武豊町で構成
されており、主に消防事務を処理しています。
一般会計 27億6,607万円
消防指令センター
特別会計 ３億3,180万４千円

※東浦町の負担額は５億4,571万７千円
●問い合わせ
　知多中部広域事務組合　 0569-21-1490

令和令和２２年度年度

知多北部広域連合の予算
　東浦町、東海市、大府市、知多市で構
成されており、主に介護保険事業を運営
しています。
一般会計 36億8,186万円
介護保険事業特別会計 230億534万円
※東浦町の負担額は6億2,546万4千円
●問い合わせ
　知多北部広域連合　 052-689-1651

東部知多衛生組合の予算
　東浦町、大府市、豊明市、阿久比町で
構成されており、主に東部知多クリーン
センター、東部知多温水プール、東部知
多浄化センターを運営しています。
一般会計 22億9093万円
※東浦町の負担額は３億399万８千円
●問い合わせ
　東部知多衛生組合　 46-8855

知北平和公園組合の予算
　東浦町、東海市、大府市で構成されて
おり、主に知北霊園、知北斎場を運営し
ています。
一般会計 ２億2,254万４千円
霊園事業特別会計 １億2,775万４千円
※東浦町の負担額は4,726万９千円
●問い合わせ
　知北平和公園組合　 48-5511

　町と家庭では、しくみに違いがあるため、単純
に比較できませんが、年収500万円の家庭に例え
てみました。

東浦町東浦町がが

年収500万円年収500万円のの家庭家庭だったら…だったら…

収　　入収　　入 万円 支　　出支　　出 万円

給料（町税） 278 食費（人件費） 114

パート収入
（使用料、手数料
など）

41 医療費（扶助費） 92

親からの仕送り
（国庫支出金、地方
交付税など）

139 借金の返済
（公債費） 27

貯金の取り崩し
（繰入金） 21 光熱水費、日用品費

など（物件費など） 98

借金（町債） 21
自宅の増改築、土地
購入など（普通建設
事業費など）

50

子どもへの仕送り
（繰出金など） 119

合　計 500 合　計 500

東浦家東浦家のの家計簿家計簿

東浦町各会計別予算一部事務組合、広域連合
の予算

一般会計 15,146,000

特別会計
国民健康保険事業特別会計 4,364,116

土地取得特別会計 171																		

後期高齢者医療特別会計 705,301

水道
事業会計

収益的収入 1,009,323

収益的支出 852,479

資本的収入 76,366

資本的支出 370,569

下水道
事業会計

収益的収入 1,335,814

収益的支出 1,335,814

資本的収入 348,088

資本的支出 670,802

もし
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