北陸新幹線敦賀開業および小浜開業を見据えた事業展開
■北陸新幹線建設促進事業

391 万円

■未来の小浜につなぐまちづくり推進事業※

220 万円

新しい生活様式に対応したイベントにかかる費用の一部を支援

■まちなか観光造成事業※

990 万円

■若狭おばま観光戦略策定事業※

410 万円

■新交通システム導入検討事業※

644 万円

■おばまだからできること。
文化財保存活用地域計画実践事業※

332 万円

1,625 万円

中心となる経営体に農地を集積・集約化した地域において、農

■木材流通効率化支援事業※

地の大区画化や汎用化などの土地改良事業を実施

304 万円

558 万円

中間土場設置を支援し、流通の効率化・低コスト化を推進

■民間活力による「鯖、復活」養殖拡大プロジェクト 468 万円

■かき養殖新技術導入プロジェクト

70 万円

地域内外の学生有志たちと地域住民が協働で行う「地域づくり
プロジェクト」を推進

■全国高校総体開催事業※

食の学校

3,637 万円

■地域で作ろう！わがまち防災マップ等作成支援事業※ 47 万円
■里山整備推進事業※

1 億 4,600 万円

■社会資本整備（街路：小浜縦貫線） 6,588 万円
492 万円

■小浜市空家等除去支援事業 250 万円

4 億 6,778 万円

■小浜の未来を担う総合教育事業※

298 万円

84 万円

■基礎学力充実対策事業

549 万円

1,378 万円

労働費
1 億 7,251 万円（1.1%）

歳 入

式典等開催事業※

一般会計

繰入金
3 億 8,996 万円
（2.4%）

地方交付税
54 億 1,500 万円
（33.8%）
自主財源
（32.6%）

使用料および手数料
2 億 4,004 万円
（1.5%）
分担金および負担金
1 億 9,260 万円
（1.2%）

地方消費税交付金等
8 億 1,150 万円
（5.1%）

依存財源
（67.4%）

県支出金
14 億 3,703 万円（9.0%）

■市制施行 70 周年記念 市民提案・市民協働事業※

900 万円

市民団体やまちづくり協議会が企画する事業を支援

■小浜市・奈良市姉妹都市提携 50 周年記念事業※ 105 万円
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全国の高校生を対象に「食に関連する医療」「栄養」「食育」を
テーマとした研究・活動を募集し表彰

■食のまちづくり条例 制定 20 周年記念事業※ 243 万円

増減率

160 億 3,300 万円 157 億 3,800 万円

1.9％

75 億 4,965 万円

3.7％

国民健康保険

33 億 5,101 万円

33 億 4,621 万円

0.1％

4 億 1,703 万円

3 億 7,795 万円

10.3％

35 億 2,350 万円

32 億 9,033 万円

7.1％

訳 農業集落排水

4 億 7,441 万円

4 億 6,060 万円

3.0％

漁業集落環境整備

6,153 万円

内 介護保険

企業会計

内 水道
訳 下水道
合

計

7,451 万円 ▲ 17.4％

5 万円

5 万円

0％

33 億 9,643 万円

34 億 2,446 万円

▲ 0.8％

8 億 8,210 万円

9 億 533 万円

▲ 2.6％

25 億 1,433 万円

25 億 1,913 万円

▲ 0.2％

272 億 5,696 万円 267 億 1,211 万円

2.0％

※端数処理の関係で合計額が一致しないことがあります

※印は新規事業

2 億 237 万円
1,346 万円

新型コロナウイルス感染症や災害に関する情報、市政情報など

■市制施行 70 周年記念 新鯖街道の起点 PR 事業※ 70 万円

令和２年度

78 億 2,753 万円

加斗財産区
市債
12 億 5,560 万円
（7.8%）
国庫支出金
18 億 8,114 万円
（11.7%）

令和３年度

特別会計
後期高齢者医療

■新型コロナウイルスワクチン接種事業

■市制施行 70 周年記念
杉田玄白賞 20 回記念 「杉田玄白甲子園」※ 35 万円

みに加え、市制施行 70 周年を迎える本市の魅力向上やにぎ

会計名

■公式ホームページリニューアル事業

294 万円

による環境施策の推進」という７つの重点課題への取り組

令和３年度 会計別当初予算

市税
35 億 5,932 万円
（22.2%）

新型コロナウイルスのワクチン接種の体制整備および接種の実施

■市制施行 70 周年記念

やかな子どもの成長を支える福祉・教育の充実」「広域連携

会計は 33 億 9,643 万円で前年度比 0.8％の減になりました。

新型コロナウイルス感染症への対応

市制施行７０周年事業

する人づくり、まちづくりの推進」「市民の安全・安心な生

特別会計は 78 億 2,753 万円で前年度比 3.7％の増、企業

令和３年度の主な取り組み

嶺南西部４市町による一般廃棄物処理などの広域化を図る

育成等による地域内経済循環の推進」「魅力ある地域を創造

わいの創出に向けた予算を編成しました。

確実な基礎学力の定着と、みずから学び考える力の育成に取り組む

2,502 万円

「新型コロナウイルス感染症への対応」「北陸新幹線敦賀

活のための基盤整備」「誰もが健康で暮らしやすい社会と健
衛生費
19 億 2,001 万円
（12.0%）

諸収入等
8 億 4,081 万円
（5.2%）

広域連携による環境施策の推進
■廃棄物処理広域化推進事業

民生費
53 億 5,274 万円
（33.4%）

公債費
17 億 4,541 万円
（10.9%）

土木費
16 億 9,096 万円
（10.5%）

の増となりました。
開業および小浜開業を見据えた事業展開」「食の関連産業の

議会費
1 億 8,523 万円
（1.1%）

消防費
5 億 9,477 万円
（3.7%）

■母子保健事業 3,521 万円
■一時預かり事業 （一般型・幼稚園型）※

ふるさと小浜の魅力を学び、郷土愛を強く持つ児童生徒、若者を育成

■ふるさと小浜食育推進事業※

教育費
12 億 2,875 万円
（7.7%）

繰越金
1,000 万円（0.1%）

誰もが健康で暮らしやすい社会と健やかな子どもの成長を支える福祉・教育の充実
■新・健康管理センター整備事業

一般会計の予算規模は 160 億 3,300 万円で前年度比 1.9％

2,118 万円

■海岸漂着物地域対策推進事業※

1,086 万円

の増加や道の駅若狭おばまのリニューアル事業などから、

総務費
18 億 5,740 万円
（11.6%）

地域おこし協力隊として、料理人や農業者などを育成し、定住
人口、交流人口の増加につなげる

市民の安心・安全な生活のための基盤整備
■道路メンテナンス事業※

令和３年度は、新・健康管理センター整備事業の事業費

農林水産業費
7 億 4,584 万円（4.6%）

■農泊推進人材育成事業 940 万円
■御食国

一般会計 160 億 3,300 万円

商工費
5 億 2,938 万円
（3.3%）

魅力ある地域を創造する人づくり、まちづくりの推進
■地域協働型学生活動「小浜 R キャンプ」推進事業※ 233 万円

予算のポイント

予備費
1,000 万円（0.1%）

■ ICT の活用による
鯖の完全養殖技術確立プロジェクト

財政課☎️ 64・6010

歳入歳出予算構成グラフ

歳 出

食の関連産業の育成等による地域内経済循環の推進
■農地中間管理機構関連農地整備事業

■問い合わせ

文化財を活用した展示会、イベントを実施

■官民連携による道の駅リニューアル事業※ 2,377 万円

当初予算 と 主な取り組み

令和 3 年度

の発信力を強化

■おうちで新生活応援事業

■養殖魚等地産地消推進事業

215 万円

■観光「目的地化」魅力発信事業※

660 万円

プロモーションの強化、マーケティングの分析に取り組む

■生活困窮者自立相談支援事業 1,364 万円
生活保護に至る前段階の自立支援策の強化を図る

2,830 万円

年度末・年度始めの期間にテイクアウトの特別キャンペーンを
開催し、飲食店の新たな需要創出を図る

■教育支援体制整備事業

一部、令和２年度に予算化した事業および令和３年度に追加で計上した事業を含みます

■新型コロナウイルス感染症特別利子補給金

1,521 万円

令和２年度中に福井県経営安定化資金の融資を受けた中小企
業者に対し、その融資にかかる利子負担を支援

3,358 万円

小中学校特別教室への空調設置工事など感染予防対策を実施
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