
平成 18 年度予算  

表情豊かないきいきこまち小都市の実現に１７０億円 

 

平成１８年度の蟹江町予算が、３月町議会定例会で決まりました。 

今年のまちづくりの基本となる予算の総額は、１６９億６，０８２万円です。その内訳は、一般会

計が８６億８，９５６万円（前年度比６．４％増）、８つの特別会計の合計が７３億２，５５６万円、そ

して水道事業会計が９億４，５７０万円です。 

では、新しい予算がどのような内容か、その概要をお知らせします。 

 

平成 18 年度のおもな施策  

この内容は、町長の所信表明の中から主なものを取り上げ、第３次町総合計画の体系に合わせ

て記載しました。 

※千円単位を四捨五入しています 

 

いきいきと暮らせる健やかなまちづくり 

 

● 社会福祉法人などへ補助 

社会福祉法人など（蟹江福祉会、カリヨン福祉会）が行う各種福祉事業の促

進を図るため、補助します。  

605 万円 

 

● 支援費制度の充実 

障害者が、自分に合ったサービスを受けることができ、また生きがいを持っ

て生活できるよう、支援費制度の充実を図ります。 

1 億 6,926 円 

 

● 障害者福祉計画の策定 

障害者自立支援法に基づき、サービス、相談、地域生活支援に関する提供

体制の確保に関する計画を策定します。 

223 万円 

 

● 予防接種の実施 

伝染病などのまん延を防ぐため、各種予防接種を行います。 

5,941 万円 

 

個性と創造性を育むまちづくり 

 

● 中学校施設の整備 

蟹江中学校東校舎の耐震補強工事と東館の改修工事を行います。 

4,812 万円 

 



● 蟹江中学校西校舎の増改築 

老朽化した蟹江中学校西校舎の建て替えと改修工事を行います。 

5 億 1,522 万円 

 

● 町民プールを開放 

昨年度に引き続き民間スポーツ施設のプールを利用し、皆さんに開放しま

す。（Ｐ５参照） 

326 万円 

 

● 須成祭の記録を作成 

国選択文化財に指定された「須成祭」の記録作成事業を推進し、国重要文化

財への昇格を目指します。 

295 万円 

 

自然と共生する快適なまちづくり 

 

● 上水道配水ポンプを更新 

老朽化した蟹江浄水場の配水ポンプを更新し、皆さんに安全でおいしい水を

供給できるように努めます。 

1,565 万円 

 

● 上水道管を布設替 

地震災害などに備え、石綿管から鋳鉄管などへ布設替工事を行います。 

5,000 万円 

 

● 公共下水道を整備 

日光川下流流域関連公共下水道整備事業の開始に伴い、本年度は本町北

処理分区と本町上処理分区を中心に整備していきます。 

6 億 7,603 万円 

 

● 役場庁舎の耐震化 

庁舎および車庫などの耐震補強工事を行います。 

1 億 7,627 万円 

 

● わかりやすい町名地番の設定 

住所の簡素化の要望があった舟入地区の町名地番変更を行います。 

1,990 万円 

 

● 蟹江川水辺スポットの整備 

県が施工する二ツ屋橋改築工事の完成に合わせて、蟹江川護岸水辺スポッ

ト整備事業の詳細設計を行います。 

855 万円 

 

● 児童用防犯ブザーの配布 

登下校時の子どもの安全を確保するため、小学生全員に防犯ブザーを配布

します。 

171 万円 

 



● 造住宅の無料耐震診断・耐震改修に補助 

昭和５６年５月３１日以前に建築された民間の木造住宅で、希望されるかた

へ無料耐震診断や改修費の補助を行います。 

692 万円 

 

● 消防団格納庫の建設 

須西分団の機械器具格納庫の建設と団員の処遇改善を図ります。 

1,596 万円 

 

● 消防庁舎の耐震化 

消防庁舎および車庫の耐震補強工事を行います。 

1 億 2,590 万円 

 

秩序ある楽しく歩けるまちづくり 

 

● 蟹江今駅北特定土地区画整理事業への補助 

組合が施行するＪＲ蟹江駅北地区の土地区画整理事業に対して、補助しま

す。 

4,131 万円 

 

● 道路の側溝、舗装などを整備 

老朽化している町内道路の側溝、舗装などの改修を行います。 

1 億 700 万円 

 

● 橋りょうの耐震補強工事 

記念橋、大海用橋の落橋防止工事を行い、耐震性の向上を図ります。 

7,435 万円 

 

活力と交流のまちづくり 

 

● 土地改良事業への補助 

排水路や農道の整備などを行っている土地改良区へ補助し、農業基盤を整

備します。 

850 万円 

 

● 商工業の振興 

商工業者の育成と経営指導の強化を図るため、商工会活性化育成費などの

補助を行います。 

9,557 万円 

 

● 尾張温泉沿いの観光整備 

尾張温泉の敷地内に足湯を新設するとともに、相撲力士の足型に照明を点

けて観光スポットとしてＰＲします。 

2,019 万円 

 

町民と手をたずさえるまちづくり 



 

● 新図書館システムの整備 

町図書館蔵書の検索や予約が、自宅のパソコンから可能になるように利便

を図ります。 

404 万円 

 

平成 18 年度一般会計予算の内訳 

 

歳入 予算額 構成比 前年比 歳出 予算額 構成比 前年比 

町税 45 億 5,420 万円 52.4 103.0 民生費 24 億 7,787 万円 28.5 102.0 

町債 8 億 7,590 万円 10.1 135.9 教育費 14 億 7,434 万円 17.0 96.8 

繰入金 6 億 9,670 万円 8.0 117.2 総務費 13 億 1,515 万円 15.1 119.7 

国庫支出金 4 億 959 万円 4.7 105.1 衛生費 10 億 8,948 万円 12.5 97.2 

県支出金 3 億 9,682 万円 4.6 112.9 土木費 7 億 3,768 万円 8.5 117.0 

地方譲与税 3 億 7,300 万円 4.3 160.1 消防費 6 億 8,600 万円 7.9 126.9 

地方消費税交付金 3 億 3,000 万円 3.8 89.2 公債費 5 億 1,881 万円 6.0 120.2 

分担金及び負担金 3 億 97 万円 3.5 99.7 議会費 1 億 5,434 万円 1.8 94.7 

地方特例交付金 1 億 6,000 万円 1.8 84.2 商工費 1 億 3,562 万円 1.6 116.9 

諸収入 1 億 5,074 万円 1.7 115.8 農林水産業費 9,627 万円 1.1 87.7 

自動車取得税交付金 1 億 1,000 万円 1.3 110.0 予備費 400 万円 0.0 100.0 

地方交付税 1 億円 1.1 43.5 

使用料及び手数料 8,752 万円 1.0 102.1 

繰越金 8,484 万円 1.0 128.0 

利子割交付金 1,800 万円 0.2 45.0 

配当割交付金 1,500 万円 0.2 250.0 

株式等譲渡所得割交付金 1,500 万円 0.2 600.0 

交通安全対策特別交付金 800 万円 0.1 100.0 

財産収入 318 万円 0.0 99.8 

寄付金 10 万円 0.0 83.7 

                                     

計 86 億 8,956 万円 100.0 106.4 計 86 億 8,956 万円 100.0 106.4 

 

平成 18 年度特別会計等の予算額 

 

●特別会計 



国民健康保険事業 ２７億２,８５３万円 

老人保健 ２３億１,２７１万円 

介護保険管理 １１億３,４２８万円 

公共下水道事業 ７億２,８５３万円 

土地取得 ２億５,００１万円 

蟹江第二学戸土地区画整理事業 １億１,４００万円 

介護サービス事業 ５,０９０万円 

コミュニティ・プラント事業 ６６０万円 

計 ７３億２,５５６万円 

●水道事業会計予算 

９億４,５７０万円 

 


