
本年度予算額 前年度予算額
前年対比
　　（％）

３１億　　７００万円 ３０億６，４００万円 1.4%

国民健康保険 ５億２，４８０万円 ５億２，８６０万円 ▲0.7%

老人保健医療 ９８万円 １９３万円 ▲49.2%

後期高齢者医療 ６，０９６万円 ５，９１３万円 3.1%

介 護 保 険 ６億８，５１４万円 ６億６，４６５万円 3.1%

簡 易 水 道 １億３，５００万円 １億７，３００万円 ▲22.0%

下水道事業 ３億４，０００万円 ３億３，９００万円 0.3%

４８億５，３８８万円 ４８億３，０３１万円 0.5%

《予算編成の基本方針》

　平成22年度当初予算は、第4次総合振興計画
の5つの柱（人・緑・快・支・創）に沿った計画
実現に向け、以下の基本方針に基づき予算編成し
た。

★　景気や雇用などの喫緊の課題に迅速かつ的確
に対応するとともに、停滞ムードを打破すべく、
豊丘村の存続を懸ける気構えで職員一人ひとりが
コスト意識を持ちつつも、思い切った事業・施策
展開等、不況克服と雇用対策に全力で立ち向かい
ます。

★　平成21年度2月の補正予算（きめ細やな対
策：総額９，５５５万円）と合わせて一体的に編
成し、切れ目ない事業展開を図ります。

★　「村づくりは地域づくりから～」住民主体の
村づくりを進める上で、各地区で策定された「地
区計画」をベースとした様々な地域課題の解消の
ために、持続的な地区担当職員の配置など、これ
まで以上に連携調整を一層強化し、全庁をあげた
組織横断的な地域支援に取り組みます。

★　昨年９月に改正された、『行政改革大綱』に
基づき、持続可能な行財政構造の構築を目指すと
ともに、「選択と集中」の考え方を徹底した予算
とします。

平成２２年度　豊丘村　当初予算案の概要
◆ 心ふれあい しあわせ実感 うるおいの郷 ◆

総予算額の合計

全ての会計の予算規模

特

　
別

会

計

会計の区分

一 般 会 計



（単位：千円）

構成比
予算額 率（％） （％）

 １　村　税 556,473 584,771 ▲ 28,298 ▲ 4.8 17.9

 ２　地方譲与税 73,000 73,000 0 0.0 2.4

 ３　利子割交付金 2,700 3,000 ▲ 300 ▲ 10.0 0.1

 ４　配当割交付金 500 500 0 0.0 0.0

 ５　株式等譲渡所得割交付金 10 10 0 0.0 0.0

 ６　地方消費税交付金 50,000 55,000 ▲ 5,000 ▲ 9.1 1.6

 ７　自動車取得税交付金 15,500 22,000 ▲ 6,500 ▲ 29.5 0.5

 ８　地方特例交付金 10,000 12,937 ▲ 2,937 ▲ 22.7 0.3

 ９　地方交付税 1,484,748 1,404,530 80,218 5.7 47.8

10　交通安全対策特別交付金 1,118 1,118 0 0.0 0.0

11　分担金及び負担金 45,281 42,099 3,182 7.6 1.5

12 使用料及び手数料 65,649 64,486 1,163 1.8 2.1

13 国庫支出金 192,677 239,466 ▲ 46,789 ▲ 19.5 6.2

14 県 支 出 金 157,472 126,415 31,057 24.6 5.1

15 財 産 収 入 16,262 20,279 ▲ 4,017 ▲ 19.8 0.5

16 寄　附　金 4,311 3,651 660 18.1 0.1

17 繰　入　金 1,024 3,075 ▲ 2,051 ▲ 66.7 0.0

18 繰　越　金 128,600 100,000 28,600 28.6 4.2

19 諸　収　入 47,275 40,363 6,912 17.1 1.5

20 村　　　 債 254,400 267,300 ▲ 12,900 ▲ 4.8 8.2

歳 入 合 計 3,107,000 3,064,000 43,000 1.4 100.0

（単位：千円）

林の杜ふるさと融資に係る貸付金収入などを計上

土木債44,400千円、臨時財政対策債 210,000千円を計上

平成２２年度　一般会計予算（案）

基金の利子収入 ▲3,884千円

一般寄付金・土木費寄付金を計上

減債基金利子繰入金収入 ▲2,051千円

まちづくり交付金過年度収入繰越額を含め見込額を計上

緊急雇用奨励補助事業による負担金2,250千円を計上

村営林里賃貸住宅の使用料1,980千円を計上

雇用対策交付金13,764千円、県知事・県議会議員選挙費委託金
6,217千円を計上

地方財政計画の見込による

子ども手当特例交付金の追加
特別交付金の廃止

雇用等臨時特例費追加　 

前年度交付金見込額により計上

地方財政計画の見込による

地方財政計画の見込による

地方財政計画の見込による

子ども手当国庫負担金92,723千円を計上
まちづくり交付金皆減 ▲87,360千円

個人村民税 ▲26,420千円、法人村民税 ▲11,500千円
固定資産税 9,539千円
地方揮発油譲与税 18,000千円、自動車重量譲与税 55,000千
円を計上

比較増減

地方財政計画の見込による

◆ 歳　入 本年度予算額 前年度予算額 主な増減事由　等



構成比

予算額 率（％） （％）

 １　議　　会　　費 54,091 55,456 ▲ 1,365 ▲ 2.5 1.8

 ２　総　　務　　費 417,347 466,174 ▲ 48,827 ▲ 10.5 13.4

 ３　民　　生　　費 825,124 769,763 55,361 7.2 26.6

 ４　衛　　生　　費 347,740 342,432 5,308 1.6 11.2

 ５　労　　働　　費 14,601 9,766 4,835 49.5 0.5

 ６　農林水産業費 171,646 175,449 ▲ 3,803 ▲ 2.2 5.5

 ７　商　　工　　費 34,292 19,160 15,132 79.0 1.1

 ８　土　　木　　費 489,013 420,101 68,912 16.4 15.7

 ９　消　　防　　費 146,853 151,960 ▲ 5,107 ▲ 3.4 4.7

10  教　　育　　費 202,830 237,545 ▲ 34,715 ▲ 14.6 6.5

11  災 害 復 旧 費 0 0 0 0.0 0.0

12  公　　債　　費 402,963 415,694 ▲ 12,731 ▲ 3.1 13.0

13  予　　備　　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,107,000 3,064,000 43,000 1.4 100.0

◆ 歳　出 本年度予算額

　―

前年度予算額
比較増減

主な増減事由　等

議会通常運営経費を計上

村指定文化財改修事業    ▲14,260千円
文化施設実施設計委託料 ▲21,000千円

　―

平成１１年発行の災害復旧事業債等償還終了による減

【拡】げんき農業支援金 5,000千円
松くい虫防除対策事業 ▲10,262千円

【新】緊急雇用奨励補助事業 8,750千円
【新】プレミアム付商品券発行事業 3,500千円

【新】まち交：村営賃貸住宅建設事業 145,995千円
【新】まち交：竜東一貫道路改良事業   25,000千円

防火水槽改修事業 ▲9,135千円

【新】村政施行５５周年記念事業費 5,880千円を計上
【新】ＣＡＴＶデータ放送開始のための改修費 30,000千円

【新】子ども手当 119,000千円を計上
【拡】高校生（18歳）までに福祉医療費拡充 2,031千円

【継】妊婦検診検査費助成金（14回） 6,747円
【継】女性特有のがん検診推進事業を村単にて継続 1,090千円

【拡】緊急雇用創出事業 10,114千円
【継】ふるさと雇用再生特別事業 3,650千円



平成２２年度　一般会計性質別歳出予算
（単位：千円）

構成比

予算額 率（％） （％）

 　人　件　費 541,551 568,525 ▲ 26,974 ▲ 4.7 17.4

 　扶　助　費 322,163 255,572 66,591 26.1 10.4

 　公　債　費 402,963 415,694 ▲ 12,731 ▲ 3.1 13.0

以上義務的経費の計 1,266,677 1,239,791 26,886 2.2 40.8

 　物　件　費 464,812 443,553 21,259 4.8 14.9

 　維持補修費 49,618 48,705 913 1.9 1.6

 　補助費等 456,398 411,317 45,081 11.0 14.7

 　普通建設事業費 505,909 554,466 ▲ 48,557 ▲ 8.8 16.3

 　災害復旧費 0 0 0 0.0 0.0

 　投資及び出資金 0 0 0 皆減 0.0

   積　立　金 6,507 9,189 ▲ 2,682 ▲ 29.2 0.2

   貸　付　金 2,520 2,436 84 3.4 0.1

   繰　出　金 354,059 354,043 16 0.0 11.4

   予　備　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,107,000 3,064,000 43,000 1.4 100.0

緊急雇用創出事業等による賃金 7,891千円の増他

消防施設（防火水槽フェンス等） 998千円の増

子ども手当 69,290千円の増

平成11年発行の災害復旧事業債等償還終了による減

【拡】自らつくる地域づくり交付金 3,500千円の増
【新】緊急雇用奨励補助事業 8,750千円の増

国保 22,651千円、老人保険 83千円、後期高齢 18,874千円
介護 104,899千円、簡易水道 19,193千円、下水道 187,117千円

道路改良舗装事業費 ▲81,845千円

　―

　―

◆ 歳　出 本年度予算額

　―

前年度予算額
比較増減

主な増減事由　等

退職職員５名減、新人職員2名増  ▲31,439千円
選挙、国勢調査委員報酬等 4,465千円の増

公共施設整備基金運用益分積立金 ▲1,528千円
財政調整基金運用益分積立金 ▲1,138千円

奨学生貸与金の増



平成２２年度　性質別予算額

予備費
 500千円　0%

積立金　 6,507千円 0.2%

 公債費　 402,963千円 13.0%

 普通建設事業費
 505,909千円

 16.3%

 補助費等　 456,398千円
14.7%

 扶助費　322,163千円 　10.4%

 　維持補修費　 49,618千円
1.6%

 　物件費
　 464,812千円

 14.9%

繰出金　 354,059千円　 11.4%

貸付金　 2,520千円　 0.1%  人件費
　　 541,551千円

17.4%



自らつくる地域づくり事業交付金 拡充 1,000 万円
　地域を構成する住民の知恵と力を結集し、地域の創意と工夫により個性ある地域づくりを協働の力で図
り、地域の活性化を推進するための事業に要する経費並びに地区計画の実現を図るための経費に対し、交付
金を交付します。

中山間地域活性化交付金事業 継続 320 万円
　中山間地域は、住民が居住することでの、自然・環境・村土等を維持していることに鑑み、中山間地域居
住住民の負担軽減と、持続可能な中山間地域形成を図ります。

豊丘村村政施行５５周年事業 新規 588 万円

　村政施行55年と節目の年を迎えるにあたり、更なる住民参画社会の構築を図ります。
・55周年キャラクター及び豊丘村のロゴ（シンボルマーク）の募集～作成
・「とよおかまつり」における55周年記念事業の実施
・55周年記念に相応しい村勢要覧の発行
・キャラクター（採用したもの）入り法被の新調

村政５５周年記念スポーツ教室の開催 新規 55 万円
　シドニーオリンピックソフトボール選手を講師に招き、ソフトボールの指導・対戦を行うなど、社会体育
の充実を図ります。

児童・生徒就学援助 拡充 609 万円
　不安定な経済情勢の中で、就学困難な児童・生徒の増加が見込まれる。安心して就学できるよう要・準要
保護児童就学援助及び特殊教育就学奨励事業の的確な運用と、奨学生貸与事業の拡充を図ります。

学校施設の整備充実 継続 847 万円 　安心安全な学校運営のため、老朽化した北小学校放送設備などの学校施設の更新・改修を図ります。

読書環境の充実 継続 555 万円
　誕生日本の取り組みや学校図書及び村図書館の図書購入の充実をすすめ、児童生徒が読書の習慣を身につ
け学力向上を図ると共に村民の幅広い読書ニーズに応えます。

里山整備事業・緑化事業 継続 95 万円
 豊かな自然環境の保全のために、森林・里山等の整備・緑化に努めます。
  ・森林づくり推進支援事業（里山整備）・公共施設環境緑化推進事業等

生ごみ処理機購入助成事業 拡充 50 万円
　燃やすごみの減量化と、ごみの資源化に対する理解を深めてもらうため、生ごみ処理機（コンポスター含
む）の購入代補助を行います。　（25,000円＊20台）

環境美化推進事業 新規 244 万円 　不法投棄の未然防止を図ることを目的に、監視カメラを導入し、監視体制の強化を図ります。

小中学校資源回収助成事業 継続 30 万円
　ごみの減量化と資源化に理解を深めてもらうため、環境教育の一環として小学校が行う資源回収等に助成
金を交付します。

平成２２年度 豊丘村予算　特徴的な事業を紹介します
◆　心ふれあい しあわせ実感 うるおいの郷 とよおか　◆

住民参画社会の構築を図り、協働のむらづくりを推進します！

学校教育の充実を図り、生活リズム改善運動を推進します！

豊な自然環境の保全を図り、ごみの減量化と、環境意識の高揚に取り組みます！
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人口増定住対策事業 拡充 1,736 万円

　おいでなんしょプラン推進と、活力あるむらづくりをめざし、若者等子育て世代の受入を中心とした定住
対策を推進する為の助成金を交付します。
・住宅用地等取得助成金　　６００万円【取得価格の1/3以内、限度額60万円】
・空き家改修費助成金　　　１００万円【改修費の1/2以内、限度額50万円】
・環境に配慮した、空き家改修（解体）事業の実施　４５０万円
・Ｕターン助成金の創設　　１００万円【大学生等Ｕターン　５万円＊20人】

村営賃貸住宅建設事業
【まちづくり交付金事業】

新規
　若者等、子育て世代の定住を目的に、河野中芝地区を中心とした、戸建てよる村営賃貸住宅を建設しま
す。（7棟の計画）

上下水道本管布設先行投資事業 継続 1,000 万円
　人口減少防止と、民間の自主的な宅地開発需要に応えると共に土地の有効利用を促進するため、村が認め
た住宅地等へ上下水道本管布設工事を行います。
（予算の範囲内で実施、申請者負担あり、Ｈ19.10.1～Ｈ24.9.30まで）

地域公共交通実証運転事業 継続 1,810 万円
　村内の公共交通対策を検討する為に、バスを試験運行させ、住民ニーズにあった公共交通施策を創設しま
す。

道路交通網整備事業
【まちづくり交付金事業】
【地域活力基盤創造交付金事業】

拡充 7,100 万円

・竜東一貫道路　八王子地籍の改良工事　　Ｌ＝123ｍ　２，５００万円
・佐原線　御手形下地籍の改良工事　　　　Ｌ＝350ｍ　１，６００万円
・竜東一貫道路　伴野地籍の舗装修繕工事　Ｌ＝500ｍ　２，３４０万円
・中央横断線　御手形地籍の法面保護工事　Ｌ＝ 20ｍ　    ６６０万円

橋梁点検（長寿命化修繕計画策定事業）
【地域活力基盤創造交付金事業他】

新規 400 万円 ・１５５橋の橋梁点検 （2～15ｍの橋梁　130橋）、（15ｍ以上の橋梁  25橋）を行ないます。

ＬＥＤ型防犯灯整備事業
【地域活力基盤創造交付金事業他】

拡充 190 万円
　環境に配慮したＬＥＤ型防犯灯を整備し、地域の防犯対策を図ります。
・ＬＥＤ型防犯灯　18基設置

上水道送水ポンプ更新事業 新規 956 万円
老朽化が進行している御手形配水池送水ポンプと河野第3水源送水ポンプの更新を行い、水道水の安定供給

に努めます。

農集排 伴野処理場機能強化対策事業 新規 5,000 万円
農集排 伴野処理場の機能強化対策工事（処理施設増築工事・処理槽内コンクリート防食工事）を実施し、

下水道処理水の安定化を図ります。（事業年度　H22～H23年度）

下水道本管管渠清掃調査委託事業 新規 583 万円 　農集排 河野地区の下水道本管管渠清掃と調査を実施し、下水道の安定排水に努めます。

データ放送整備事業
【まちづくり交付金事業】

新規 3,000 万円
　自主放送のデジタル化完了にともない、村ホームページと連携して防災情報・村からのお知らせなど、き
め細やかな情報を自主放送チャンネルでデータとして放送するための整備を行ないます。

人口増・定住対策に取り組みます！

1億3,745 万円
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社会基盤の整備を図り、快適なむらづくりを推進します！



出産祝い金支給事業 継続 645 万円 　出産祝い金として、第1子　30,000円　　第2子　50,000円　第3子　250,000円を交付します。

福祉医療村単支給事業 拡充 1,130 万円 　小中学生並びに高校生（新規）の入院・通院に係る、医療費を村単独事業としての全額支給します。

子ども手当給付事業 新規 　子ども手当の給付を行ないます。（中学校3年生以下、約950人分）

保育料の軽減 継続
第3子（18歳未満の3人目）に係る保育料の無料（未満児は半額）を継続し、少子化対策・子育て支援を図

ります。

村民皆結婚相談員（愛のかけはし）事業 継続 50 万円
村挙げての結婚対策を推進する上で、村民（第三者）が結婚を取りまとめた場合、報奨金を交付します。

（社協へ委託：50,000円＊10件分）

高齢者専用賃貸住宅の研究 新規 17 万円 　高齢者専用賃貸住宅について研究し、豊丘村における必要性、建設・運営方法について検討します。

ボランティアセンター設置事業 新規 290 万円
ボランティアセンターを設立するとともにボランティアコーディネーターを配置し、活動提供希望者と支

援希望者の調整や活動グループの支援などを行ない、ボランティア活動の推進を図ります。（社協へ委託）

妊婦健診検査費助成事業 継続 664 万円 　H21年度に引き続き、妊婦健診検査費を健診14回＋超音波検査4回分の費用を助成します。

不妊治療費助成事業 継続 45 万円 　県の不妊治療助成事業を補い、1人年間15万円を限度に保険適用外の不妊治療費の１/2を助成します。

特定健診・特定保健指導の実施 継続 557 万円
　特定健診･特定保健指導制度導入から3年目を向かえた22年度は、健診受診率55％を目標に受診率の向上と
生活習慣病予防・重症化予防対策の充実を図ります。

女性特有のがん検診推進事業 拡充 109 万円
　H21年度から国の補助事業として実施された女性特有のがんである子宮がんと乳がん検診の助成を継続し、
22年度は１/2村負担で実施します。

高齢者世帯訪問事業 拡充 268 万円
高齢独居世帯、高齢者世帯を対象に看護師（増員）による訪問を実施し、介護力が低くハイリスク世帯の

保健福祉上のニーズを把握するとともに健康保持･増進、在宅福祉の充実を図ります。

1億1,900 万円

軽減見込額
400万円
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「子供は地域の宝」　子育てを応援します！～地域福祉の充実を図ります！

あなたの健康づくりをサポートします！



げんき農業支援事業 拡充 500 万円
・農業の振興を図るため、原則として3人以上で組織する団体や農業法人等が、農業の活性化を進めるために
要する経費に対する助成を行います。
・市田柿の皮剥き脱針化に対応すべく、2人以上での皮剥機購入に対し助成を行います。

農業振興対策事業 拡充 264 万円
・畜舎一斉消毒により害虫（ハエ、カ）の発生を防止し環境整備を図ります。
・土つくりのための堆肥購入を補助し、有機的栽培化を図ります。
・微生物資材購入補助による畜産臭気抑制対策を図ります。

担い手支援・耕作支援事業 拡充 130 万円

・10a以上の農地を3年以上新規で借り受ける農業者が支払う賃借料に対して田畑1万円、樹園地2万円の助成
を行います。
・10a以上の農地を5年以上借り受ける認定農業者が支払う賃借料に対して田畑2万円、樹園地4万円の助成を
行います。

農業用機械貸出事業 新規 422 万円
　ＮＰＯだいちが農業用機械を所有し、農業者に貸し出すことにより、農業者の農業用機械への負担軽減を
図ることから、遊休農地を発生させない取り組み等、農業振興を図ります。

交流事業対策（産業振興推進支援) 継続 1,853 万円
　ＮＰＯ法人だいち交付金

だいち運営、営農センター運営、吉原三中受入事業、援農ボランティア、久我山との交流事業等に交付金
を交付し、更なる都市農村の交流・地域振興を図ります。

有害鳥獣対策事業 継続 1,110 万円

　農林作物に重大な被害を及ぼしている有害鳥獣への対策として、適正な保護管理対策としての個体調整に
取り組み、共存できるまでの頭数の駆除を実施する。　又、樹木の保護のために防護柵等の設置を行う。
　猟友会補助金　　 ７０万円　・　柵・網補助金　１００万円
　捕獲報奨金 　　９００万円　・　罠補助金　      ４０万円

森林整備事業支援対策補助事業 継続 362 万円
　林業の振興（①村民が守り、親しむ林業の推進　②松くい虫被害対策の推進　③森林整備の促進　④特用
林産物の生産の推進）を図るため、山林所有者が森林整備事業に要した経費に対し、補助金を交付します。

商工業振興対策・不況対策事業 拡充 2,263 万円

・小口、運転、若手、不況等資金利子補給金、保証料補給金　７０８万円
・商工業振興事業補助金（商工会）     　　　   ６５０万円
・街路灯維持負担金　　　　　　　　    　　　    ９０万円
・販路開拓支援補助金【新】　　　　　　        ２６４万円
・プレミアム商品券発行事業補助金【新】        ３５０万円
・経営改善普及事業強化職員設置補助金【新】　  ２０１万円

緊急雇用奨励補助金交付事業 新規 875 万円
　今春卒業予定の新規高・短大卒業者等の地元就職促進のため、新規卒業者等を雇用した事業者に対し奨励
金を交付します。

企業誘致対策事業 拡充
　村内商工業者の育成強化と優良企業の導入により、地域産業の振興をはかることを目的に、工場・店舗等
の新･増設に係る建物及び土地にかかる固定資産税評価額の合計が1,000万円以上に対して、固定資産税を3年
間減免します。

ふるさと大使任命（委嘱）事業 新規 40 万円
　「観光」を中心として、「特産品」・「新規就農」・「企業誘致」・「村内定住」等、村のＰＲとととも
に、村への人や企業を誘導していただく人材（村出身者や、豊丘村にゆかりのある方等）を「ふるさと大
使」として委嘱し、豊丘村の発展に広く寄与していただきます。

産業振興を図り、都市との交流を促進します！　～　不況、雇用対策に取り組みます！

「
創

」
　
交
流
し
創
造
す
る
活
力
あ
る
郷
づ
く
り

免除見込額
880万円


