
本年度予算額 前年度予算額
前年対比
　　（％）

３１億５，３００万円 ３１億　　７００万円 1.5%

国民健康保険 ５億４，２２７万円 ５億２，４８０万円 3.3%

老人保健医療 ― ９８万円 皆減

後期高齢者医療 ６，１４２万円 ６，０９６万円 0.8%

介 護 保 険 ７億４，６０８万円 ６億８，５１４万円 8.9%

簡 易 水 道 ２億８，１００万円 １億３，５００万円 108.1%

下水道事業 ３億７，８００万円 ３億４，０００万円 11.2%

５１億６，１７７万円 ４８億５，３８８万円 6.3%

《予算編成の基本方針》

　平成23年度当初予算は、第4次総合振興計画
の９年目にあたり、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。

★　依然として厳しい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、「持続可
能な村政の経営」を念頭に「改革意識、経営感
覚、危機意識」を持って編成した予算とします。

★　４月には村長、村議会議員選挙を控えていま
すが、厳しい景気や雇用情勢を勘案し、村政に停
滞を招くことがないよう切れ目ない事業展開を配
慮した予算編成とします。

★　地方公共団体の財政健全化に関する指標であ
る「経常収支比率」や「将来負担比率」「実質公
債費比率」などを見据え、健全な財政構造を確立
できるような予算編成とします。

★　平成２１年９月に改正された『行政改革大
綱』に基づき、重点的・効率的かつ戦略的な施策
展開を図るための予算編成とします。

平成23年度　豊丘村当初予算の概要
◆ 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 542,501 556,473 ▲ 13,972 ▲ 2.5 17.2

 ２　地方譲与税 63,000 73,000 ▲ 10,000 ▲ 13.7 2.0

 ３　利子割交付金 1,900 2,700 ▲ 800 ▲ 29.6 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 50,000 0 0.0 1.6

 ７　自動車取得税交付金 12,000 15,500 ▲ 3,500 ▲ 22.6 0.4

 ８　地方特例交付金 12,977 10,000 2,977 29.8 0.4

 ９　地方交付税 1,500,013 1,484,748 15,265 1.0 47.6

10　交通安全対策特別交付金 1,100 1,118 ▲ 18 ▲ 1.6 0.0

11　分担金及び負担金 45,607 45,281 326 0.7 1.4

12 使用料及び手数料 70,118 65,649 4,469 6.8 2.2

13 国庫支出金 200,023 192,677 7,346 3.8 6.3

14 県 支 出 金 192,479 157,472 35,007 22.2 6.1

15 財 産 収 入 10,613 16,262 ▲ 5,649 ▲ 34.7 0.3

16 寄　附　金 6,132 4,311 1,821 42.2 0.2

17 繰　入　金 3,072 1,024 2,048 200.0 0.1

18 繰　越　金 246,200 128,600 117,600 91.4 7.8

19 諸　収　入 31,755 47,275 ▲ 15,520 ▲ 32.8 1.0

20 村　　　 債 163,000 254,400 ▲ 91,400 ▲ 35.9 5.2

歳 入 合 計 3,153,000 3,107,000 46,000 1.5 100.0

◆ 歳　入 本年度予算額 前年度予算額 主な増減事由　等

個人村民税 ▲18,068千円、法人村民税増 8,200千円
固定資産税▲4,136千円

自動車重量譲与税　▲10,000千円

比較増減

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

地方財政計画の見込による

子ども手当国庫負担金増 25,769千円
参議院議員選挙委託金皆減 ▲5,740千円

鳥獣被害防止対策事業補助金36,575千円を計上

地方財政計画の見込による

地方財政計画の見込による

地域活性化・雇用等対策費追加　 

前年度交付金見込額により計上

公団造林受託事業収入▲5,932千円
地域公共交通活性化･再生事業補助金皆減▲6,000千円

臨時財政対策債163,000千円を計上

平成２３年度　一般会計予算

基金の利子収入 ▲4,986千円

ふるさと納税寄付金1,000千円を計上

減債基金繰入金増　2,048千円

前年度繰越金見込額を計上

小渋川土地改良区選挙負担金270千円を計上

村営中芝賃貸住宅の使用料3,600千円を計上



（単位：千円）

構成比

予算額 率（％） （％）

 １　議　　会　　費 72,012 54,091 17,921 33.1 2.3

 ２　総　　務　　費 391,775 417,347 ▲ 25,572 ▲ 6.1 12.4

 ３　民　　生　　費 873,638 825,124 48,514 5.9 27.7

 ４　衛　　生　　費 392,709 347,740 44,969 12.9 12.5

 ５　労　　働　　費 17,010 14,601 2,409 16.5 0.5

 ６　農林水産業費 271,213 171,646 99,567 58.0 8.6

 ７　商　　工　　費 54,350 34,292 20,058 58.5 1.7

 ８　土　　木　　費 303,276 489,013 ▲ 185,737 ▲ 38.0 9.6

 ９　消　　防　　費 149,761 146,853 2,908 2.0 4.8

10  教　　育　　費 234,266 202,830 31,436 15.5 7.4

11  災 害 復 旧 費 0 0 0 0.0 0.0

12  公　　債　　費 392,490 402,963 ▲ 10,473 ▲ 2.6 12.4

13  予　　備　　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,153,000 3,107,000 46,000 1.5 100.0

平成２３年度　一般会計予算

【新】電算基幹系システム更改費用 32,414千円
まちづくり交付金事業終了により▲30,000千円

【拡】子ども手当 150,000千円を計上
【継】地区敬老会支援事業補助金220千円

【継】子宮頸がん・肺炎球菌・ヒブワクチン予防接種委託料14,697千円
簡易水道・下水道特別会計への繰出金増　31,639千円

【拡】緊急雇用創出事業 12,938千円
【継】ふるさと雇用再生特別事業 3,650千円

平成１２年発行の臨時地方道整備事業債等償還終了によ
る減

【新】地域おこし協力隊員経費7,598千円
【新】有害鳥獣対策防護柵設置事業66,500千円

【新】地域産業活性化緊急助成金事業20,000千円
【新】野田平キャンプ場修繕事業 2,162千円

まちづくり交付金事業終了により▲170,995千円

【新】林原詰所改修事業2,700千円

◆ 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

議員共済負担金増　18,268千円

【新】北小学校プール濾過機取替費11,800千円
【新】三校保健室・図書室・多目的教室等エアコン設置費10,750千円

　―



平成２３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 576,244 541,551 34,693 6.4 18.3

 　扶　助　費 355,447 322,163 33,284 10.3 11.3

 　公　債　費 392,490 402,963 ▲ 10,473 ▲ 2.6 12.4

以上義務的経費の計 1,324,181 1,266,677 57,504 4.5 42.0

 　物　件　費 494,671 464,812 29,859 6.4 15.7

 　維持補修費 57,574 49,618 7,956 16.0 1.8

 　補助費等 462,013 456,398 5,615 1.2 14.7

 　普通建設事業費 411,355 505,909 ▲ 94,554 ▲ 18.7 13.0

 　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 2,501 6,507 ▲ 4,006 ▲ 61.6 0.1

   貸　付　金 4,200 2,520 1,680 66.7 0.1

   繰　出　金 396,005 354,059 41,946 11.8 12.6

   予　備　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,153,000 3,107,000 46,000 1.5 100.0

◆ 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

新人職員3名の増他　8,553千円
議員共済負担金の増　18,268千円

公共施設整備基金運用益分積立金 ▲1,104千円
財政調整基金運用益分積立金 ▲3,064千円

奨学生貸与金の増

【新】地域産業活性化緊急助成金の増20,000千円

国保20,652千円、後期高齢 18,988千円、介護 117,634千円、
簡易水道25,606千円、下水道212,343千円

道路改良舗装事業費 ▲74,000千円

　―

　―

【新】電算基幹系システム更改費の増32,414千円

道路維持管理用重機借上料の増1,996千円
道路維持管理用消耗品費（塩カル）の増1,500千円

子ども手当 21,200千円の増

平成12年発行の臨時地方道整備事業債等償還終了に
よる減



平成２３年度　性質別予算額

 　投資及び出資金,
 0千円, 0.0%

積立金,
 2,501千円, 0.1%

 　災害復旧費,
0千円, 0.0%

繰出金,
396,005千円,12.6%

貸付金,
 4,200千円, 0.1%

 　普通建設事業費,
411,355千円, 13.0%

 　補助費等,
462,013千円, 14.7%

 維持補修費,
57,574千円, 1.8% 物件費,

 494,671千円, 15.7%

予備費,
500千円, 0.0%

公債費,
 392,490千円, 12.4%

扶助費,
 355,447千円, 11.3%

人件費,
576,244千円, 18.3%



事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

自らつくる地域づくり事業交付金
【住民参画社会の構築】

継続
　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、交付金を交付する。

6,000 総務課
企画財政係

中山間地域活性化交付金事業
【住民参画社会の構築】

継続
　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を図り、持続可能な中山間地域形成を図る。 3,200 総務課

企画財政係

人材育成事業
  【住民参画社会の構築】

継続
　これまで実施してきた比叡山延暦寺での座禅体験は5年が経過したので全面的に見直
し、広島への「平和のバス事業」を計画したい。 1,000 総務課

企画財政係

季節ごとの社会教育講座（四季大学）開設
【社会教育の充実】

新規
　当村ふるさと大使の丸山克俊東京理科大学教授を通じて、各界で活躍されている方
を講師に招き、季節ごとの講座（四季大学）を開催する。 600 教育

委員会

生活リズム改善村民運動
【社会教育の充実】

拡充
 「早寝早起き朝ごはん」を基本におき、親子での様々な体験活動を通して生活リズム
改善の糸口となるよう、家庭での協力を求めていく。豊丘村の子どもが心身ともに健
全に育っていけるよう地道でも途切れることのない運動の継続が必要である。

670 教育
委員会

分館との連携と分館活動の充実
　【社会教育の推進】

継続
　公民館活動の原点である分館活動は、地域の活性化の上でも大きな役割がある。分
館が主催する地域活動への支援と、本館と分館の連携で、より充実した社会教育活動
を展開する。

4,978 教育
委員会

児童・生徒就学援助
【学校教育の充実】

拡充
　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る。

7,200 教育
委員会

学校施設の整備充実
【学校教育の充実】

拡充
　安心安全な学校運営のため、老朽化した北小学校プール濾過機の更新や三校の保健
室・図書室等中心に空調設備の新設を図る。 29,213 教育

委員会

読書環境の充実
【生涯学習の推進】

継続
　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る。 2,186 教育

委員会

　平成２３年度　豊丘村予算　　◆主な事業と内容◆

基本計画　：　「人」　豊かで温かな心を育む郷づくり



事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

里山整備事業・緑化事業
　【豊かな自然環境の保全】

拡充
  豊かな自然環境の保全のために、森林・里山等の整備・緑化に努める。
・森林づくり推進支援事業（里山整備等）1,000千円
・緑化事業(植樹祭苗木代）　595千円

1,595 産業建設課
林務係

里山整備事業・緑化事業
　【豊かな自然環境の保全】

新規 小規模竹林を地域で整備する際に、㎡当り200円の助成金を交付する。 2,000 産業建設課
林務係

ごみ減量化・資源化事業
【一般廃棄物処理対策】

継続
　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）の購入代補助を行なう。　（25,000円＊10台） 250 環境課

環境係

ごみ収集処分委託事業
【一般廃棄物処理対策】

継続
　資源ごみ、埋立ごみ、有害ごみなどの委託収集処分と、ごみを排出しやすい環境づ
くりに取り組みます。 20,308 環境課

環境係

小中学校資源回収助成事業
　【一般廃棄物処理対策】

継続
　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する。 250 環境課

環境係

燃やすごみ、し尿処理事業
【一般廃棄物処理対策】

継続 　燃やすごみ、し尿処理に係る経費。 30,698 環境課
環境係

環境美化推進事業
【一般廃棄物処理対策】

継続
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
る。 201 環境課

環境係

事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

地域公共交通実証運転事業
【公共交通機関の確保と充実】

継続
　地域の生活交通と通院者や通学者の移動手段を確保するため、路線バスの実証運行
を行なう。 12,600 総務課

総務係

LED型防犯灯整備事業
【交通安全･防犯対策の充実】 継続

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る。
・LED型防犯灯　20基 2,200 総務課

総務係

長寿命化修繕計画策定事業
【道路交通網の整備】

継続
・橋梁点検調査委託料　122橋　4,000千円（交付金）

4,000 産業建設課
土木係

基本計画　：　「快」　安全で快適なうるおいのある郷づくり

基本計画　：　「緑」　自然と人が共生する郷づくり



事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

社会資本整備総合交付金事業
【道路交通網の整備】

継続 ・村道佐原線　林里～林原　測量・詳細設計 11,000 産業建設課
土木係

人口増定住対策事業
【住宅対策】

継続

　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する。
・空き家改修費助成金　　　1,000千円【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　4,500千円
・Ｕターン助成金の創設　　1,000千円【大学生等Ｕターン　50千円＊20人】

11,062 総務課
企画財政係

上水道本管布設先行投資工事事業
【水道施設の整備と充実】

継続
　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水道本管布設工事を行う。
（予算の範囲内で実施、Ｈ19.10.1～Ｈ24.9.30まで）

12,000 環境課
上下水道係

配水流量計更新
【水道施設の整備と充実】

新規
老朽化した河野第２・千駄木配水流量計の更新と田村第２水源ポンプへの水位計設

置を行なう。 3,825 環境課
上下水道係

堀越･長沢簡易水道水道管布設替
【水道施設の整備と充実】

新規
・水道本管布設替　L=6210m　115,821千円
・給水管布設替　　60戸分　　15,000千円 130,821 環境課

上下水道係

農集伴野処理場機能強化対策事業
【下水道施設の整備と充実】

継続
農集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）を実施する。
（事業年度　H22～H23年度）

61,700 環境課
上下水道係

下水道本管布設先行投資工事事業
【下水道施設の整備と充実】

継続
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下水道本管布設工事を行う。
（予算の範囲内で実施、Ｈ19.10.1～Ｈ24.9.30まで）

28,785 環境課
上下水道係

下水道本管管渠清掃調査委託事業
【下水道施設の整備と充実】

継続
農集河野地区の下水道本管管渠清掃調査と、昨年の調査結果により修繕の必要な農

集伴野地区の下水道本管修繕を行なう。 3,570 環境課
上下水道係

合併浄化槽設置設備事業
【下水道施設の整備と充実】

継続
　合併浄化槽設置に係る補助金を交付する。（新規設置）
　(入換設置に関しても補助対象事業費の80％を限度額としの補助金制度あり） 1,150 環境課

上下水道係

合併浄化槽修繕等補助金交付事業
【下水道施設の整備と充実】

継続
　合併浄化槽の修繕等経費に対して2/3以内を補助金として交付する。
・浄化槽本体の修繕【交付限度額15万円】
・送風機本体の更新、修繕【交付限度額3万円】

1,600 環境課
上下水道係



事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

ボランティアセンター事業
　【地域福祉の向上】

継続
ボランティアセンター内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
を図る。（社協へ委託）

3,603 住民課
福祉係

北部地区結婚相談所の運営
　【地域福祉の向上】

継続
結婚相談事業を今までの各町村での取り組みだけではなく、北部5町村で連携するこ

とにより、各市町村での取り組み以上の成果を上げる。 717 住民課
福祉係

村民皆結婚相談員（愛のかけはし）事業
　【地域福祉の向上】

継続
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、

報奨金を交付する。（社協へ委託：50,000円＊10件分） 500 住民課
福祉係

児童心理相談員巡回事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続
村内3保育所・村乳幼児健診・子育て支援センター親子交流教室に臨床心理士が巡回

指導し、個々の子どもの発達心理にあわせた支援をする。また、保護者からの発達相
談に対応し、育児不安の解消を図る。

610 住民課
福祉係

出産祝い金支給事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続
　第1子 30,000円　　第2子 50,000円　　第3子 250,000円
　出生見込人数55人 6,450 住民課

福祉係

福祉医療村単支給事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続
　小中学生と高校生の入院・通院に係る医療費を村単独事業として全額支給
　小学生分6,079,000円　　中学生・高校生分4,989,000円 11,068 住民課

福祉係

子ども手当給付事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続 　子ども手当の給付。（中学校３年生以下） 150,000 住民課
福祉係

保育料の軽減
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

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・子育て支援を図る。
軽減見込

　　　6,000
住民課
福祉係

運動あそびの充実
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続
年長児、年中児の保育指導の一環として、年間6回の講師を招き運動あそびを通じて

基礎的な身体の使い方を習得するとともに、心と体の発達の増進を図る。 240 保育所

高齢者介護予防教室
【社会福祉の充実】

継続
関節疾患に起因する介護状態を予防するため、筋力維持を目的とした水中運動教

室、リハビリ体操教室を開催する。 720
住民課

介護保険係

介護予防健康教室の開催
【社会福祉の充実】

継続
介護保険新規１号被保険者を対象に介護保険制度の概要と要介護認定者の状況を説

明し、高血圧、高血糖など生活習慣に起因し介護度が重症化する脳血管疾患の予防に
取り組む。

480
住民課

介護保険係

基本計画　：　「支」　皆で支え 安心して暮らせる郷づくり



事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

高齢者世帯訪問
【社会福祉の充実】

継続
高齢独居世帯、高齢者世帯を対象に看護師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、在宅福祉を図る。 2,669
住民課

介護保険係

介護保険事業計画の策定
【社会福祉の充実】

新規
平成24年度～26年度までの第5期介護保険事業計画で必要な事業量・内容・保険料を

検討する。 207 住民課
介護保険係

妊婦健診検査費助成
 【健康づくりの推進】

継続
　昨年度に引き続き、妊婦健診検査費を健診14回＋超音波検査4回分の費用を補助す
る。 6,885 住民課

保健衛生係

不妊治療費助成
 【健康づくりの推進】

継続
　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を助成する。 450 住民課

保健衛生係

両親学級の開催
 【健康づくりの推進】

継続
　少子化が進行する中で、育児支援はますます重要課題となってきている。妊娠期か
ら父母が協力して育児に取り組むための準備を行う両親学級を、助産師の協力を得て
実施する。

32 住民課
保健衛生係

女性特有のがん検診・働く世代への大腸
がん検診推進事業
 【健康づくりの推進】

拡充
　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
検診の助成を継続する。 1,262 住民課

保健衛生係

特定健診･特定保健指導の充実
 【健康づくりの推進】

継続
　特定健診･特定保健指導制度導入から4年目を向かえた23年度は、健診受診率60％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る。 5,509 住民課

保健衛生係

事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

農業安定経営助成事業
　【農業の振興】

継続
・果樹共済加入への推進期間と位置づけ、共済掛金の30％助成を行う。
・野菜価格安定基金積立の30％助成を行う。
・果樹苗木購入に30％補助を行い果樹産地再生を図る。

1,870 産業建設課
振興係

農業振興対策事業
　【農業の振興】

継続
・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る。
・土つくりのための堆肥購入を補助し、有機的栽培化を図る。
・微生物資材購入補助による畜産臭気抑制対策を図る。

2,739 産業建設課
振興係

げんき農業支援事業
　【農業の振興】

継続
・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う。
・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う。

5,000 産業建設課
振興係

基本計画　：　「創」　交流し創造する活力ある郷づくり



事　　業　　名
【基本計画の施策名】

区分 事業内容等
予算額

（単位：千円）
所管

担い手支援・耕作支援事業
　【農業の振興】

継続

・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助成を行
う。(田畑1万円、樹園地2万円、遊休地の場合加算あり)
・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助成を行
う。(田畑2万円、樹園地4万円、遊休地の場合加算あり)

1,300 産業建設課
振興係

地産地消推進事業
　【農業の振興】

継続
　学校給食において、週３回の米飯給食を、週４回に拡充することで、豊丘産米の消
費拡大と地産地消を推進し、併せて給食材料費高騰により、給食費の値上げをカバー
するため、給食における米代の助成を図る。

2,800 産業建設課
振興係

商工業振興対策事業
【商業の振興/工業の振興】

継続

・小口、運転、若手、不況等資金利子補給金、保証料補給金　7,022千円
・商工業振興事業補助金（商工会）     　　　   6,500千円
・街路灯維持負担金　　　　　　　　    　　　    900千円
・販路開拓支援補助金　　　　　　　　　        2,640千円
・経営改善普及事業強化職員設置補助金　　　　  2,007千円

19,069 産業建設課
振興係

緊急雇用奨励補助金交付事業
【商工業の振興/雇用対策】

拡充
　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する。 10,250 産業建設課

振興係

企業誘致対策事業
【商業の振興/工業の振興】

継続

　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年間免除対し助成（固定資産税の減免）す
る。

減額見込額
6,800

産業建設課
振興係

交流事業対策（産業振興推進支援)
【都市との交流の振興】

継続
　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・地域振興を図る。

19,464 産業建設課
振興係

有害鳥獣対策事業
　【農業の振興/林業の振興】

新規 有害鳥獣対策防護柵設置事業　L=10000m 62,500 産業建設課
林務係

有害鳥獣対策事業
　【農業の振興/林業の振興】

拡充

　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　　 700千円　・　柵・網補助金　1,000千円
　捕獲報奨金 　 13,500千円　・　罠補助金　      400千円

15,600 産業建設課
林務係

森林整備事業支援対策補助金
　【林業の振興】

継続
　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、補助金を交付する。

4,361 産業建設課
林務係

松くい虫防除対策事業
　【林業の振興】

継続

　松くい虫被害拡大防止を図るため、送電線南信幹線沿いを防護帯として、薬剤空中
散布及び伐倒駆除を環境問題にも配慮しながら実施する。
・伐倒・くん蒸　16,800千円
・空中散布     　4,813千円

21,613 産業建設課
林務係

地域産業活性化緊急助成金事業
　【商業の振興/工業の振興】

新規
　地域産業活性化緊急助成金（通称：リフォーム助成金）を創設し、住宅関連工事を
誘発することで村内事業者の仕事の確保や地域産業の活性化を図ります。 20,000 産業建設課

振興係



自らつくる地域づくり事業交付金 継続 600 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。

季節ごとの社会教育講座（四季大学）の開設 新規 60 万円
　当村ふるさと大使の丸山克俊東京理科大学教授を通じて、各界で活躍されている方を講師に招き、季節ご
との講座（四季大学）を開催します。

児童・生徒就学援助 拡充 720 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 拡充 2,921 万円
　安心安全な学校運営のため、老朽化した北小学校プール濾過機の更新や、三校の保健室・図書室等中心に
空調設備の新設を図ります。

読書環境の充実 継続 219 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 拡充 160 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）・緑化事業（植樹祭苗木代）等

里山整備事業・緑化事業 新規 200 万円 　区や自治会・隣組など各地域で小規模竹林を整備する際に、㎡当り200円の助成金を交付します。

環境美化推進事業 継続 20 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 25 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。
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平成２３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！



人口増定住対策事業 継続 1,106 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。
・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】

上下水道本管布設先行投資事業 継続 3,700 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 1,260 万円 　地域の生活交通と通院者や通学者の移動手段を確保するため、路線バスの実証運行を行ないます。

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】

継続 400 万円 ・１２２橋の橋梁点検 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】

継続 220 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　20基設置

堀越・長沢簡易水道水道管布設替事業 新規 　老朽化した水道本管の延長6,210ｍの布設替と、給水管60戸分の布設替を行ないます。

配水流量計等の更新 新規 383 万円
老朽化した河野第2配水流量計及び千駄木配水流量計の更新と、田村第2水源ポンプへの水位計設置を行な

います。

農集排 伴野処理場機能強化対策事業 継続 6,170 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 継続 362 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。

「
快

」
安
全
で
快
適
な
う
る
お
い
の
あ
る
郷
づ
く
り

社会基盤の整備を図り、快適なむらづくりを推進します！

人口増・定住対策に取り組みます！

1億3,082万円



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 継続 1,107 万円 　小中学生並びに高校生の入院・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 継続 　子ども手当の給付を行ないます。（中学校3年生以下）

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。

ボランティアセンター設置事業 継続 360 万円
ボランティアセンター内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 689 万円 　昨年度に引き続き、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 551 万円
　特定健診･特定保健指導制度導入から4年目を向かえた23年度は、健診受診率60％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・働く世代への大腸がん検診
推進事業

継続 126 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ま
す。

高齢者世帯訪問事業 継続 267 万円
高齢独居世帯、高齢者世帯を対象に看護師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。

軽減見込額
600万円
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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！

1億5,000 万円



げんき農業支援事業 継続 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 継続 274 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 継続 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。

交流事業対策（産業振興推進支援） 継続 1,946 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 新規 6,250 万円 　有害鳥獣対策防護柵を延長10,000ｍにわたり設置します。

有害鳥獣対策事業 拡充 1,560 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　１，３５０万円　・　罠補助金　      ４０万円

森林整備事業支援対策補助事業 継続 436 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 継続 1,907 万円

・小口、運転、若手、不況等資金利子補給金、保証料補給金　７０２万円
・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
・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 拡充 1,025 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 継続
　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。

地域産業活性化緊急助成金事業 新規 2,000 万円
　地域産業活性化緊急助成金（通称：リフォーム助成金）を創設し、住宅関連工事を誘発することで村内事
業者の仕事の確保や地域産業の活性化を図ります。　・工事費の１/4を助成　・上限は200,000円
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免除見込額
680万円

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！


