
本年度予算額 前年度予算額
前年対比
　　（％）

３２億６，１００万円 ３１億５，３００万円 3.4%

国民健康保険 ５億５，１２０万円 ５億４，２２７万円 1.6%

後期高齢者医療 ６，６４０万円 ６，１４２万円 8.1%

介 護 保 険 ７億５，１６５万円 ７億４，６０８万円 0.7%

簡 易 水 道 ２億８，１００万円 ２億８，１００万円 0.0%

下水道事業 ３億５，８００万円 ３億７，８００万円 -5.3%

５２億６，９２５万円 ５１億６，１７７万円 2.1%

★安全・安心で笑顔あふれる村づくりを進めます。
★各種団体や組織等と連携を図りながら、元気ある
力強い産業の振興を図ります。
★リニア中央新幹線の建設に関する諸課題に対応す
るなかで、リニア時代を見据えた村の将来像の展望
を描き情報発信を図ります。
★第4次総合振興計画の仕上げに向け、現在進行中
の施策の確実な進捗と施策の目的達成に全力で取り
組みます。また、新たな第5次総合振興計画の策定
にあたり全職員の英知を結集して取り組みます。
★健全な村政の経営を念頭に、改革意識・経営感
覚・危機意識を持って行財政改革を断行します。

　　　　　《予算編成の基本方針》
●予算編成する全ての事務事業は、その上位にある
施策（総合振興計画）の目的達成や、課題の解決の
ための手段となるよう可能な限り目標値を設定する
なかで企画し、経費を見積もります。
●健全な村政の経営を念頭に、事務事業の見直しや
行政改革を反映させた予算編成により、行財政運営
の基盤整備に努めます。
●行政評価で得られた個々の評価や議会での指摘事
項及び定例監査や決算審査等の意見を検証し、積極
的に予算に反映します。
●国・県の行財政制度の動向や社会情勢の変化、村
民のニーズを的確に把握し、予算編成に確実に反映
します。

《平成24年度に目指す村づくり》

平成24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 543,545 542,501 1,044 0.2 16.7

 ２　地方譲与税 63,000 63,000 0 0.0 1.9

 ３　利子割交付金 1,900 1,900 0 0.0 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 50,000 0 0.0 1.5

 ７　自動車取得税交付金 11,000 12,000 ▲ 1,000 ▲ 8.3 0.3

 ８　地方特例交付金 3,704 12,977 ▲ 9,273 ▲ 71.5 0.1

 ９　地方交付税 1,568,515 1,500,013 68,502 4.6 48.1

10　交通安全対策特別交付金 1,000 1,100 ▲ 100 ▲ 9.1 0.0

11　分担金及び負担金 43,948 45,607 ▲ 1,659 ▲ 3.6 1.3

12 使用料及び手数料 70,872 70,118 754 1.1 2.2

13 国庫支出金 259,964 200,023 59,941 30.0 8.0

14 県 支 出 金 182,494 192,479 ▲ 9,985 ▲ 5.2 5.6

15 財 産 収 入 15,278 10,613 4,665 44.0 0.5

16 寄　附　金 7,393 6,132 1,261 20.6 0.2

17 繰　入　金 1,341 3,072 ▲ 1,731 ▲ 56.3 0.0

18 繰　越　金 200,000 246,200 ▲ 46,200 ▲ 18.8 6.1

19 諸　収　入 35,636 31,755 3,881 12.2 1.1

20 村　　　 債 200,900 163,000 37,900 23.3 6.2

歳 入 合 計 3,261,000 3,153,000 108,000 3.4 100.0

◆ 歳　入 本年度予算額 前年度予算額 主な増減事由　等

個人村民税増12,524千円、法人村民税増 1,800千円
固定資産税▲21,456千円、たばこ税増8,000千円

地方財政計画の見込による

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

都市再生整備計画交付金49,600千円の増

緊急雇用創出事業補助金▲7,805千円
ふるさと雇用再生特別交付金皆減▲3,650千円

地方財政計画の見込による

地方財政計画の見込による

前年実績額及び地方財政計画の見込による

交通安全特別交付金

地域公共交通会議繰入金2,976千円を計上
後期高齢者特別対策事業広域連合交付金1,015千円を計上

辺地対策事業債50,600千円、臨時財政対策債150,300千円

平成２４年度　一般会計予算

基金の利子収入増　4,472千円

ふるさと納税寄付金増　700千円

減債基金繰入金▲　1,731千円

前年度繰越金見込額▲46,200千円

緊急雇用奨励補助事業負担金皆減▲2,250千円

住宅使用料の増



（単位：千円）

構成比

予算額 率（％） （％）

 １　議　　会　　費 63,306 72,012 ▲ 8,706 ▲ 12.1 1.9

 ２　総　　務　　費 432,074 391,775 40,299 10.3 13.3

 ３　民　　生　　費 922,273 873,638 48,635 5.6 28.3

 ４　衛　　生　　費 408,459 392,709 15,750 4.0 12.5

 ５　労　　働　　費 5,710 17,010 ▲ 11,300 ▲ 66.4 0.2

 ６　農林水産業費 267,963 271,213 ▲ 3,250 ▲ 1.2 8.2

 ７　商　　工　　費 41,511 54,350 ▲ 12,839 ▲ 23.6 1.3

 ８　土　　木　　費 363,104 303,276 59,828 19.7 11.1

 ９　消　　防　　費 157,229 149,761 7,468 5.0 4.8

10  教　　育　　費 243,141 234,266 8,875 3.8 7.5

11  災 害 復 旧 費 0 0 0 0.0 0.0

12  公　　債　　費 355,730 392,490 ▲ 36,760 ▲ 9.4 10.9

13  予　　備　　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,261,000 3,153,000 108,000 3.4 100.0

【継】定住促進のための住宅用地・新築等助成金19,000千円を計上
【新】気象情報観測システム整備事業50,000千円を計上

【新】障がい児通所等支援給付費 10,000千円を計上
【新】中央保育所未満児室増設事業費27,000千円を計上

太陽光発電住宅設置補助金4,900千円を住宅管理費から組み替え
【新】不法投棄監視カメラ購入費2,000千円を計上

緊急雇用対策費▲ 11,281千円

平成２３年度繰上償還による減

松くい虫空中散布事業費皆減▲4,555千円
獣害対策防護柵設置費70,000千円

緊急雇用奨励補助事業負担金・補助金皆減▲10,250千円

【継】社会資本整備総合交付金事業佐原線・河野新田横断線工事
費　　　70,000千円を計上

【新】警鐘楼撤去事業費3,932千円を計上
【新】佐原詰所敷地工事費3,150千円を計上

◆ 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▲　7,910千円

【新】村民体育館多目的練習場整備費用8,000千円を計上

　―



平成２４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 575,241 576,244 ▲ 1,003 ▲ 0.2 17.6

 　扶　助　費 348,247 355,447 ▲ 7,200 ▲ 2.0 10.7

 　公　債　費 355,730 392,490 ▲ 36,760 ▲ 9.4 10.9

以上義務的経費の計 1,279,218 1,324,181 ▲ 44,963 ▲ 3.4 39.2

 　物　件　費 467,839 494,671 ▲ 26,832 ▲ 5.4 14.3

 　維持補修費 73,024 57,574 15,450 26.8 2.2

 　補助費等 477,828 462,013 15,815 3.4 14.7

 　普通建設事業費 547,258 411,355 135,903 33.0 16.8

 　災害復旧費 0 0 0 0.0 0.0

 　投資及び出資金 0 0 0 0.0 0.0

   積　立　金 7,095 2,501 4,594 183.7 0.2

   貸　付　金 6,600 4,200 2,400 57.1 0.2

   繰　出　金 401,638 396,005 5,633 1.4 12.3

   予　備　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,261,000 3,153,000 108,000 3.4 100.0

◆ 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

議員共済負担金▲　7,910千円

公共施設整備基金運用益分積立金増　862千円
財政調整基金運用益分積立金増　3,668千円

奨学生貸与金の増　2,400千円

【新】定住促進のための新築等助成金の増19,000千円

国保21,833千円、後期高齢 19,317千円、介護 118,162千円、
簡易水道29,871千円、下水道211,732千円

道路改良舗装事業費の増　64,048千円
【新】都市再生整備計画交付金事業の増　87,000千円

　―

　―

電算基幹系システム更改費▲　28,143千円

道路維持管理用重機借上料の増1,863千円
道路維持管理用原材料費の増1,375千円

子どものための手当▲　 23,000千円

平成２３年度繰上償還による減



平成２４年度　性質別予算額

積立金,
7,095千円, 0.2%

貸付金,
 6,600千円, 0.2%

予備費,
 500千円, 0.0%

繰出金,
 401,638千円, 12.3%

投資及び出資金,
0千円, 0.0%

災害復旧費,
0千円, 0.0%

普通建設事業費,
547,258千円, 16.8%

補助費等,
477,828千円, 14.7%

維持補修費,
73,024千円, 2.2%

物件費,
 467,839千円, 14.3%

公債費,
 355,730千円, 10.9%

扶助費,
348,247千円, 10.7%

人件費,
 575,241千円, 17.6%



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
　昨年より広島への「平和のバス事業」に取り組んでいるが、今年度も引き続き8月6
日の広島平和記念式典への参加を通じて、生命の尊厳や平和の尊さを確認する機会と
する。

1,000 総務課
企画財政係

村民体育館多目的練習場整備事業
　【社会教育の充実】

新規
　村民体育館の研修室を音楽関係を中心としたグループが多目的に利用しているが、
遮音性に乏しく騒音被害をもたらしているため、遮音性を施した改修を図る。 8,000 教育

委員会

季節ごとの社会教育講座（四季大学）開設
　【社会教育の充実】

継続
　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。 800 教育

委員会

生活リズム改善村民運動
　【社会教育の充実】

継続
 「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。今年度は生活リズム改善村民
運動のパンフレットを作成し、全戸配布したい。

300 教育
委員会

分館との連携と分館活動の充実
　【社会教育の充実】

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。

5,035 教育
委員会

児童・生徒就学援助
【学校教育の充実】

継続
　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別支援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。

10,100 教育
委員会

学校施設の整備充実
【学校教育の充実】

継続
　安心安全な学校運営のため、老朽化した中学校プール浄化装置・機械室・更衣室の
改修や、南小学校普通教室床面塗り替え、北小学校保健室への簡易シャワー設置等を
図る。

25,694 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。 6,702 教育

委員会

　平成２４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】

継続
  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。
・森林整備事業支援対策補助金（里山整備等）1,611千円
・緑化事業苗木代 100千円

1,711 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】

拡充 　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。 3,000 産業建設課
林務係

太陽光発電システム設置補助
　【豊かな自然環境の保全】

拡充
　太陽光発電システム設置住宅・企業に対して補助金を交付することにより、自然エ
ネルギー利用の推進を図る。 4,900 環境課

環境係

ごみ減量化・資源化事業
【一般廃棄物処理対策】

拡充
　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＊20台） 500 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。 20,260 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。 32,193 環境課
環境係

環境美化推進事業
【一般廃棄物処理対策】

拡充
　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。 2,000 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

村営バス運行事業
　【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、路線バスの運行を行
なう。 13,230 総務課

総務係

気象観測システム整備事業
　【防災対策の充実】

新規
　現在山田地区1箇所のみの気象観測点を6箇所に増設し、より的確な気象情報を提供
することにより安全・安心な生活環境整備を図る。 50,000 総務課

広報係

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】

拡充
・村道佐原線林里及び河野新田横断線筏地区の道路改良事業により、道路交通網の整
備を図る。 74,000 産業建設課

土木係

人口増定住対策事業
【住宅対策】

拡充

　活力あるむらづくりをめざし、定住対策を推進する為の助成金を交付する。
・定住促進のための住宅用地取得、住宅新築増築助成金　19,000千円【限度額600千
円但し山間地区は800千円（増築は半額）】
・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　4,000千円
・Ｕターン助成金の支給 　800千円【大学生等Ｕターン 50千円＊16人】

24,800 総務課
企画財政係

上水道本管布設先行投資事業
【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。 12,000 環境課

上下水道係

水源ポンプの更新
【水道施設の整備と充実】

新規 　水道水の安定供給のため、老朽化した小園水源ポンプの更新工事を行なう。 6,300 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】

継続
・水道本管布設替　L=5783m　105,754千円　・消火栓更新工事　10基分　4,788千円
・給水管布設替　　60戸分　　31,458千円 142,000 環境課

上下水道係

農集河野処理場機能強化対策事業
【下水道施設の整備と充実】

新規
農集河野処理場の機能強化対策工事（処理施設内コンクリート防食工事）を実施す

る。
（事業年度 H24～H25年度）

52,900 環境課
上下水道係

下水道本管布設先行投資事業
【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 。 25,000 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 　特環地区の下水道本管管渠清掃調査を行なう。 2,153 環境課
上下水道係

合併浄化槽設置整備事業
【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） 1,054 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】

1,335 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） 3,894 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。（社協へ委託） 600 住民課
福祉係

福祉タクシー事業
【地域福祉の向上】

継続
高齢者や障がい者などの交通弱者に対して福祉タクシー制度を継続し、交通の確保

を図る。（社協へ委託） 14,500 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
【子育て対策と児童・ひとり家庭福祉の充実】

拡充
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。

665 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5,351,000円　　中学生・高校生分4,148,000円 9,499 住民課

福祉係

子どものための手当給付事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続 　子どものための手当の給付。（中学校3年生以下） 127,000 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

中央保育所未満児室改修事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

新規 　中央保育所未満児室の改修工事を行い、子育て環境の整備を図る。 27,000 保育所

宅幼老所等整備事業補助
【高齢者福祉の充実と介護保険制度】

新規 　村内空き家を改修した宅幼老所整備に対して補助金を交付する。 7,500
住民課
福祉係

配食サービス事業
【高齢者福祉の充実と介護保険制度】

新規
「介護予防ステップアップ元年」事業として、調理が困難な独居高齢者及び高齢者

世帯に対してバランスの取れた食事を提供し、健康維持及び安否確認を図る。 450
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

地域ミニデイサービスの開催
【高齢者福祉の充実と介護保険制度】

新規
　「介護予防ステップアップ元年」事業として、地域ミニデイサービスを村内５会場で開催し、
運動指導・健康指導や栄養指導を通じて介護予防を図る。 3,023

住民課
介護保険係

高齢者世帯訪問
【高齢者福祉の充実と介護保険制度】

継続
「介護予防ステップアップ元年」事業として、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。

3,352
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回分と諸検査費用を補助する。 6,914 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
　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】

継続
　H21年度から国の補助事業として実施されているがん検診推進事業（大腸がん・乳
がん・子宮頸がん）検診の助成を継続する。 1,032 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5年目を向かえた24年度は、国民健康保険加入
者の健診受診率65％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。

5,750 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

果樹産地振興対策事業
　【農業の振興】

拡充
・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。

2,154 産業建設課
振興係

農業環境保全対策事業
　【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。

2,944 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

産業建設課
振興係

市田柿ブランド維持緊急対策事業
　【農業の振興】

新規
　市田柿ブランド維持の緊急対策として、病気の元となる放置柿等の伐採事業を実施
する。 3,000



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)

1,600 産業建設課
振興係

新規就農者支援事業
　【農業の振興】

拡充
　新規就農者に対して就農支援金・里親研修支援金・営農事業支援金などを支給し、
農業振興を図る。 1,400 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　8,232千円
・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　　　　　　　　    　　　    1,092千円
・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 　　　  1,600千円

20,064 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1,000万円以上の法人等に対して固定資産税を3年間減免する。

減額見込額
3400

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。

20,000 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】

継続 　有害鳥獣対策防護柵設置事業　L=14000m 70,000 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】

継続

　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。

4,611 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、伐倒駆除を実施する。
・伐倒・くん蒸費用 11,500千円 11,550 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】

継続
　地域産業活性化緊急助成金（通称：リフォーム助成金）を継続し、村内事業者の仕
事の確保や地域産業の活性化を図る。助成金の上限は100千円。 15,000 産業建設課

振興係

北部総合事務組合火葬場事業負担金
【広域行政の推進】

新規
火葬場建設に向けて建設委員会経費・用地測量、地質調査、基本設計等の委託料を

５町村で負担する。 1,383 環境課
環境係



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 継続 80 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。

人材育成事業 継続 100 万円
　昨年度より「広島平和のバス事業」に取り組んでいますが、今年度も引き続き8月6日の広島平和記念式典
への参加を通じて、生命の尊厳や平和の尊さを確認する機会とします。

村民体育館多目的練習場整備事業 新規 800 万円
　村民体育館の研修室を音楽関係を中心としたグループが多目的に利用していますが、遮音性が乏しく周辺
に騒音被害をもたらしているため、遮音性を施した改修を図ります。

児童・生徒就学援助 継続 1,010 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 2,569 万円
　安心安全な学校運営のため、老朽化した中学校プール浄化装置・機械室・更衣室の改修や、南小学校普通
教室床面塗り替え、北小学校保健室への簡易シャワー設置等を図ります。

読書環境の充実 継続 670 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 171 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）・緑化事業苗木代

里山整備事業・緑化事業 拡充 300 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。

太陽光発電システム設置補助 拡充 490 万円 　太陽光発電システム設置住宅・企業に対して補助金を交付することにより、自然エネルギー利用の促進を図ります。

環境美化推進事業 拡充 200 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。
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平成２４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！

社会教育や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 拡充 2,480 万円

　活力あるむらづくりをめざし、定住対策を推進する為の助成金を交付します。
・定住促進のための住宅用地取得、住宅新増築助成金　1,900万円【限度額60万円、山間地区は80万円（増築
は半額）】
・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　400万円
・Ｕターン助成金の支給　　80万円【大学生等Ｕターン　５万円＊16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。

村営バス運行事業 継続 1,323 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、路線バスの運行を行ないます。

気象観測システム整備事業 新規 5,000 万円
　現在山田地区1箇所のみの気象観測点を6箇所に増設し、より的確な気象情報を提供することにより安全・
安心な生活環境整備を図ります。

社会資本整備総合交付金事業
（道路交通網の整備）

拡充 7,400 万円 　村道佐原線林里及び河野新田横断線筏地区の道路改良により、道路交通網の整備を図ります。

堀越・長沢簡易水道水道管布設替事業 継続
老朽化した水道本管の延長5,783ｍの布設替と、給水管60戸分の布設替及び消火栓10基の更新を行ないま

す。

水源ポンプの更新 新規 630 万円 　水道水の安定供給のため、老朽化した小園水源ポンプの更新工事を行ないます。

農集排 河野処理場機能強化対策事業 新規 5,290 万円
　農集排 河野処理場の機能強化対策工事（処理施設内コンクリート防食工事）を実施します。
（事業年度　H24～H25年度）

下水道本管管渠清掃調査委託事業 継続 215 万円 　特環地区内の下水道本管管渠清掃と調査を行ないます。
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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！

人口増・定住対策に取り組みます！

1億4,200万円



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 949 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全額支給します。

子どものための手当給付事業 継続 　子どものための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。

中央保育所未満児室改修事業 新規 2,700 万円 　中央保育所未満児室の改修工事を行い、子育て環境の整備を図ります。

地域ミニデイサービスの開催 新規 302 万円
　「介護予防ステップアップ元年」事業として、地域ミニデイサービスを村内5会場で開催し、運動指導・健
康指導や栄養指導を通じて介護予防を図ります。

配食サービス事業 新規 45 万円
　「介護予防ステップアップ元年」事業として、調理が困難な独居高齢者及び高齢者世帯に対してバランス
の取れた食事を提供し、健康維持・安否確認を図ります。

宅幼老所等整備事業補助 新規 750 万円 　村内空き家を改修した宅幼老所整備に対して補助金を交付します。

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 103 万円
　H21年度から国の補助事業として実施されているがん検診推進事業（大腸がん・乳がん・子宮頸がん）検診
の助成を継続します。

特定健診・特定保健指導の実施 継続 575 万円
　特定健診･特定保健指導制度導入から5年目を向かえた24年度は、国民健康保険加入者の健診受診率65％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。

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！

1億2,700 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。

市田柿ブランド維持緊急対策事業 新規 300 万円 　市田柿ブランド維持の緊急対策として、落葉病などの原因となる放置柿の伐採事業を実施します。

農業環境保全対策事業 継続 294 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 160 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 2,000 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 7,000 万円 　有害鳥獣対策防護柵を延長14,000ｍにわたり設置します。

有害鳥獣対策事業 継続 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 461 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 2,006 万円

・小口、運転、若手、不況等資金利子補給金、保証料補給金　823万円
・商工業振興事業補助金（商工会）     　　　   650万円
・街路灯維持負担金　　　　　　　　    　　　   109万円
・販路開拓支援補助金　　　　　　        264万円
・経営改善普及事業強化職員設置補助金　  160万円

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 継続 1,500 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10万円
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免除見込額
340万円

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！


