
本年度予算額 前年度予算額
前年対比
　　（％）

　　　 ３０億 ３０億６，３００万円 ▲2.1%

国民健康保険 ５億５，７００万円 ５億　　７００万円 9.9%

老人保健医療 ９，１９４万円 ８億２，５００万円 ▲88.9%

後期高齢者医療 ６，７６２万円 　― 皆増

介 護 保 険 ６億１，７５０万円 ６億    ８４０万円 1.5%

簡 易 水 道 １億４，０００万円 １億５，４００万円 ▲9.1%

下水道事業 ４億  　１００万円 ２億８，６００万円 40.2%

４８億７，５０６万円 ５４億４，３４０万円 ▲10.4%

平成２０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 　　平成２０年度は、第４次豊丘村総合振興
計画、後期基本計画の初年度にあたり、昨年
末住民代表による「後期基本計画策定委員」
を中心に策定いただいた、新たな５ヶ年計画
推進の大切な節目の年となります。
　この計画を踏まえ「住民と協働によるまち
づくり」を基本に住民との「対話」を重視
し、様々な地域課題を真摯に受け止め、住民
に一層信頼される身近な行政を目指し、この
基本計画に沿った施策を中心に据え、予算編
成しました。
　こうした中、当村の最重点施策である、
「少子化対策と人口増定住対策」として、保
育料の更なる軽減や第３子については保育料
無料化、給食費の軽減対策としての材料費助
成など、子育て支援の一層の充実を図りま
す。
　また、平成１８年度より取り組んでいる ま
ちづくり交付金事業では、村道伴野工場団地
線を完了させることなど、企業が進出しやす
い条件整備を進めます。

　財政状況は厳しさを増すばかりですが、職
員一人ひとりがコスト意識を持ち、「選択と
集中」により事業の重点化を図ると共に、全
ての事業において住民満足度が上昇すること
を目指した予算案をここに提案します。

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 608,173 601,981 6,192 1.0 20.3

 ２　地方譲与税 81,000 82,000 ▲ 1,000 ▲ 1.2 2.7

 ３　利子割交付金 3,000 3,000 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 50 50 0 0.0 0.0

 ６　地方消費税交付金 62,000 65,000 ▲ 3,000 ▲ 4.6 2.1

 ７　自動車取得税交付金 36,000 36,000 0 0.0 1.2

 ８　地方特例交付金 4,700 5,000 ▲ 300 ▲ 6.0 0.2

 ９　地方交付税 1,378,257 1,284,913 93,344 7.3 45.9

10　交通安全対策特別交付金 1,211 800 411 51.4 0.0

11　分担金及び負担金 41,782 42,183 ▲ 401 ▲ 1.0 1.4

12 使用料及び手数料 60,667 58,346 2,321 4.0 2.0

13 国庫支出金 200,600 289,328 ▲ 88,728 ▲ 30.7 6.7

14 県 支 出 金 131,937 130,720 1,217 0.9 4.4

15 財 産 収 入 17,703 89,971 ▲ 72,268 ▲ 80.3 0.6

16 寄　附　金 1,883 1,810 73 4.0 0.1

17 繰　入　金 3,075 3,075 0 0.0 0.1

18 繰　越　金 130,000 50,000 80,000 160.0 4.3

19 諸　収　入 38,362 92,923 ▲ 54,561 ▲ 58.7 1.3

20 村　　　 債 199,100 225,400 ▲ 26,300 ▲ 11.7 6.6

歳 入 合 計 3,000,000 3,063,000 ▲ 63,000 ▲ 2.1 100.0

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2,700万円、消防債1,360万円、辺地債3,650万円、
臨時財政対策債 1億2,200万円を計上

平成２０年度　一般会計予算（案）

不動産売却収入（中平分譲宅地等）7,000万円の減

土木費寄付金等前年並みの計上

減債基金繰入金収入を前年並みに計上

前年度繰越金見込額を計上

第三子の保育料を無料とするなど保育料400万円の軽減

村営賃貸住宅の使用料360万円新規計上

後期高齢者医療保険基盤安定負担金962万円の増

地方財政計画の見込による

減収補てん特例交付金の創設

地方再生対策費の創設分 5,700万円の増

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

まちづくり交付金事業補助金7,976万円の減

個人村民税 700万円、法人村民税 ▲620万円
固定資産税 638万円の増

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

◆ 歳　入 本年度予算額 前年度予算額 主な増減事由　等



（単位：千円）

構成比

予算額 率（％） （％）

 １　議　　会　　費 55,297 55,591 ▲ 294 ▲ 0.5 1.8

 ２　総　　務　　費 364,029 415,388 ▲ 51,359 ▲ 12.4 12.1

 ３　民　　生　　費 761,242 716,085 45,157 6.3 25.4

 ４　衛　　生　　費 340,857 360,235 ▲ 19,378 ▲ 5.4 11.4

 ５　労　　働　　費 606 601 5 0.8 0.0

 ６　農林水産業費 194,140 186,329 7,811 4.2 6.5

 ７　商　　工　　費 20,136 16,545 3,591 21.7 0.7

 ８　土　　木　　費 406,167 516,094 ▲ 109,927 ▲ 21.3 13.5

 ９　消　　防　　費 165,014 145,675 19,339 13.3 5.5

10  教　　育　　費 272,142 220,433 51,709 23.5 9.1

11  災 害 復 旧 費 0 4,400 ▲ 4,400 ▲ 100.0 0.0

12  公　　債　　費 419,870 425,124 ▲ 5,254 ▲ 1.2 14.0

13  予　　備　　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,000,000 3,063,000 ▲ 63,000 ▲ 2.1 100.0

◆ 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（定数14名）通常運営経費を計上

【新】林原多目的広場テニスコート改修事業 4,000万円
【新】南小学校プール改修事業 1,350万円

災害復旧事業皆減

平成9年発行の辺地債等償還終了による減

【新】田村大井（農業用水路）の改修事業 1,040万円
【新】地産地消推進のため学校給食を米食追加補助　400万円

【新】野田平キャンプ場改修費 500万円

村営戸建賃貸住宅整備等事業費の減 ▲1億3,560万円
地方道路整備交付金事業等 2,500万円の増

【新】山田消防詰所改築関連事業 1,500万円

伴野及び田村コミュニティセンター建設終了 ▲9,200万円
【新】移動通信用基地局設置事業 3,650万円

【新】北保育所未満児保育受入施設整備 3,180万円
【新】後期高齢者医療広域連合負担金 6,800万円

特定検診制度の創設による検診対象者の大幅減によ
り、各種検診委託料▲1,230万円

勤労者支援等経常経費を計上



平成２０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 552,540 585,700 ▲ 33,160 ▲ 5.7 18.4

 　扶　助　費 227,871 225,479 2,392 1.1 7.6

 　公　債　費 419,870 425,124 ▲ 5,254 ▲ 1.2 14.0

以上義務的経費の計 1,200,281 1,236,303 ▲ 36,022 ▲ 2.9 40.0

 　物　件　費 427,907 428,715 ▲ 808 ▲ 0.2 14.3

 　維持補修費 41,424 43,516 ▲ 2,092 ▲ 4.8 1.4

 　補助費等 406,785 317,580 89,205 28.1 13.6

 　普通建設事業費 556,311 614,147 ▲ 57,836 ▲ 9.4 18.5

 　災害復旧費 0 4,400 ▲ 4,400 皆減 0.0

 　投資及び出資金 600 0 600 皆増 0.0

   積　立　金 6,574 7,688 ▲ 1,114 ▲ 14.5 0.2

   貸　付　金 2,508 2,604 ▲ 96 ▲ 3.7 0.1

   繰　出　金 357,110 407,547 ▲ 50,437 ▲ 12.4 11.9

   予　備　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,000,000 3,063,000 ▲ 63,000 ▲ 2.1 100.0

複写機リース代 ▲85万円

ＣＡＴＶケーブル等維持補修費 ▲144万円

出産祝い金120万円の増、児童手当72万円の増

平成9年発行の辺地債等償還終了による減

後期高齢者医療広域連合負担金 6,800万円の増
村営賃貸住宅上下水道加入金 600万円の増

老人保健医療特会 ▲6,020万円
後期高齢者医療特会 1,360万円の増

まちづくり交付金事業費 ▲1億9,940万円
地方道路整備交付金事業等 2,500万円の増

　―

地方公営企業等金融機構出資金 60万円増

◆ 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

一般職１名減、各種委員等265名減

公共施設整備基金運用益分積立金 ▲80万円
財政調整基金運用益分積立金 ▲30万円

奨学生貸与金の減



平成20年度　性質別予算額

投資及び出資金, 600千円, 0%　 

貸付金, 2,508千円, 0.1% 

積立金, 6,574千円, 0.2% 
人件費, 552,540千円, 18.4%　 

物件費, 427,907千円, 14.3%　 

維持補修費, 41,424千円, 1.4%　 

扶助費, 227,871千円, 7.6%　 

補助費等, 406,785千円, 13.6% 

,普通建設事業費, 556,311千円　 
18.5%

災害復旧費, 0, 0%　 

公債費, 419,870千円, 14.0%　 

繰出金, 357,110千円, 11.9% 予備費, 500千円, 0% 



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に
対し、交付金を交付する。

2,000 総務課
企画財政係

人材育成事業
  【住民参画社会の構築】

拡充
　中学生を中心に次世代を担う人材育成を図る経費として、体験型の事業を実践
するための経費に対して一部助成する。 2,000 総務課

企画財政係

生活リズム改善村民運動
  【社会教育の充実】

継続

　あらゆる策を講じて生活リズムの大切さを村民にアピールして2年経過した。
豊丘村の子どもが心身ともに健全に育っていけるよう「早寝早起き朝ごはん」を
基本にこの運動が途切れることなく継続していくことが必要である。

230 教育
委員会

ふるさと案内人事業
  【社会教育の充実】

新規
　「ふるさと」について学習を深め、郷土に対する思いを強く持たせるために、
中高生対象の村内めぐりプログラムの開発、地域ボランティアの育成を図る。 40 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。

5,040 教育
委員会

児童・生徒就学援助
【学校教育の充実】

拡充

　最近の経済状況から見ると就学困難な児童・生徒が増加の傾向にある。安心し
て就学できるよう、要・準要保護児童、特殊教育就学奨励及び奨学生貸与事業の
取組み充実を図る。

6,045 教育
委員会

学校施設の整備充実
【学校教育の充実】

新規
　南小のプール施設、北小の電源設備及び中学の特別教室棟の屋根塗装やパソコ
ン教室のパソコンを更新して教育環境の充実を図る。 27,000 教育

委員会

読書環境の充実
【生涯学習の推進】

継続
誕生日本の取組みや学校図書及び村の図書館図書の購入充実を進め、児童生徒

が読書の習慣を身に付け学力向上を図る。 7,090 教育
委員会

学校給食センター食器の更新
【学校教育の充実】

新規
学校給食センターで使用する食器・保温食缶及びご飯容器を更新し、温かい給

食を味わいながら、地産地消の理解を深める。 2,638 教育
委員会

多目的広場 テニスコート改修事業
【スポーツの振興】

新規

クレーコートから、砂入り人工芝へ変更。４面のうち、２面は夜間照明を設置
し、夜の利用にも対応する。また、１面～２面はフットサル等、多目的に使用で
きるような整備を計画。

40,000 教育
委員会

平成20年度　豊丘村予算案　　◆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

ごみ減量化・資源化事業
【一般廃棄物処理対策】

拡充
　ごみの分別方法、収集袋と燃やすごみ置き場の更新、収集・回収方法、処理委
託方法、行政と自治会の役割分担などについて見直しを含め村民と協働で検討
し、その結果を公表してごみの発生抑制と資源化に繋げる。

138 産業建設課
環境係

ごみ収集カレンダーの検討
【一般廃棄物処理対策】

新規
　新たな分別方法など、環境保全対策委員会で審議し、わかり易いゴミ分別一覧
表とカレンダーの作成を検討する。

ゼロ予算
産業建設課

環境係

ごみ収集委託事業
【一般廃棄物処理対策】

継続
　廃乾電池、鉄くず、ゴミゼロ、古紙古布、不法投棄、容器包装プラビニ、ペッ
トボトル・ビン、燃やすごみ、紙製容器包装、埋立ごみ、廃プラなどの委託収
集・処分。

24,747 産業建設課
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
　古紙及び古布のリサイクルを推進するため、小中学生が行う資源回収に助成
し、併せて環境意識の向上と理解を促す。 1,000 産業建設課

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。 28,466 産業建設課
環境係

火葬場建設検討
【広域行政の推進】

新規 　北部5町村で、火葬場建設を目指し場所の選定等の検討を実施。 ゼロ予算
産業建設課

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

農業用用排水施設整備事業
【安全な村土づくり】

新規
　農業用用排水施設の整備を行い、渇水対策・災害防止対策を図る。
・田村大井の改修工事　Ｌ＝197ｍ 10,000 産業建設課

土木係

消防施設整備事業
【消防組織の整備と強化】

新規
　北村ポンプ置場と山田ポンプ置場を統合し、新しく山田に新ポンプ置場を建設
し、併せて敷地内の防火水槽を改修と関係地域の消火栓設備を整備する。 21,862 総務課

総務係

移動通信用基地局整備事業
【防災対策の充実】

新規
　村内山間地の携帯電話不感知地域解消の為、基地局を５基（堀越・長沢・佐
原・福島・壬生沢）設置し村内山間地の生活環境及び防災環境の向上を図る。
（うち、２基は通信業者設置、施設への繋込みは全て村事業）

36,540 総務課
総務係

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

地方道路整備交付金事業
【道路交通網の整備】

拡充
・黒谷線中部地籍の拡幅改良工事　Ｌ＝118ｍ　47,000千円
・北垣外北村林２号線林里地籍の拡幅改良工事　Ｌ＝110ｍ　23,500千円
・竜東一貫道路伴野地籍の舗装修繕工事　Ｌ＝440ｍ　23,500千円

100,000 産業建設課
土木係

地方特定道路整備事業
【道路交通網の整備】

継続 ・黒谷線中部地籍の拡幅改良工事　Ｌ＝150ｍ 30,000 産業建設課
土木係

まちづくり交付金事業（道路）
【道路交通網の整備】

継続 ・伴野工場団地線伴野地籍の拡幅改良工事　Ｌ＝200ｍ 80,000 産業建設課
土木係

まちづくり交付金事業（公営住
宅）
【住宅対策】

継続 ・山田地籍の戸建賃貸住宅整備　１戸　（債務負担行為分） 18,500 産業建設課
土木係

人口増定住対策事業
【住宅対策】

拡充

　おいでなんしょプラン推進と、今後の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、以下の助成金を交付する。
・住宅用地等取得助成金　6,000千円【取得価格の1/3以内、限度額60万円】
・新築住宅固定資産税助成金　1,431千円【120㎡分固定資産税の1/2相当】
・空き家改修費助成金　2,500千円【改修費の1/2以内、限度額50万円】

9,931 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、申請者負担あり、Ｈ19.10.1～Ｈ24.9.30まで）

4,000 産業建設課
上下水道係

消火栓設置工事事業
【水道施設の整備と充実】

継続 　消火栓未設置地区の解消を図る。（４箇所） 7,342 産業建設課
上下水道係

配水管布設替工事事業
【水道施設の整備と充実】

新規 　黒谷橋梁更新に伴い共架している水道管の布設替えを実施。 3,465 産業建設課
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、申請者負担あり、Ｈ19.10.1～Ｈ24.9.30まで）

6,000 産業建設課
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。 900 産業建設課
上下水道係

ＣＡＴＶ自主放送デジタル化準備
　【情報化の推進】

継続

既に行った、伝送路など再送信設備のデジタル化に続いて、次年度に自主放送
関連のデジタル化を計画していることから、将来を見据えた方向を出していくた
め、専門家を交えた最新情報の収集と有線施設運営審議会で当村放送施設のデジ
タル化の内容を決定する。

335 総務課
広報係



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

村民皆結婚相談員事業
【地域福祉の向上】

新規
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

男女の出会い～ふれあい事業
【地域福祉の向上】

拡充
　結婚対策の一環として、男女の出会いの場を創設するため、
　①    該当者自ら企画実践　② 事務局がコーディネイトする場合　③ その他
　これらの経費に対して助成金を支出し、積極的な活動を支援する。

100 総務課
企画財政係

子育て情報小冊子編集・配布事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

新規
　子育て情報を全村民に呼びかけてよせてもらい、子育て中の母親・父親と共に
小冊子にまとめ、子育て家庭に配布する。教育委員会と協同し、外あそび元気
マップを小冊子に掲載する。子どもを育てやすい村づくりへとつなげる。

340 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】

新規
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を臨床心理士

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、育児不安を解消する。

480 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】

拡充
　第1子　30,000円　　第2子　50,000円　第3子　250,000円
　（平成19年度　第1子・第2子　10,000円を上記金額に増額） 5,350 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】

拡充
　小中学生の入院・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 5,000,000円　・　中学生分 2,100,000円） 7,100 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】

拡充
少子化対策、子育て支援を具体的にするため、第３子に係る保育料を無料とす

る他（18歳未満の3人目）、３-４階層の保育料を月額1,000円の軽減を図る。
軽減見込額

　　　4,000
住民課
福祉係

北保育所改修事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

新規
老朽化した北保育所保育室を改修し、併せて未満児受入室を設置し、保育の充

実を図る。 31,470 保育所

食育の推進（早寝・早起き・朝ごはん）
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続
食べることに関心を持ち、楽しく食べるための環境・援助はどうあったらいい

のかのテーマのもとに日々保育を行うとともに家庭への啓発を行っていく。
ゼロ予算 保育所

親子コンサート開催事業
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

新規
良い音楽に触れ合うことにより、情緒豊かに育つことを目的に、親子でのコン

サートを各園で開催する。 30 保育所

運動あそび指導の実施
【子育て支援と児童・ひとり家庭福祉の充実】

継続
いろんな体の使い方を体得し、体を動かすことが好きになりバランスの良い

「体と心」の成長のため運動遊びの指導を行う。 180 保育所

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

妊婦健診検査費助成
【健康づくりの充実】

拡充
これまで、妊婦健康診査への補助は妊娠前期と後期の2回分を助成してきまし

たが、20年度より補助回数を増やし、5回分の助成を行い、35歳以上の妊婦の超
音波を１回分助成します。

2,099 住民課
保健衛生係

麻疹風疹予防接種の実施
【健康づくりの充実】

新規
　高校生～大学生の若年者に麻疹が流行していることから、新規導入される中学
１年生と高校３年生の麻疹・風疹の2種混合ワクチンの予防接種について、積極
的に受診勧奨していきます。

886 住民課
保健衛生係

特定健診・特定保健指導の実施
【保険・医療の充実】

新規
40歳～74歳までの国保の被保険者を対象に、メタボリックに焦点を当てた特定健
診・特定保健指導を実施します。健診受診率の向上を図り、生活習慣病の予防と
疾病の重症化を予防していきます。

3,479 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

農業振興対策事業
【農業の振興】

継続

・畜産環境整備対策事業
　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
・土つくり推進事業
　土つくりのための堆肥購入補助し有機的栽培を図る
・農薬飛散防止対策事業
　農薬飛散防止対策を講じ、農産物の信頼確保を図る

2,805 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、住民が組織する団体等が、農業の活性化を進めるため
に要する経費に対する助成
　対象者　村内に住所を有する者で原則として3人以上で組織するグループ。
　　　　　村内に事業所がある農業法人　　村内で組織する団体及び地域

2,000 産業建設課
振興係

地産地消推進事業
　【農業の振興】

新規
　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。

4,000 産業建設課
振興係

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

基本計画 ：　「創」　交流し創造する活力ある郷づくり



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　　6,000千円　・　檻補助金　80千円　・　罠補助金　400千円

8,180
産業建設課

振興係
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。

2,884 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などに配慮し実施する。また、激害地において
は、赤松林から他の樹種への転換事業を積極的に推進し、森林の再生に努める。
・伐倒・くん蒸　43,470千円
・樹種転換　3,000千円
・空中散布　4,492千円

50,962 産業建設課
林務係

商工業振興対策事業
【商業の振興/工業の振興】

継続

・村営駐車場の維持管理　　　　　　661千円
・利子補給金、保証料補給金　　　5,140千円
・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　　　　　　　　850千円

13,216 産業建設課
振興係

商工業振興対策事業
【工業の振興】

新規

　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、工場を新設又は増設に対し助成（固定資産税の減免）する。
　内容は取得した工業生産設備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年間免除する。

減額見込額

　　　6,000
産業建設課

振興係

野田平キャンプ場整備事業
【観光の振興】

新規 　老朽化した施設の改修と水道施設の整備を図る。 5,000 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、食農教育推進事業、吉原三中受入事業、農村
フォーラム21、援農ボランティア、久我山との交流事業

21,104 産業建設課
振興係

住基ネットワーク機器更改事業
【電子行政の推進】

新規
　住民基本ネットワークシステム初期導入機器のハードウェア老朽化やソフト
ウェアのサポートサービス終了に伴い、機器更改を行う。 1,191 住民課

窓口係


