
本年度予算額 前年度予算額
前年対比
　　（％）

３０億６，４００万円 ３０億 2.1%

国民健康保険 ５億２，８６０万円 ５億５，７００万円 ▲5.1%

老人保健医療 １９３万円 ９，１９４万円 ▲97.9%

後期高齢者医療 ５，９１３万円 ６，７６２万円 ▲12.6%

介 護 保 険 ６億６，４６５万円 ６億１，７５０万円 7.6%

簡 易 水 道 １億７，３００万円 １億４，０００万円 23.6%

下水道事業 ３億３，９００万円 ４億  　１００万円 ▲15.5%

４８億３，０３１万円 ４８億７，５０６万円 ▲0.9%

平成２１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２１年度は、未曾有の経済危機の中、住民
生活の安心・安全を守る予算を念頭に、国の２次
補正による緊急経済対策の前倒し予算（１３ヶ月
予算）と連動し、更には第４次総合振興計画の
「人」・「緑」・「快」・「支」・「創」５つの
柱に沿った計画実現のための予算を編成した。
　また、昨年の８月２９日に甚大な被害をもたら
した降雹は、村の農業経営基盤の根底を揺るがす
重大な課題と捕らえ、今後においても農家等との
積極的な対話により、木目細やかな対策を講じる
こととした。
　こうした中、各地域活性化の推進や地域の課題
解消に向けての計画策定に取り組む経費として各
地区への交付金計上や、中山間地域の自然景観・
環境・村土を維持する経費として中山間地域活性
化交付金を新設した。
　また、当村の重要課題である「少子化～人口増
定住対策」については第３子の保育料無料の継続
や、給食費の軽減対策など、子育て支援の一層の
充実を図ることなどにより、「子育てし易い豊丘
村」をめざします。
　なお、まちづくり交付金事業では、村道佐原線
改良に着手するなど前年以上の道路新設改良費を
盛り込み社会基盤の条件整備を進めます。
　よって、平成２１年度は住民に一層信頼される
身近な行政を目指し、「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。
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（単位：千円）

構成比
予算額 率（％） （％）

 １　村　税 584,771 608,173 ▲ 23,402 ▲ 3.8 19.1

 ２　地方譲与税 73,000 81,000 ▲ 8,000 ▲ 9.9 2.4

 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 10 50 ▲ 40 ▲ 80.0 0.0

 ６　地方消費税交付金 55,000 62,000 ▲ 7,000 ▲ 11.3 1.8

 ７　自動車取得税交付金 22,000 36,000 ▲ 14,000 ▲ 38.9 0.7

 ８　地方特例交付金 12,937 4,700 8,237 175.3 0.4

 ９　地方交付税 1,404,530 1,378,257 26,273 1.9 45.8

10　交通安全対策特別交付金 1,118 1,211 ▲ 93 ▲ 7.7 0.0

11　分担金及び負担金 42,099 41,782 317 0.8 1.4

12 使用料及び手数料 64,486 60,667 3,819 6.3 2.1

13 国庫支出金 239,466 200,600 38,866 19.4 7.8

14 県 支 出 金 126,415 131,937 ▲ 5,522 ▲ 4.2 4.1

15 財 産 収 入 20,279 17,703 2,576 14.6 0.7

16 寄　附　金 3,651 1,883 1,768 93.9 0.1

17 繰　入　金 3,075 3,075 0 0.0 0.1

18 繰　越　金 100,000 130,000 ▲ 30,000 ▲ 23.1 3.3

19 諸　収　入 40,363 38,362 2,001 5.2 1.3

20 村　　　 債 267,300 199,100 68,200 34.3 8.7

歳 入 合 計 3,064,000 3,000,000 64,000 2.1 100.0

（単位：千円）

◆ 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 ▲１，１９６万円、法人村民税 ▲360万円
固定資産税 ▲771万円

道路特定財源一般財源化等による減額見込

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

まちづくり交付金事業補助金2,312万円の増
緊急地域雇用対策、ふるさと雇用対策特別交付金930万円新設

松くい虫防除対策事業補助金406万円の減

道路特定財源一般財源化等による減額見込

減収補てん特例交付金へ、自動車取得税減収分の追加

地域雇用創出推進費の創設分 4,900万円の増

前年度交付金見込額により計上

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7,930万円、消防債630万円、総務債1,170万円、
臨時財政対策債 1億7,000万円を計上

平成２１年度　一般会計予算（案）

財政調整基金等の利子収入257万円の増

消防費・土木費寄付金等の増額計上

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280万円の軽減

村営賃貸住宅の使用料720万円の満額計上



構成比

予算額 率（％） （％）

 １　議　　会　　費 55,456 55,297 159 0.3 1.8

 ２　総　　務　　費 466,174 364,029 102,145 28.1 15.2

 ３　民　　生　　費 769,763 761,242 8,521 1.1 25.1

 ４　衛　　生　　費 342,432 340,857 1,575 0.5 11.2

 ５　労　　働　　費 9,766 606 9,160 1511.6 0.3

 ６　農林水産業費 175,449 194,140 ▲ 18,691 ▲ 9.6 5.7

 ７　商　　工　　費 19,160 20,136 ▲ 976 ▲ 4.8 0.6

 ８　土　　木　　費 420,101 406,167 13,934 3.4 13.7

 ９　消　　防　　費 151,960 165,014 ▲ 13,054 ▲ 7.9 5.0

10  教　　育　　費 237,545 272,142 ▲ 34,597 ▲ 12.7 7.8

11  災 害 復 旧 費 0 0 0 0.0 0.0

12  公　　債　　費 415,694 419,870 ▲ 4,176 ▲ 1.0 13.6

13  予　　備　　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,064,000 3,000,000 64,000 2.1 100.0

【新】地上デジタル化完全移行のための改修費 6,950万円
【新】戸籍システム器機更新 1,630万円

障害者自立支援給付費 1億130万円（1,990万円増）
後期高齢者医療広域連合負担金7,473万円（670万円増）

【拡】妊婦検診検査費助成金（5回⇒14回）582万円
【新】合併処理浄化槽入換助成金 176万円

【新】緊急雇用創出事業 570万円
【新】ふるさと雇用再生特別事業 360万円

平成10年発行の臨時地方道整備事業債等償還終了に
よる減

松くい虫防除対策事業 3,537万円（▲810万円）
農業用水路改修工事 1,350万円（▲350万円）

野田平キャンプ場改修費 ▲500万円

【新】まち交：村道佐原線改良舗装事業 1億700万円
【継】道路交付金：黒谷線等改良事業  1億1,500万円

消防詰所改築関連事業 ▲1,500万円

◆ 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

議会（定数14名）通常運営経費を計上

林原多目的広場テニスコート改修事業 ▲4,000万円
【新】村指定文化財改修事業 1,350万円

　―



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】

拡充
　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
びに地区計画を作成する経費等に対し、交付金を交付する。

6,500 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】

新規
　中山間地域は、住民が居住することで、自然・環境・村土等を維持しているこ
とから、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。

3,500 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
　小中学生親子を中心に次世代を担う人材育成を図る経費として、比叡山延暦寺
での座禅体験を実践するための経費に対して一部助成する。 1,000 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3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。

100 教育
委員会

文化の拠点施設整備事業
  【社会教育の充実】

新規
　地域活動の拠点としての新たな文化施設（文化ホール・公民館・図書館）建設
のための検討、準備を進める。 21,118 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。

5,944 教育
委員会

児童・生徒就学援助
【学校教育の充実】

継続
　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
取組む。

5,436 教育
委員会

学校施設の整備充実
【学校教育の充実】

継続
　南北両小学校のパソコン教室のパソコン更新、遊具の安全基準改正による改
修、南小学校電源設備の更新、南小学校体育館改築に向けた検討準備など、安全
な学校設備への整備を図る。

9,345 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。 6,490 教育

委員会

文化財継承支援（文化財改修）事業
【文化財保護と地域文化の振興】

新規
村の指定文化財を長く維持保存するため、傷みの激しい文化財施設２箇所（佐

原観音堂・林薬師堂）について改修を加える。 14,260 教育
委員会

平成２１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

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・緑化に努めます。
・森林づくり推進支援事業（里山整備）　600千円
・公共施設環境緑化推進事業等　380千円

980 産業建設課
林務係

資源ごみステーション設置運営事業
【一般廃棄物処理対策】

新規
　資源ごみ排出指定日にごみを出せなかった人達の受け入れ場を確保し、更なる
ごみの資源化を図るため、資源ごみステーションを設置する。 364 環境課

環境係

生ごみ処理機購入助成事業
【一般廃棄物処理対策】

新規
　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
み処理機の購入代を補助する。 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。 23,887 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中
学校が行う資源回収に助成金を交付する。 800 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。 29,372 環境課
環境係

火葬場建設事業
【広域行政の推進】

継続 　北部地区火葬場建設に向けての用地取得、基本設計等。（一部事務組合事業） ―
環境課
環境係

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

移動通信用基地局整備事業
【防災対策の充実】

継続
　村内山間地の携帯電話不感知地域解消の為、不感知地区（奥内・壬生沢東）に
基地局設置し、村内山間地の生活環境及び防災環境の向上を図る。 13,650 総務課

総務係

消防施設整備事業
【消防組織の整備と強化】

新規
　西部地区の防火水槽の一つが老朽し危険な為、耐震性防火貯水槽に改修設置
し、西部地区の防災施設整備の向上を図る。 9,135 総務課

総務係

地域公共交通実証運転事業
【公共交通機関の確保と充実】

新規
　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する。 3,000 総務課

総務係

火災警報器設置事業
【消防組織の整備と強化】

新規
　独居高齢者住宅の安全確保のため屋外スピーカー付火災報知機を設置し、住宅
火災の早期発見等、防災上の機能強化を図る。 3,780 総務課

総務係

消防施設整備事業
【消防組織の整備と強化】

新規 　小園消防団詰所の新築整備を図り、消防力の強化を図る。 19,740 総務課
総務係

避難所整備事業
【防災対策の充実】

新規
　９箇所の避難所を整備（拡張・舗装工事・照明設備等）し、避難所機能の強化
を図る。 21,500 総務課

総務係

地震告知放送システム導入事業
【防災対策の充実】

新規
　村内各家庭に設置してある音声放送装置にて、地震告知等緊急時の放送が自動
的に発信できるシステムを構築し、緊急時の初期対応を援助する。 4,200 総務課

総務係

地方道路整備交付金事業
【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＝ 60ｍ　40,000千円
・竜東一貫道路伴野地籍の舗装修繕工事　   Ｌ＝460ｍ　25,000千円 65,000 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＝60ｍ　　50,000千円 50,000 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】

新規

・佐原線　中学校下地籍の拡幅改良工事　　　Ｌ＝100ｍ　　32,000千円
・佐原線　漆沢堤～御手形神社の舗装修繕工事　　　L=1,000ｍ　　60,000千円
・佐原線　熊の坂～慈恵園入口の測量・詳細設計委託　　L=200ｍ　　5,000千円
・佐原線　県道～広域農道の測量・詳細設計委託　　　L=2,000ｍ　　10,000千円

107,000 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　3,127千円【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】

11,627 総務課
企画財政係

基本計画 ：　「快」　安全で快適なうるおいのある郷づくり



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

まちづくり交付金事業（照明灯設置）
【交通安全対策の充実】

新規 　一貫道路主要交差点（6箇所）に照明灯を設置し、周辺の交通の安全を確保する。 9,450 総務課
総務係

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 環境課
上下水道係

伴野水源改修事業
【水道施設の整備と充実】

新規
水質が悪化した伴野水源について、国庫補助事業により、新たに深井戸の掘削

と、併せて導水管布設工事を行い、水道水の安全、安定供給につとめる。 39,000 環境課
上下水道係

南部第３水源改善事業
【水道施設の整備と充実】

新規
Ｐ・Ｈ値の高い南部第３水源について、値を下げるための改善工事を行い、水

道水の安全、安定供給につとめる。 5,250 環境課
上下水道係

送水ポンプ更新事業
【水道施設の整備と充実】

新規
老朽化が進展している丸山配水池送水ポンプと南入送水ポンプの更新を行い、

水道水の安定供給につとめる。 10,227 環境課
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 　黒谷線改良に伴い、水道管の布設替えを行う。 2,100 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、申請者負担あり、Ｈ19.10.1～Ｈ24.9.30まで）

6,000 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】

新規
農集伴野処理場の処理槽内コンクリート防食工事・処理施設増築工事に向け

（機能強化対策：Ｈ２２実施予定）調査・計画を行う。 4,500 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】

拡充
合併浄化槽設置に係る補助金を交付する。（新規設置）また、新たに入換設置

に関しても補助対象事業費の80％を限度額とし補助金を交付する。 2,660 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】

新規
　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】

660 環境課
上下水道係

まちづくり交付金事業
（デジタル化整備事業）
【情報化の推進】

新規

　2011年のアナログ放送停波に向けて、これまでに地上デジタル・BSデジタル放
送の再送信についてはデジタル化を完了しているが、未完了の部分である村コ
ミュニティーチャンネルの地上デジタル化を行い完全移行を図る。防災情報や地
域に密着した情報などをハイビジョン画質で提供し地域づくりを支援する。

69,500 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

北部地区結婚相談所の開設 新規
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

することにより今以上の成果を上げる。 700 住民課
福祉係

村民皆結婚相談員事業
【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】

継続 　第1子　30,000円　　第2子　50,000円　第3子　250,000円 6,600 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 5,793千円　・　中学生分 2,985千円） 8,778 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を継続し、少子化対策・子育て

支援を図る。
軽減見込
　　　2,818

住民課
福祉係

高齢者健康増進事業 新規
　６０歳以上の高齢者の膝関節および股関節機能の維持のため、水中運動を行な
う。週１回３ヶ月実施 208 住民課

福祉係

児童クラブ移転新築事業
【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、神稲児童クラブの施設を移転新築し、児童の安全確保と、安心し

て預けることができる施設への強化を図る。 33,000 住民課
福祉係

妊婦健診検査費助成 拡充
H20年4月から5回補助していた妊婦健診検査費を21年2月より超音波検査4回を含む
14回の補助に拡充します。 5,818 住民課

保健衛生係

不妊治療費助成 拡充
人口増対策として、H19年度から1人年間10万円を限度に助成していた不妊治療費
を限度額を15万円に拡大します。 300 住民課

保健衛生係

インフルエンザ予防接種負担金助成 拡充
65歳以上の方のインフルエンザ予防接種について、1人1,992円を補助し、個人負
担2,000円で接種していただいていますが、ふるさと納税の財源から1人300円の補
助を上乗せして補助します。

3,667 住民課
保健衛生係

特定健診・特定保健指導の実施 継続
Ｈ20年度から始まった特定健診・特定保健指導につては、2年目を迎えます。受診
率の向上を第1目標に、健診のＰＲや未受診者の方への受診勧奨に努め、生活習慣
病予防と重症化予防に努めます。

4,460 住民課
保健衛生係

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

農業安定経営助成事業
【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。 960 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補助し有機的栽培を図る
・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、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。
･果樹の苗木購入に対し３０％助成を行う。

2,000 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。

3,000 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

・利子補給金、保証料補給金　　　9,180千円
・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

18,188 産業建設課
振興係

商工業振興対策事業
【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、工場を新･増設に係る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
18,835 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

　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　　7,500千円　・　檻補助金　80千円　・　罠補助金　400千円

9,680 産業建設課
林務係

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

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。

3,611 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、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。
・伐倒・くん蒸　35,370千円
・空中散布　4,969千円

40,339 産業建設課
林務係

戸籍システム機器更改事業
【電子行政の推進】

新規
　戸籍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。 16,305 産業建設課

林務係

雇用対策事業
【　―　】

新規
・緊急地域雇用対策事業　新たに４名分の雇用創出　5,700千円
・ふるさと雇用再生特別交付金事業　1名の雇用創出　3,600万円 9,300 産業建設課

振興係

野田平キャンプ場改修事業
 【観光の振興】

新規
野田平キャンプ場の旧分校校舎施設並びにログハウス等の改修を行い、施設の

充実強化を図る。 10,400 産業建設課
振興係

直売所等機能強化事業
【農業の振興】

新規
直売所施設やトイレ増設など、交流センターだいちの改装を行い、農業経営の

充実と、農業体験等来場者の利便で、農業の振興を図る。 36,756 産業建設課
振興係

プレミアム付商品券発行事業
　【商業の振興】

新規
　プレミアム付商品券を発行し、村内の住民は村内の店舗を活用する習慣付けさ
せるなど、地域商業の活性化を図る。 6,000 総務課

企画財政係

定額給付金給付事業 新規 　国の政策を遂行。 121,958 総務課
企画財政係

　

注意：網掛けは、平成20年度明許繰越事業を記載しております。



平成２１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 568,525 552,540 15,985 2.9 18.6

 　扶　助　費 255,572 227,871 27,701 12.2 8.3

 　公　債　費 415,694 419,870 ▲ 4,176 ▲ 1.0 13.6

以上義務的経費の計 1,239,791 1,200,281 39,510 3.3 40.5

 　物　件　費 443,553 427,907 15,646 3.7 14.5

 　維持補修費 48,705 41,424 7,281 17.6 1.6

 　補助費等 411,317 406,785 4,532 1.1 13.4

 　普通建設事業費 554,466 556,311 ▲ 1,845 ▲ 0.3 18.1

 　災害復旧費 0 0 0 0.0 0.0

 　投資及び出資金 0 600 ▲ 600 皆減 0.0

   積　立　金 9,189 6,574 2,615 39.8 0.3

   貸　付　金 2,436 2,508 ▲ 72 ▲ 2.9 0.1

   繰　出　金 354,043 357,110 ▲ 3,067 ▲ 0.9 11.6

   予　備　費 500 500 0 0.0 0.0

歳 出 合 計 3,064,000 3,000,000 64,000 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

各種委員等138名増、衆議院選挙人件費の増他

公共施設整備基金運用益分積立金 114万円増
財政調整基金運用益分積立金 150万円増

奨学生貸与金の減

【拡】自らつくる地域づくり交付金 450万円の増
【新】中山間地域活性化交付金 350万円の増

老人保健医療特会 ▲734万円
下水道事業特会 ▲500万円

まちづくり交付金事業費  2億1,840万円
地方道路整備交付金事業等 １億1,500万円他

　―

　―

緊急雇用創出事業等による賃金の増他

道路修繕等資材支給原材料費の増他

障害者自立支援給付費 1,990万円の増
養護老人ホーム入所者 457万円の増

平成10年発行の臨時地方道整備事業債等償還終了による減


