
事業別予算説明

【Ⅵ 安全】　環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 27億7,622 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 計画的な土地利用の推進 良好な景観･都市計画の推進 29万円 地域整備グループ 107

未登記物件の処理･赤線の有効活用 31万円 地域整備グループ 107

（新）都市計画基礎調査 146万円 地域整備グループ 107

2 人にやさしい道、和める 栗木歩道の管理 68万円 地域整備グループ 107

　小路の整備 　 景観素材による歩道の整備 200万円 地域整備グループ 108

里道の整備 34万円 地域整備グループ 108

3 生活道路網等の整備 町道の舗装修繕 3,754万円 建設水道グループ 108

町道の改良工事 5,277万円 建設水道グループ 110

国・県道の整備促進 143万円 建設水道グループ 111

町道の維持管理 692万円 建設水道グループ 111

橋梁の維持管理 23万円 建設水道グループ 112

横断暗渠（地下水路）の修繕 735万円 建設水道グループ 112

4 通過交通、観光交通の 公共交通の支援 529万円 地域整備グループ 112

   適正な誘導    高速交通網の推進 7万円 地域整備グループ 112

ETC専用インターチェンジの利用促進 53万円 地域整備グループ 113

5 地球環境の保全　　 環境政策の研究など 146万円 生活環境グループ 113

6 ごみの適正処理の推進 ごみの収集 1,184万円 生活環境グループ 114

ごみの処理 9,956万円 生活環境グループ 114

ごみ減量化の推進 185万円 生活環境グループ 115

7 し尿処理対策 し尿の処理 887万円 生活環境グループ 116

8 火葬場、霊園の運営 火葬場の管理運営 1,142万円 生活環境グループ 116

霊園の管理運営 81万円 生活環境グループ 116

9 環境美化の推進 環境美化委員会活動 40万円 生活環境グループ 117

不法投棄の防止 73万円 生活環境グループ 117

環境美化活動 83万円 生活環境グループ 117

狂犬病の予防など 33万円 生活環境グループ 117

公衆トイレの管理 108万円 生活環境グループ 118

公害対策費 10万円 生活環境グループ 118

10 安定給水、安全給水の 119

     確立 （水道事業会計） 水道事業の運営 2,752万円 建設水道グループ 120

水道施設の減価償却 5,270万円 建設水道グループ 120

水道施設の維持管理 7,675万円 建設水道グループ 120

消火栓などの修繕 362万円 建設水道グループ 121

水道施設の借金の返済 9,440万円 建設水道グループ 121

予備ポンプなどの購入 547万円 建設水道グループ 121

横町・六川・水上地区上水道配水管の取り換え 3,552万円 建設水道グループ 122

11 公共下水道の整備促進 122

（下水道事業特別会計） 公共下水道事業の運営 2,299万円 建設水道グループ 123

公共下水道施設の維持管理 3,238万円 建設水道グループ 123

流域下水道負担金 6,670万円 建設水道グループ 123

上水道事業

公共下水道事業



事業別予算説明

【Ⅵ 安全】　環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政

区　　分 事　業　名 担　当 ページ

11 公共下水道の整備促進 下水道施設の借金の返済 3億2,324万円 建設水道グループ 123

(下水道事業特別会計)(続き)

12 農業集落排水の整備 124

      促進 農業集落排水事業の運営 1,302万円 建設水道グループ 124

（農業集落排水事業特別会計） 農業集落排水施設の維持管理 2,895万円 建設水道グループ 124

農業集落排水施設の借金の返済 1,414万円 建設水道グループ 125

13河川、水路の整備 河川の整備促進 49万円 建設水道グループ 125

河川の維持管理 65万円 建設水道グループ 125

水路の維持管理 503万円 建設水道グループ 125

水路の改良工事 6,884万円 建設水道グループ 126

14 防災対策の推進と意識 防災対策の推進と危機管理体制の整備 579万円 総務グループ 128

     の高揚　　　　　 住宅等の「耐震化」の推進 3,523万円 総務グループ 128

水害対策 18万円 総務グループ 129

東日本大震災の復興支援 55万円 行政改革グループ 129

15 消防体制の強化充実 消防施設などの維持管理 373万円 総務グループ 130

須坂市消防署小布施分署の運営 1億7,025万円 総務グループ 130

消防団の運営 2,769万円 総務グループ 131

女性防災クラブの運営 85万円 総務グループ 131

防火水槽の整備 417万円 総務グループ 131

16 防犯体制の強化 防犯活動の推進 117万円 総務グループ 132

17 安心安全な環境の整備 生活灯の設置 180万円 生活環境グループ 132

18 交通安全対策の強化 安全な交通環境の維持と交通事故防止 376万円 地域整備グループ 132

交通災害共済の推進 74万円 地域整備グループ 133

違法駐車に対する指導 69万円 地域整備グループ 133

交通安全の啓発と推進 82万円 地域整備グループ 133

19 道路の安全確保 除雪と凍結防止剤の散布 554万円 建設水道グループ 134

20 消費者の自立支援の 消費生活対策活動の推進 19万円 生活環境グループ 134

     充実　 　 　

21 公園管理の充実 千曲川河川公園の維持管理 349万円 地域整備グループ 134

街区公園の維持管理 202万円 地域整備グループ 134

街区公園の施設工事 178万円 地域整備グループ 135

小布施総合公園の維持管理 2,024万円 地域整備グループ 135

総合公園内安全利用のための遊具修繕など 242万円 地域整備グループ 135

22 景観の指針の策定 優良景観建築物等の認定 20万円 地域整備グループ 136

まちづくりデザイン委員会活動 67万円 地域整備グループ 136

まちづくり大学･講習会の開催 226万円 地域整備グループ 136

（新）電線類地中化の推進 372万円 地域整備グループ 137

23 官学協働の景観研究の 東京理科大学･小布施町まちづくり研究所 400万円 地域整備グループ 137

     推進            の活動支援

農業集落排水事業
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区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

24景観整備の推進 景観に配慮した建築物などへの助成 164万円 地域整備グループ 138

25 良質な住宅建築の促進 住まいづくり相談の実施 38万円 地域整備グループ 138

町営住宅の維持管理 208万円 地域整備グループ 139

26 町政への直接参加シス 小布施まちづくり委員会の運営 119万円 交流グループ 139

     テムの構築      

27 町民参加機会の拡充 町政懇談会の開催 0円 行政改革グループ 140

私の意見箱の設置 0円 行政改革グループ 140

28 情報の公開と共有化の 「町報おぶせ」の発行 932万円 行政改革グループ 140

　  推進 同報無線（防災行政無線）の運用･整備 343万円 行政改革グループ 141

カメラ･ビデオの撮影、写真･映像のデータ保存 129万円 行政改革グループ 141

「ここに使います ことしの予算！」の発行 130万円 総務グループ 142

（新）グラフおぶせの作成 260万円 行政改革グループ 142

29 住民自治活動との連携 自治会活動の支援 679万円 総務グループ 142

コミュニティ地区活動の支援 584万円 総務グループ 142

30 まちづくり活動との まちづくり活動の支援 600万円 総務グループ 143

     連携

31 定住の促進 （新）（仮称）小布施町定住支援センターの開設 0円 行政改革グループ 143

(新)都市農村交流の推進による定住人口増加のモデル実験 1,241万円 交流グループ 144

32 人事管理の充実 職員の健康管理と福利厚生 369万円 総務グループ 145

町長ほか職員の給与など 5億4,485万円 総務グループ 145

行政改革の推進・職員の能力向上 1,012万円 行政改革グループ 146

33 情報化の充実 庁内LANの運用など 3,528万円 行政改革グループ 146

（新）地域・観光情報発信ラジオ番組の制作 550万円 行政改革グループ 147

34適正な財政運営 財務会計システムの運用など 376万円 総務グループ 147

町債（借金）の返済 4億7,322万円 総務グループ 147

基金（預金）利子の積立て 42万円 総務グループ 148

一般会計の予備費 2,120万円 総務グループ 148

35 広域行政の推進 長野広域連合への負担 288万円 総務グループ 148

36 財産管理 町有財産の維持管理 448万円 総務グループ 148

役場庁舎の維持管理 1,661万円 総務グループ 149

庁用車の維持管理 1,067万円 総務グループ 149

 千曲川ハイウェイミュージアムの新しい活用 ０円 交流グループ 149

37 戸籍・住民基本台帳 戸籍に関する事務 718万円 生活環境グループ 150

住民票・外国人登録に関する事務 329万円 生活環境グループ 150

住基ネットに関する事務 412万円 生活環境グループ 150

38選　挙 選挙管理委員会の運営と啓発活動 97万円 総務グループ 150

町長選挙 478万円 総務グループ 151

農業委員会委員選挙 386万円 総務グループ 151

39 行政運営 文化の日の表彰 37万円 総務グループ 151

町長の交際費 190万円 総務グループ 151
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【Ⅵ 安全】　環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

39 行政運営(続き) 役場の共通経費 3,054万円 総務グループ 152

町税の課税と納税 3,162万円 税務グループ 152

会計事務 357万円 税務グループ 152

滞納整理の強化 55万円 税務グループ 153

統計調査の実施 51万円 総務グループ 153

監査委員報酬など 93万円 監査委員事務局 153

40 議　会 議会の運営 5,956万円 議会事務局 154

議会基本条例の制定 0円 議会事務局 155

｢議会だより｣の発行 131万円 議会事務局 155

議員視察研修の実施 136万円 議会事務局 155



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
１ 計画的な土地利用の推進  ２ 人にやさしい道、和める小路の整備 

 

良好な景観・都市計画の推進 29 万円  未登記物件の処理・赤線の有効活用 31 万円

(担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

 

安 

全 

市街化調整区域内の景観に配慮し、市街化区

域との均衡に配慮した秩序ある土地利用を推進

します。 

 また、都市計画道路飯山線（国道 403 号）

の見直しなどを引き続き行います。 

 

主な経費 
・都市計画審議会委員の報酬 11 万円

・都市計画協会の会費 など 8 万円

・その他の経費 10 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源)     29 万円

 

町が買収した道路用地の未処理登記物件（約

70 筆）について、計画的に登記を行っていき

ます。 

 また、赤線の有効活用を図るとともに、未利

用のものについては払い下げを進めます。 

 

主な経費 

・登記事務の委託 28 万円

・その他の経費 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 31 万円

 

予算: 7.4.1 都市計画総務費 (一般会計) 予算: 7.1.1 登記事務費 (一般会計)

   

（新）都市計画基礎調査 146 万円  栗木歩道の管理 68 万円

(担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

町の都市計画の現状を把握し、今後のあり方

を検討するため、都市計画法に定められた調査

を行います。 

 

主な経費 

・都市計画基礎調査の委託 146 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担     110 万円

・町の負担 (一般財源)     36 万円

 

 

冬期間、通勤・通学路の栗木歩道に滑り止め

マットを敷くとともに、凍結防止剤を散布しま

す。 

また、老朽化が進んでいる町管理の栗木歩道

について、修繕を行います。 

 

主な経費 

・滑り止めマット・傘釘などの購入 8 万円

・栗木歩道の修繕 60 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担(一般財源) 68 万円

 

 

予算: 7.4.1 都市計画基礎調査費(一般会計) 予算: 7.5.1 栗木歩道管理費 (一般会計)

 

- 107 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
２ 人にやさしい道、和める小路の整備  ３ 生活道路網等の整備 

 

安 

全 

景観素材による歩道の整備 200 万円  里
り

道
ど う

34 万円の整備 

(担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

 傷みの激しい栗木歩道の修繕工事を須坂建設

事務所で実施しています。 

栗木よりも耐久性があり、また景観に配慮し

た素材を使った舗装に替えていくため、工事費

の一部を負担します。 

 

主な経費 
・国・県道栗木修繕負担金 200 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担(一般財源) 200 万円

 

町内に点在する認定外道路（里道・通称「赤

線」）を平成 16 年度末に町が国から譲り受けま

した。東京理科大学・小布施町まちづくり研究

所の研究成果などを踏まえ、この里道を和める

小路として整備し、ウォーキングや散策ルート

として有効活用していきます。 

 

主な経費 
・里道の整備（標柱設置など） 31 万円

・その他の経費 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 34 万円

 

予算: 7.5.1 栗木歩道管理費 (一般会計) 予算: 7.5.2 小径整備事業費 (一般会計)

 

町道の舗装修繕 3,754 万円

(担当: 建設水道グループ)

幅員５．５ｍ以上の生活幹線道路で、路面の傷みが激しい路線の舗装修繕を行います。 

 

■ 町道１号線（中町）ほか 8 路線（延長：１，8５０ｍ） 

 

主な経費 
・道路舗装の打ち換え 3,500 万円 

・道路の小規模修繕 352 万円 

・その他の経費 2 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・町の負担(借金) 2,250 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,504 万円 

 

 

 

予算: 7.2.2 道路補修事業費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
３ 生活道路網等の整備 

 

 

安 

全 

 
町道の舗装修繕箇所  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
町道 1 号線   

 

 
町道 35 号線   

 

 

 

 

 

 

 

 

 町道 75 号線  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町道 176 号線  

町道 296 号線  

●●● 
（都住） 

町道 349・356 号線  

- 109 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
３ 生活道路網等の整備 

 

 

 

 

 

安 

全 

 
●●●

（小布施橋東） 

 

 

 

 

 
町道 339 号線   

 
町道 696 号線   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
町道 359 号線   

 

町道の改良工事 5,277 万円

(担当: 建設水道グループ)

生活環境の快適性・安全性向上のため町道の改良工事を行います。 

 

■町道５８５号線（雁田交差点）ほか２路線（延長：３４５ｍ） 

 

主な経費 

・測量設計の委託 685 万円 

・道路の改良工事 3,710 万円 

・公有財産の購入 704 万円 

・用地の補償料 178 万円 

 

 

======================================== 財源内訳 ====================================== 

 

・地元寄付金 25 万円 

・町の負担(借金) 3,930 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,322 万円 

 

予算: 7.2.3 道路新設改良事業費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
３ 生活道路網等の整備 

 

 町道の改良工事箇所  

 

 

安 

全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・県道の整備促進 143 万円  町道の維持管理 692 万円

(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

国道や県道、町道の整備促進のため、関係自

治体との期成同盟会に参加し、各種行事や要望

活動に参加します。 

 

主な経費 

・旅費・同盟会負担金 30 万円

・積算システムの使用料 82 万円

・その他の経費 31 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 143 万円

 

 道路の機能を維持するため、適切な管理を行

います。また、未舗装道路の路面を整えたり、

道路破損箇所の小修繕を行います。 

 

主な経費 

・道路台帳の補正委託 267 万円

・草刈等の委託 191 万円

・測量設計の委託 52 万円

・街路等などの電気料 40 万円

・道路の補修用砕石 73 万円

・道路の補修用資材 26 万円

・その他の経費 43 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・道路等の占用料 387 万円

・町の負担 (一般財源) 305 万円

予算: 7.2.1 道路橋梁総務費 (一般会計) 予算: 7.2.2 道路維持管理費 (一般会計)

 

 

町道 75 号線  

町道 204 号線  

町道 585 号線  

●●●

（雁田） 
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
３ 生活道路網等の整備  ４ 通過交通、観光交通の適正な誘導 

 

安 

全 

橋梁
きょうりょう

23 万円  横断暗渠（地下水路）の修繕 735 万円の維持管理 

(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

 橋梁の機能を維持するため、適切な管理を行

います。 

 

主な経費 

・街路灯などの電気料 16 万円

・橋梁の修繕 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 23 万円

 

老朽化した暗渠の修繕を行います。 

 

主な経費 

・暗渠の修繕工事（１０箇所） 735 万円

 

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 735 万円

 

予算: 7.2.4 橋梁維持管理費 (一般会計) 予算: 7.2.4 橋梁補修事業費 (一般会計)

   

公共交通の支援 529 万円  高速交通網の推進 7 万円

(担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

町の唯一の公共交通機関である長野電鉄が行

う安全性向上に資する施設整備に対して、国や

県、沿線市町とともに平成 23 年度より補助を

行い、安全な鉄道輸送を確保します。 

 

主な経費 

・鉄道軌道輸送対策事業費補助金 529 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 529 万円

 

上信越自動車道信濃町以北の早期４車線化、

北陸新幹線長野以北の整備促進、中部日本横断

自動車道の整備促進などを図るため各期成同盟

会に参加し、要望活動などを行っていきます。

 

主な経費 
・総会、省庁要望のための旅費 4 万円

・期成同盟会などの負担金 2 万円

・その他の経費 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 7 万円

 

予算: 6.1.2 公共交通支援事業費 (一般会計) 予算: 7.1.1 高速道新幹線対策費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
４ 通過交通、観光交通の適正な誘導  ５ 地球環境の保全  

 

ETC 専用インターチェンジの利用促進 53 万円

(担当: 地域整備グループ)

ＥＴＣ専用の小布施スマートインターチェン

ジは、平成 18 年 10 月から恒久施設として本

格運用しており、新しい小布施の玄関口として、

多くの皆さんに利用いただいています。 
 

本年度は、上り線第２駐車場の区画線修繕工

事を行います。 

 

主な経費 

・区画線の修繕工事 42 万円

・関係機関協議の旅費 4 万円

・その他の経費 7 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 53 万円

 

予算: 7.1.1ETC 専用ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ事業費(一般会計)

 

環境政策の研究など 146 万円

(担当: 生活環境グループ)

豊な自然を守り、住み良いまちづくりのための基盤となる「環境問題」への取り組みを信州大学工

学部とともに進めています。 

 平成 22 年度に信州大学との協働で、「信州大学・小布施町地域環境研究室」を立ち上げ、クリー

ンエネルギーとして活用が期待できる太陽光・風力・水力・バイオマスなどの賦存量調査を行いまし

た。平成 23 年度は、クリーンエネルギーの活用について、地域の皆さんや各種団体の皆さんと意見

交換などを行い、環境施策体系の素案を策定しました。平成 24 年度は体系の具体化を図れるように、

住民の皆さんから積極的に意見をお聞きしたり、様々な分野における専門家の皆さんを加えた意見交

換会を開催し、新たな環境施策体系を構築していきます。 

 

 主な経費 

・環境政策研究事業の委託 100 万円 安 

全 

・事業の消耗品 17 万円

・生活環境保全審議会委員への報酬 4 万円

・その他の経費 25 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 146 万円

 

予算: 4.2.1 環境総務費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
６ ごみの適正処理の推進 

 

ごみの収集 1,188 万円

(担当: 生活環境グループ)

快適な生活環境を守るため、ごみの収集を行

います。 

分別収集カレンダーをご確認のうえ、きちん

と分別（特にプラスチック製容器包装、古紙類、

生ごみの水切り徹底）して出しましょう。 

 

主な経費 

・可燃ごみ等の収集委託 1,061 万円

・古紙類の収集委託 109 万円

・白色トレイの収集委託 など 18 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

・一般廃棄物収集許可手数料 3 万円

・古紙類売却代金 276 万円

・コード類売却代金 1 万円

・容器包装リサイクル協会配分金 150 万円

・町の負担 (一般財源) 758 万円

 

予算: 4.2.3 ごみ分別収集費 (一般会計)

 

ごみの処理 9,956 万円

(担当: 生活環境グループ)

ごみの処理は、中野市を中心とする北信保健衛生施設組合で行っています。可燃ごみは中野市にあ

る東山クリーンセンターで焼却し、焼却灰の一部は民間施設で人工砂にリサイクルされます。残りは

埋立ごみとともに 終処分場に埋め立てています。また、資源物の缶・金属、びん、ペットボトル、

白色発泡トレイの処理も組合で行っています。 

プラスチック製容器包装の処理は、法律に定められた処理ルート（指定法人ルート）により行って

います。民間の中間処理施設へ「プラベール化処理」を委託し、日本容器包装リサイクル協会の品質

検査でランクを分けられた後、再商品化事業者に引き渡されリサイクル（再商品化）していきます。

このプラベールの品質検査で「良質である」と評価されると、実際の処理経費に差額が生じた場合

その差額の 1/2 が町に拠出金として配分されるようになります。町民の皆さんの資源分別への配慮、

環境問題への意識が評価されます。分別チラシをご確認いただき一層のプラスチック製容器包装の洗

浄、乾燥の徹底にご協力をお願いします。 
安 

全 

 

主な経費 

・プラスチック製容器包装の処理委託 419 万円 

・ごみ処理にかかる負担金 9,537 万円 

======================================== 財源内訳 ====================================== 

・町の負担 (一般財源) 9,956 万円 

予算: 4.2.3 ごみ分別処理費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
６ ごみの適正処理の推進 

 

ごみ減量化の推進 185 万円

(担当: 生活環境グループ)

可燃ごみ減量のため、ごみの分別の細分化のほか、生ごみ処理機等の購入に対して助成を行ってい

ます。 

また、資源物をより出しやすくし、可燃ごみ等を減らしていくため、資源物（プラスチック製容器

包装、缶・金属、ガラスびん、ペットボトル、白色発泡トレイ）と古紙類（新聞紙・広告紙、雑誌（雑

紙）、ダンボール、紙（牛乳）パック）の日曜回収を毎月第 2 日曜日に行っています。 

詳しくは、3 月にお配りしましたごみの「分別収集カレンダー」を確認ください。 

 町のごみ処理量の現状は、ここ数年同水準で推移しています。皆さまのいっそうのごみの減量と再

資源化にご協力をお願いします。 

 

主な経費 
・剪定枝処理の委託、日曜資源回収シルバー人材センターへの委託 138 万円 

・生ごみ処理機等の購入補助 など 22 万円 

・収集カレンダー・チラシの作成 など 22 万円 

・その他の経費 3 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・町の負担 (一般財源) 185 万円 

予算: 4.2.3 ごみ減量化推進事業費 (一般会計)

 

 

 

 

 

安 

全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ収集量の年度別推移 

                                                       （単位：t） 

項  目 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

可  燃 2,340 2,180 2,259 2,305 2,256

埋  立 53 42 40 45 47

資 源 物 703 781 705 671 657

合  計 3,096 3,003 3,004 3,021 2,960
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
７ し尿処理対策  ８ 火葬場、霊園の運営 

 

し尿の処理 887 万円  火葬場の管理運営 1,142 万円

(担当: 生活環境グループ) (担当: 生活環境グループ)

 

安 

全 

 

し尿や浄化槽の汚泥処理は、須坂市・高山村・

長野市と組織する須高行政事務組合で行ってい

ます。全構成市町村で下水道の整備が進みつつ

あり、し尿処理量は減少しています。 

このため、平成 22 年度事業で衛生センター

の改修工事を実施し、平成 23 年 4 月からは、

し尿を希釈して千曲川流域下水道へ投入のう

え、処理されています。 

 

主な経費 

・し尿処理にかかる負担金 887 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 887 万円

 

火葬場「松川苑」の管理運営は、須坂市・高

山村とともに須高行政事務組合で行っていま

す。 

 

主な経費 

・松川苑の運営負担金 1,142 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1,142 万円

 

予算: 4.2.3 し尿処理費費 (一般会計) 予算: 4.2.1 火葬場管理費 (一般会計)

  

霊園の管理運営 81 万円

(担当: 生活環境グループ)

「陽光
ようこう

霊園」「福聚
ふくじゅ

霊園」を管理運営してい

ます。 

 

主な経費 

・清掃、維持管理の委託 41 万円

・通路の工事 36 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・使用者の負担 など 69 万円

・町の負担 (一般財源) 12 万円

 

予算:  4.2.1 霊園管理費 (一般会計)

- 116 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
９ 環境美化の推進 

 

環境美化委員会活動 40 万円  不法投棄の防止 73 万円

(担当: 生活環境グループ) (担当: 生活環境グループ)

 

安 

全 

地域における美化活動の推進に、各自治会の

環境美化委員長さんにご活躍いただいていま

す。 

■各自治会管理のごみステーションの清掃 

■資源分別の指導、資源回収の協力 

■環境美化活動の協力・助言 など 

 

主な経費 

・環境美化委員会活動への補助 36 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・狂犬病予防注射の手数料 18 万円

・町の負担 (一般財源) 22 万円

 

「廃棄物の不法投棄の防止に関する条例」に

基づき、不法投棄防止指導員さんに地域内を定

期的にパトロールしていただいています。 

不法投棄があった土地の管理者等に不法投棄

されにくい環境づくりを提案していくととも

に、不法投棄物の速やかな撤去を進め生活環境

の維持・向上に努めます。 

「不法投棄は許さない！」意識の啓発に努め

ます。 

 

主な経費 
・不法投棄防止指導員の報酬 43 万円

・不法投棄物の処理の委託 など 30 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 73 万円

 

予算: 4.2.1 環境美化委員会活動費 (一般会計) 予算: 4.2.1 不法投棄防止活動費 (一般会計)

   

環境美化活動 83 万円  狂犬病の予防など 33 万円

(担当: 生活環境グループ) (担当: 生活環境グループ)

 自分たちの住む地域を自らきれいにするため

「環境美化運動の日」を、春と秋の年２回実施

します。快適な生活環境を保つため、ごみの一

斉収集や側溝の清掃など、皆さんのご協力をお

願いします。 

■春の実施日：５月 27 日（日） 

■秋の実施日：１０月 28 日（日） 

また、アメリカシロヒトリの防除を自治会で

取り組んでいただくため、動力噴霧器を新たに

１台購入し、貸出要請に対応できるようにして

いきます。 

 

主な経費 
・ごみ袋の購入 など 49 万円

・動力噴霧機の購入、管理 など 34 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 83 万円

 

狂犬病の予防のための集合注射や犬や猫の繁

殖を制限するため繁殖制限手術への助成を行い

ます。 

 また、猫のフンやオシッコを玄関や庭にされ

て気持ちが悪いという苦情に対応し、ガーデン

バリア（猫フン害対策用機材）の貸し出しを行

います。 

 

主な経費 

・犬の登録と狂犬病予防注射の実施 10 万円

・犬の鑑札など 8 万円

・繁殖制限手術への助成 13 万円

・その他経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・犬の登録手数料 12 万円

・狂犬病予防注射の手数料 21 万円

 

予算: 4.2.1 環境美化運動の日事業費 (一般会計) 予算: 4.2.1 狂犬病予防対策費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
９ 環境美化の推進   

 

公衆トイレの管理 108 万円  公害対策費 10 万円

(担当: 生活環境グループ) (担当: 生活環境グループ)

 

安 

全 

駅前・皇大神社の公衆トイレを気持ち良く利

用していただけるよう、トイレの管理・清掃を

行います。 

 

主な経費 

・公衆トイレの管理委託 57 万円

・公衆トイレの高熱水費 31 万円

・その他の経費 20 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・消防詰所光熱水費等負担金 1 万円

・町の負担 (一般財源) 107 万円

 

河川浄化のため、下水道への接続を促すとと

もに、水環境の変化を把握するため、町内 10

カ所の地点で水質検査を行います。 

 また、騒音、振動、野焼き等の苦情や相談に

対応し、良好な生活環境の維持に努めます。 

 

■用水路等の水質検査：10 カ所 

 

主な経費 
・水質検査の委託 7 万円

・その他の経費 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・生活環境保全定期検査手数料 7 万円

・町の負担 (一般財源) 3 万円

 

予算: 4.2.1 公衆トイレ管理費 (一般会計) 予算: 4.2.2 公害対策費 (一般会計)
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上水道事業 

(担当: 建設水道グループ)

水道は、わたしたちの毎日の暮らしや、さまざまな活動を支える大切な役割を果たしています。 

町では、町民の皆さんに安定した水道水を供給するため、関連施設の適正な維持管理を行います。

また、水道水の安全を確保するため、厳格な水質検査を定期的に行っています。 

  小布施町の上水道事業は、町の一般会計とは別に、公営企業会計で経理を行っています。 

 水道事業の運営・ 

安 

全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※収支の不足額は、損益勘定留保資金等(現金の支出を必要としない費用: 減価償却費など)で補てんしています。 

 

 

■上下水道料金のお知らせ 
 

町の水道や下水道を利用していて引越しされる人は、役場で手続きをしてください。手続き

には、印鑑が必要となりますのでご持参ください。手続きを行っていない場合、上下水道を使

用していなくても、引き続き料金の口座引落しや納付書が送られる場合がありますのでご注意

ください。 

水道と下水道の料金は、次の表のとおりです。 

 

基  本  料  金 超  過  料  金 
用      途 

水    量 料    金 水    量 料    金 

13mm 16m3まで 1,880 円 1ｍ3増す毎 158 円 
水 道 

20mm 16ｍ3まで 2,860 円 1ｍ3増す毎 158 円 

公 共 下 水 道 16ｍ3まで 2,240 円 40ｍ3まで 134 円/ｍ3

農業集落排水 16ｍ3まで 2,240 円 40ｍ3まで 128 円/ｍ3

※用途は、主なものだけ掲載しています。 

町では、２ヵ月ごとに検針し、料金を納めていただいています。料金表は 2 ヵ月分の料金を表示していま

す。 (ただし、消費税は別途です。) 

  

上下水道料金のお支払いには、便利な口座振替をご利用ください。取扱い金融機関は、

次の４ヵ所です。 

 

□八十二銀行  □長野信用金庫  □須高農業協同組合  □ゆうちょ銀行 

配水管の布設替えなど

収 入 

2 億 1,009 万円 

支 出 

2 億 9,598 万円 

水道使用料など 

１億 9,961 万円 

その他の収入

81２万円 
 

施設の維持管理など 4,099 万円
１億 789 万円 

水道施設の減価償却 

5,2７0 万円 

水道施設の 

借金の返済 

9,440 万円 

工事負担金 

236 万円 
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水道事業の運営 2,752 万円  水道施設の減価償却 5,270 万円
(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

 

安 

全 

上水道事業を運営していくために必要となる

経費です。 水道事業に必要な営業経費や料金に

対する消費税、職員の人件費などが含まれます。

 

主な経費 
・電算システム賃借料 など 608 万円

・検針業務の委託 400 万円

・人件費 858 万円

・消費税納付 399 万円

・その他経費 487 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・水道料金 など 2,380 万円

・他会計の負担 (検針業務など) 372 万円

企業会計のため、水道施設の減価償却を行っ

ていますが、帳簿上のお金の流れであり、実際

の支出は伴いません。 

 

主な経費 
・有形固定資産減価償却費 5,167 万円

・有形固定資産除却費 102 万円

・たな卸し資産減耗費 1 万円

予算: 水道事業費用 (水道事業会計) 予算: 水道事業費用 (水道事業会計)

   

水道施設の維持管理 7,675 万円
(担当: 建設水道グループ)

安全な水を安定して供給できるよう、水道施設の適正な維持管理を行います。 

 

主な経費 
・水道施設の管理点検 1,695 万円 

・水道施設の修繕 2,268 万円 

・水道施設の光熱水費 2,339 万円 

・人件費 879 万円 

・水質検査 134 万円 

・その他経費 360 万円 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

・水道料金 など 7,675 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算: 水道事業費用 (水道事業会計)

平成 24 年 3 月 6 日の水質調査結果 
塩 化 物 有 機 物

項 目 p H 値 一 般 細 菌 大 腸 菌 臭 気 味 色 度 濁 度
イ オ ン (TOC の量) 

5.8 以上 200mg/

ℓ以下 

5mg/ 100CFU/ 検出され 異 常 で 異 常 で  ５度 ２度 
基準値 

8.6 以下 ℓ以下 mℓ以下 ないこと ないこと ないこと 以下 以下 

検出 異臭 異味 0.5 度 0.1 度

未満 

0.２ 
0 調査結果 6.8 24.2 

なし なし なし 未満 未満 

※ pH 値: 水素イオン濃度値。酸性＜pH 値 7.0＜アルカリ性となります。 

※ TOC: 水に含まれている有機物中の炭素の量。 
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消火栓などの修繕 362 万円  水道施設の借金の返済 9,440 万円

(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

 消火栓などの修繕をする費用です。  

安 

全 

 

主な経費 

・消火栓の修繕 362 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・受託工事収益 362 万円

 

水道管の取り付け設置や、浄水場などの水道

施設を建設するために借りたお金を返済しま

す。  

 

主な経費 

・元金の返済 6,293 万円

・利子の支払い 3,147 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・水道料金 など 3,290 万円

・損益勘定留保資金 6,109 万円

・他会計の負担 41 万円

 

予算: 水道事業費用 (水道事業会計) 予算: 水道事業費用・資本的支出 (水道事業会計)

   

予備ポンプなどの購入 547 万円

(担当: 建設水道グループ)

地下水を汲み上げるためのポンプの予備品

と、古くなった量水器や水道の新設に伴う量水

器を購入します。 

 

主な経費 

・予備ポンプの購入 420 万円

・量水器の購入 127 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・工事負担金 236 万円

・損益勘定留保資金 311 万円

 

予算: 資本的支出 (水道事業会計)
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横町・六川・水上地区上水道配水管の取り換え 3,552 万円

(担当: 建設水道グループ)

■路 線 名: 町道 105・263・582 号線 
 ■工事延長: 615ｍ 

■工事場所: 横町・六川・水上地区 

■実施予定期間: 平成 2４年７月下旬～８月下旬 

 

主な経費 

・設計の委託  323 万円 

・取り換え工事  3,229 万円 

  

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・損益勘定留保資金 3,552 万円 

 

 

 

 

 

予算: 資本的支出 (水道事業会計)

 

公共下水道事業 

(担当: 建設水道グループ)

下水道事業は昭和６０年に小布施町、須坂市、長野市、旧豊野町の２市２町の下水を処理する千曲

川流域関連公共下水道（下流処理区 のちに高山村も加わり現在 2 市２町１村）の事業計画を立てて

以降、つなぎ込みが可能となる区域の整備を進めてきました。 

平成１１年度につなぎ込み可能区域の整備率は１００％となり、現在は９４％の水洗化率となって

います。下水道事業は、特別会計という独立した会計で管理・運営をしています。 

 
下水道事業の運営 その他 

施設の維持管理など 30 万円 受益者負担金 

安 

全 

 

下水道施設建設の借金 5,537 万円 下水道使用料  
4,110 万円 1 億 4,223 万円 

歳 入 

4 億 4,531 万円 

歳 出 

4 億 4,531 万円 

 

一般会計からの繰入れ 

2 億 6,168 万円 

（うち地方交付税による 

国の負担約 1 億 5,513 万円）

流域下水 

道負担金 

6,670 万円 

下水道 

施設の 

借金の返済 

3 億 2,324 万円 

- 122 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
11 公共下水道の整備促進 （下水道事業特別会計） 

 

公共下水道事業の運営 2,299 万円  公共下水道施設の維持管理 3,238 万円

(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

 

安 

全 

下水道を運営していくために必要となる経費

です。 

 

主な経費 

・職員の人件費 904 万円

・日本下水道協会等への負担金 16 万円

・消費税 1,000 万円

・その他の経費      379 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・下水道の使用料 など  1,936 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れなど) 

     363 万円

 

下水道本管の維持管理やマンホールポン

プ・雨水排水ポンプ場の点検管理などにかかる

経費です。施設を良好に稼動させるため、適切

な管理に努めます。 

 

主な経費 

・職員の人件費 221 万円 

・下水道本管の清掃・補修 2,229 万円 

・マンホールポンプの管理 210 万円 

・雨水排水ポンプ場の管理 184 万円 

・検査口の設置工事 27 万円 

・その他の経費 367 万円 

============== 財源内訳 ============== 

・下水道の使用料 など 1,675 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れなど) 

 1,563 万円 
 

予算: 1.1.1 一般管理費 (下水道事業特別会計) 

 3.1.1 予備費 (下水道事業特別会計) 予算: 1.2.1 施設管理費 (下水道事業特別会計)

 

流域下水道負担金 6,670 万円  下水道施設の借金の返済 3 億 2,324 万円
 (担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

町の公共下水道をつなぎ込んでいる千曲川流

域下水道幹線と、終末処理場「クリーンピア千

曲」の維持管理費と建設費の一部を負担します。

 

主な経費 

 ・千曲川流域下水道維持管理負担金 

 5,511 万円

 ・千曲川流域建設事業町負担金 1,159 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

 ・下水道の使用料 など 5,511 万円

 ・町の負担 (借金) 1,120 万円

 ・町の負担 (一般会計からの繰入れなど) 

  39 万円

 下水道施設を建設するために借りたお金を

返済します。返済の際には、元金と利子の約

54%が、地方交付税として国から交付されま

す。 

 

主な経費 

・元金の返済 2 億 2,633 万円 

・利子の支払い 9,691 万円 
 
=============== 財源内訳 ===============

 
・受益者負担金 295 万円 

・下水道の使用料 など 4,836 万円 

・町の負担 (借金) 2,990 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れなど)  

 2 億 4,203 万円 
 
 

 

予算: 1.3.1流域下水道施設管理費(下水道事業特別会計)  
       1.3.1 流域下水道施設整備事業費 

(下水道事業特別会計)

予算: 2.1.1 償還元金 (下水道事業特別会計)

 2.1.2 償還利子 (下水道事業特別会計)

 

- 123 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
12 農業集落排水の整備促進 （農業集落排水事業特別会計） 

 

農業集落排水事業 

(担当: 建設水道グループ)

 農業集落排水事業は、農業用水の水質保全や農村の生活環境の改善と合わせて、地域の水質保全を

目的としています。機能的には、公共下水道事業と同じものです。昭和６３年から供用を開始し、現

在９４％を超える水洗化率となっています。 

 農業集落排水事業は、下水道事業と同様、特別会計という独立した会計で管理・運営をしています。

 
集排事業の 

その他 
運営施設の  10 万円 

安 

全 

   

農業集落排水事業の運営 1,302 万円  農業集落排水施設の維持管理 2,895 万円

(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

農業集落排水事業を運営していくために必

要となる経費です。 

 

主な経費 

・職員の人件費 1,111 万円

・その他の経費 191 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・集落排水の使用料 など   1,252 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れなど) 

50 万円 

 各家庭から排出された汚水は、下水道本管を

経由して処理場に流れ込みます。これらの施設

が良好に稼動するよう、適切な管理に努めます。

 

主な経費 

・処理場施設の修繕 418 万円 

・処理場管理保守の委託 960 万円 

・本管の清掃・補修 65４万円 

 ・その他の経費 86３万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・集落排水の使用料 など 1,442 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れなど) 

 1,453 万円 

 

 予算: 1.1.1 一般管理費 (農業集落排水事業特別会計)

 3.1.1 予備費 (農業集落排水事業特別会計)  予算: 1.2.1 施設管理費 (農業集落排水事業特別会計)

 

集排施設の建設 維持管理など  
1,414 万円 4,197 万円 

受益者分担金 

集排使用料 

2,726 万円 
歳 入 

歳 出 
5,611 万円 

5,611 万円 

一般会計から 

の繰入れ 2,875 万円 

（うち地方交付税による 

国の負担約 1,656 万円） 
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安 

全 

農業集落排水施設の借金の返済 1,414 万円  河川の整備促進 49 万円

(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

 汚水管や処理場を建設するために借りたお金

を返済します。返済の際には、元金と利子の約

51％が、地方交付税として国から交付されま

す。 

 

主な経費 

・元金の返済 1,064 万円

・利子の支払い 350 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・集落排水の使用料 など 42 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れなど) 

 1,372 万円

             

 

国・県が管理する一級河川の整備を促進する

ため、関係自治体で構成する期成同盟会に参加

し、各種行事や要望活動に参加します。 

 

主な経費 

・旅費、同盟会負担金 44 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 49 万円

予算: 2.1.1 償還元金 (農業集落排水事業特別会計 )

 2.1.2 償還利子 (農業集落排水事業特別会計 ) 予算: 7.3.1 河川総務費 (一般会計)

 

河川の維持管理 65 万円  水路の維持管理 503 万円

(担当: 建設水道グループ) (担当: 建設水道グループ)

 

 

県が管理する一級河川である深沢川の愛護活

動を行っている団体に対し、助成を行います。

 

主な経費 

・団体への交付金 15 万円

・除草剤散布の賃金 18 万円

・除草剤などの購入 16 万円

・流木等除去機械の借り上げ 16 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 65 万円

 

水路の機能を維持するため、適切な管理を行

います。 

 

主な経費 

・清掃業務の委託 199 万円

・土砂等除去機械の借り上げ 19 万円

・水路の修繕 168 万円

・甲蓋・グレーチングの購入 114 万円

・その他の経費 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・水路の占有使用料 13 万円

・町の負担 (一般財源) 490 万円

 

予算: 7.3.2 河川維持管理費 (一般会計) 予算: 7.3.2 水路維持管理費 (一般会計)
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水路の改良工事 6,884 万円

(担当: 建設水道グループ)

緊急度・優先度に応じて、町内の水路改良を行います。 

 

■ 北部水路ほか７路線（延長：７７０ｍ） 

■ 雨水浸透施設を松村駐車場に設置します。 

■ 千曲川雨水４－１号幹線の上流部の接続改善を行います。 

 

主な経費 

・測量設計の委託 398 万円 

・水路の改良工事 6,365 万円 

・電柱移転補償料 120 万円 

・その他の経費 1 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・地元寄付金 163 万円 

・町の負担 (借金) 5,030 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,691 万円 

 

 
水路の改良工事箇所   

 

 

安 

全 

 

  

 

大島水路  

北部水路  

林水路  

予算: 7.3.3 水路新設改良費 (一般会計)
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１3 河川、水路の整備 

 

 
水路の改良工事箇所  
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松村水路  

雁田水路  

矢島水路  

松の実水路  

中条水路  
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防災対策の推進と危機管理体制の整備 579 万円

(担当: 総務グループ)

災害時における被害を 小限に食い止めるには、「自分たちの地域は自分たちで守る」という地域の防

災力（団結力）が大切です。自治会ごとに作成された地域防災マップや地域支え合いマップを随時更新し、

マップを活用した防災訓練を行い、地域の防災力の強化を図ります。また、避難施設の拠点となる文化体

育館や、各自治会の公会堂などへ非常用飲料水などの備蓄を進めるとともに住民の皆さんの声を聞き

ながら、公会堂などへの備蓄品配付の検討を行い、防災意識の啓発に努めます。 

東日本大震災における原子力災害を機に、町内8か所の空間放射線量を測定し、結果をお知らせす

るとともに町の地域防災計画に原子力災害対策を追加し、放射能対策を進めます。 

 

 主な経費 

安 

全 

・災害用備蓄品・食料の購入 61 万円 

・災害対策用品（トイレなど）の購入 384 万円 

・県消防防災航空隊負担金 26 万円 

・自主防災組織への交付金 19 万円 

・その他の経費 89 万円 

 

 

 

 

  

  

=============== 財源内訳 =============== 

 
 

・町の負担 (一般財源) 579 万円 

予算: 2.1.9 防災対策費 (一般会計)

 

住宅等の「耐震化」の推進 3,523 万円

(担当: 総務グループ)

地震による被害を軽減するためには、住宅や建築物の耐震化が重要です。 

建築基準法改正（昭和５６年５月３１日）以前に着工した、倒壊の恐れのある一般住宅（木造）を

対象に、簡易耐震診断（全額補助）、精密耐震診断（全額補助）、耐震改修の補助を行います。 

また、地震などの災害の際、地域の皆さんの第一の避難所となる地域の公会堂の耐震化を進めるた

め、改修補助金の交付や、公会堂耐震改修資金貸付基金設置による貸付を行います。 

 

主な経費 
・耐震診断の委託 43 万円 

・住宅耐震改修の補助 480 万円 

・避難施設耐震改修の補助 1,000 万円 

・公会堂耐震改修資金貸付基金  

繰出資金 2,000 万円 

 

================ 財源内訳 ================ 

 

・国の負担 632 万円 

・県の負担 195 万円  
・町の負担 (一般財源) 2,696 万円 

 

予算: 2.1.9 住宅・建築物耐震改修等事業費 (一般会計)
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水害対策 18 万円

(担当: 総務グループ)

松川や千曲川などが増水し、堤防の決壊など

の恐れがある場合、木流し工法や土のう積み工

法などで被害を防止します。 

 

主な経費 
・機械などの修繕 10 万円

・水防用資材の購入 5 万円

・土のう袋 など 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 18 万円

 

予算: 8.1.4 水防費 (一般会計)

 

東日本大震災の復興支援 55 万円

(担当: 行政改革グループ)

未曾有の東日本大震災から一年余、被災地の復興はまだ始まったばかりです。 

小布施町でも物資の支援、被災者の受入、義援金の募集、町民のみなさんのボランティア活動の支

援等、さまざまな復興支援を行ってきました。 

今後も小布施町と交流のある岩手県大船渡市などへの継続した復興支援を行います。 

 

主な経費 

 ・被災地支援活動旅費 など  55 万円 

======================================= 財源内訳 ======================================= 
 

・町の負担（一般財源） 55 万円 

安 

全 

予算: 3.3.1 災害援助費 (一般会計)
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消防施設などの維持管理 373 万円

(担当: 総務グループ)

消防指令車と消防小型動力ポンプ付積載車

（９台）の維持管理や、既設の消火栓の移設を

行います。 

 

主な経費 

・消防指令車、小型動力ポンプ付積載車の 

車検、点検、自賠責保険 など 65 万円

・消火栓の移設工事 147 万円

・ホースなどの購入や修繕 102 万円

・消防庁舎火災保険料 12 万円

・消耗品その他 46 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・消防詰所光熱水費等負担金 3 万円

・町の負担 (一般財源) 370 万円

予算: 8.1.3 消防施設管理費 (一般会計)

 

須坂市消防署小布施分署の運営 1 億 7,025 万円 

(担当: 総務グループ)

常備消防・救急業務を須坂市に委託しています。 

現在、小布施分署は６人の３交代、計 18 人で業務に従事しています。 

 

主な経費 

・消防業務の委託  1 億 6,880 万円                   

■内 訳 

分署の職員人件費 1 億 2,893 万円                  

通信指令台関係 389 万円                  

安 

全 

その他分署運営費 3,598 万円 

・消防救急無線ﾃﾞｼﾞﾀﾙ実施設計負担金 145 万円                  

                 

==================== 財源内訳 =====================                 

 

・町の負担（借金） 130 万円                  

・町の負担（一般財源） 1 億 6,895 万円                   

 

 

予算: 8.1.1 消防分署運営費 (一般会計)
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消防団の運営 2,769 万円

(担当: 総務グループ)

現在消防団は 183 人の団員により、３分団９部（コミュニティ単位）体制で運営しています。 

活動は、火災や災害時の出動、常時の火災予防活動（月１回の巡回など）のほか、火災・災害に備

えての訓練を行っています。地域防災の要である消防団活動を通じて、地域の絆をより強固なものと

していきます。 

 

安 

全 

主な経費 

・団員への報酬、手当、退職報償金 など 2,387 万円                  

・消防団運営費 194 万円                  

・消防団活動交付金、負担金 167 万円                 

・その他の経費 21 万円                  

   

==================== 財源内訳 =====================                 

 

・分団関係寄付金 など 22 万円                  

・消防団員等公務災害補償等共済基金より 841 万円                  

・町の負担 (一般財源) 1,906 万円                   

予算: 8.1.2 消防団運営費 (一般会計)

 

女性防災クラブの運営 85 万円  防火水槽の整備 417 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 総務グループ)

 女性防災クラブは平成６年に発足し、各自治

会から推薦された６８人のクラブ員により構成

しています。 

火災予防の啓発活動、救急法や初期消火技術

の習得、災害時における救助や炊き出し等被災

者の援護に関する活動を行っています。 

 

主な経費 

・クラブへの運営交付金 50 万円

・傷害保険料 27 万円

・その他の経費 8 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 85 万円

消防・防災力の向上を図るため、消防水利が

不足している地区に防火水槽の新設工事を行い

ます。 

 

主な経費 
・設計監理の委託 17 万円

・防火水槽の新設工事 400 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (借金) 300 万円

・町の負担 (一般財源) 117 万円

 

 

予算: 8.1.2 女性防災クラブ運営費 (一般会計) 予算: 8.1.3 消防施設整備事業費 (一般会計)
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防犯活動の推進 117 万円

(担当: 総務グループ)

防犯活動を担っている各種防犯ボランティア団体や警察など関係機関と情報を共有するため、防犯

活動連絡会を定期的に開催し、二重三重の防犯体制の構築を進めていきます。 

自治会から選出された７4 人の防犯指導員による、町内のパトロールや年末年始の防犯診断（町内

全戸に対するかぎ掛け等の診断）や、関係団体の協力による青色回転などを装備した車でパトロール

（通称：青パト）、防犯協会女性部による啓発活動などを行い、地域の防犯力の向上に努めます。 

また、駅前駐輪場などに防犯カメラを設置し、犯罪が発生しにくい環境を整備します。 

 

主な経費 
  ・防犯指導員会への交付金、保険料 16 万円 

・防犯指導員巡回備品などの購入 10 万円 

・防犯カメラの設置 51 万円 

・須高防犯協会連合会負担金 40 万円 

 

================= 財源内訳 ===================== 

 

・町の負担 (一般財源) 117 万円 

予算: 2.1.1 防犯活動費 (一般会計)

 
 安全な交通環境の維持と交通事故防止 生活灯の設置 180 万円 376 万円
 (担当: 生活環境グループ) (担当: 地域整備グループ)

安 

全 

夜間における歩行者の安全と防犯を目的に、

通勤・通学路を中心に LED 電球を使い生活灯

の計画的な設置と修繕を行います。 

なお、生活灯の軽微な修繕や電気料は、自治

会に負担いただいています。 

 

■生活灯の新設 

■生活灯の器具交換 

 

主な経費 
・生活灯の工事費 など 175 万円

・生活灯の電気料 (町管理分) 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 180 万円

 

道路反射鏡や道路区画線などの設置や修繕

などを行い、安全に通行できる環境を整えま

す。 

 

主な経費 

・反射鏡などの設置・修繕 376 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 376 万円

 

予算: 4.2.1 生活灯管理費 (一般会計) 予算: 7.2.5 交通安全施設設置費 (一般会計)
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交通災害共済の推進 74 万円  違法駐車に対する指導 69 万円

(担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

 

安 

全 

北信地域町村交通災害共済は、交通事故に遭

ってしまった人とその家族を救済するために、

住民と北信地域の町村が一体となって助け合う

ことを目的としています。 

事務処理にかかる費用のほか、自治会に対し、

加入推進のための経費の一部を交付します。 

また、今年度から中学生以下のみなさんの掛

金を無料とし、加入の促進やサービスの向上を

図ります。 

 

主な経費 
・交通災害共済推進交付金 27 万円

・交通災害共済業務の電算委託  13 万円

・交通災害共済掛金 34 万円

 （中学生以下の公費分） 

=============== 財源内訳 =============== 

・交通災害共済町村事務費負担金 45 万円

・町の負担 (一般財源) 29 万円

春や秋の行楽期を中心に、北斎館周辺へ駐車

指導員を配置し、違法駐車の指導や駐車場の案

内をすることで、より安全に通行できる環境に

します。観光客から道案内など聞かれることも

多く、観光案内としての役割も果たしています。

 

主な経費 

・駐車指導員の謝礼  45 万円

・その他の経費 24 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 69 万円

 

 

予算: 7.2.5 交通安全対策費 (一般会計) 予算: 7.2.5 駐車指導事業費 （一般会計）

 

交通安全の啓発と推進 82 万円

(担当: 地域整備グループ)

町民みんなの願いである「事故のない明るいまちづくり」を呼びかけ、活発な活動を行っている交

通安全協会の支援や町の行事での車輌誘導業務を委託し、交通事故防止を図ります。 

 

主な経費 

・町交通安全協会への補助      10 万円 

・諸行事街頭警備の委託       37 万円 

・道路標示用ペンキ等の購入       19 万円 

・その他の経費                     16 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源)              182 万円 

 

交通安全人波作戦の様子 

予算: 7.2.5 交通安全対策費 (一般会計)
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安 
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除雪と凍結防止剤の散布 554 万円  消費生活対策活動の推進 19 万円
 (担当: 建設水道グループ) (担当: 生活環境グループ)

主に、通勤・通学路の除雪と凍結防止剤の散

布を、民間業者に委託して行います。 

 

 ■ 道路の除雪        80.5ｋｍ 

 ■ 歩道の除雪         ４.3ｋｍ 

 ■ 駐車場等の除雪       29 箇所 

■ 凍結防止剤の散布      12.8ｋｍ 

 

主な経費 
・除雪機械の借り上げ 286 万円

・凍結防止剤の購入 218 万円

・小型除雪機保険料 12 万円

・その他の経費 38 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 554 万円

 

消費者問題への意識を高め、悪質商法などの

被害に遭わないための情報提供や相談をお受け

します。 

 

主な経費 

・消費生活相談機能の強化 

（書籍購入など） 10 万円

・消費者の会活動交付金 7 万円

・消費生活展の開催 など 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 10 万円

・町の負担 (一般財源) 9 万円

 

予算: 7.2.2 道路除雪費 (一般会計) 予算: 2.1.8 消費生活対策費(一般会計)

 
 千曲川河川公園の維持管理 349 万円 街区公園の維持管理 202 万円
 (担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

散策路にもなっている全長４Ｋｍの桜堤の維

持管理を行います。ウォーキングなどで堤防上

を利用される人のために、平成 23 年度から冬

期間を除き仮設トイレを設置していますが、本

年度は身障者用仮設トイレも設置します。 

また、菜の花畑の管理を実施している地元有

志による「黄金島の会」の活動を支援します。

 
主な経費 
・桜堤の除草などの委託 167 万円

・仮設トイレの借り上げ 52 万円

・菜種・肥料などの購入 234 万円

・桜枯木補植の委託 42 万円

・その他の経費 64 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 349 万円

皇大神社内の公園、逢瀬公園、福原公園など

の維持管理を、地元自治会や育成会とともに行

います。 

 

主な経費 

・遊具の修繕 21 万円

・光熱水費 55 万円

・清掃の委託 58 万円

・土地の借り上げ 11 万円

・自動車借り上げ 35 万円

・その他の経費 21 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・電気料負担 13 万円

・町の負担 (一般財源) 189 万円

 

予算: 7.3.4 河川公園管理費 (一般会計) 予算: 7.4.3 都市公園管理費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
21 公園管理の充実  

 

安 

全 

街区公園の施設工事 178 万円  小布施総合公園の維持管理  2,024 万円
 (担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

皇大神社内の小布施児童公園のベンチを、利

用者が安全に利用できるよう整備をします。 

また、なつめ公園に水飲み場の設置を行いま

す。 

 

主な経費 

・街区公園改修工事 167 万円

・その他の経費 11 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 178 万円

 

 

家族連れなど多くの人でにぎわう小布施総合

公園（14.6ha）を、気持ち良く安全に利用し

ていただけるよう維持管理を行います。 

芝生広場や噴水広場、遊具広場、マレットゴ

ルフ場、ドッグランなどを備えています。また、

道の駅「オアシスおぶせ」として 24 時間トイ

レや休憩施設も利用でき、高速道・一般道運転

者などの休憩の場としても活用されています。

 

主な経費 

・光熱水費 371 万円

・施設の修繕 123 万円

・公園設備などの管理の委託 327 万円

・緑の管理人の賃金 924 万円

・その他の経費 279 万円

================ 財源内訳 ============== 

・公園使用料 など 163 万円

・町の負担 (一般財源) 1,861 万円

予算: 7.4.3 都市公園整備事業費 (一般会計) 予算： 7.4.3 総合公園管理費 (一般会計)

 

総合公園内安全利用のための遊具修繕など  242 万円

(担当: 地域整備グループ)

 小布施総合公園の老朽化した施設の改修を行

います。 

 

主な経費 

・噴水設備などの修繕工事 242 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 242 万円

 

予算： 7.4.3 総合公園整備事業費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
22 景観の指針の策定 

 

優良景観建築物等の認定 20 万円  まちづくりデザイン委員会活動 67 万円

(担当: 地域整備グループ) (担当: 地域整備グループ)

 総合的に景観が優れている建物などを、優良

景観建築物などとして認定します。 

安 

全 

 

主な経費 

・認定証 13 万円

・景観パネルなどの作成費 など 7 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 20 万円

 

町の景観に関する重要な事項を審議する

「まちづくりデザイン委員会」の機能を充実

し、清楚で快適な生活空間づくりを進めます。

 

主な経費 

・委員への報酬  8 万円

・特別委員への謝礼  59 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 67 万円

 

 

  

予算: 7.5.1 景観事業費 (一般会計) 予算: 7.5.1 景観事業費 (一般会計)

 

 

まちづくり大学・講習会の開催 226 万円

(担当: 地域整備グループ)

まちづくりの先進地のリーダーを招いて、第２ステージの実現に向けての施策を探り、住民と一緒

に学ぶ場として、まちづくり大学を開催します。 

 主な経費 
 ・講師への謝礼 92 万円

・臨時職員の賃金 65 万円
 ・その他の経費 69 万円

  

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 226 万円

 

 

 

 

                                             予算: 7.5.1 まちづくり総務費（一般会計）

7.5.1 景観事業費(一般会計) 
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
22 景観の指針の策定  23 官学協働の景観研究の推進 

 

（新）電線類地中化の推進 372 万円

(担当: 地域整備グループ)

平成 20 年度から検討を進めてきた国道 403

号の整備実現に向け、景観を大きく左右する電

線類についての地中化の可能性の検討を行いま

す。 

 

主な経費 
 

・電線類地中化検討業務の委託 372 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 372 万円

 

予算: 7.5.1 まちづくり総務費 (一般会計)

 

東京理科大学・小布施町まちづくり研究所の活動支援 400 万円

(担当: 地域整備グループ)

地域の特性を生かした景観の研究に優れた実績のある東京理科大学との協働により、平成 17 年７

月に開所した「東京理科大学・小布施町まちづくり研究所」も７年が経過しました。 

今までの研究成果や住民とのふれあいを基に活動してきた成果を財産とすべく、それぞれの地域や

景観の特徴をテーマにした調査活動を計画しています。 

■栗ガ丘小学校・小布施中学校との次世代ワークショップ 

■町の資源を活かしたウォーキングコースの提案

安 

全 

■研究報告会の開催 

 

主な経費 

・研究所への活動委託 350 万円                  

・滞在施設の光熱水費 など 50 万円                   

   

==================== 財源内訳 =====================                 

 

 

・町の負担 (一般財源) 400 万円                 

予算: 7.5.1 官学協働のまちづくり事業費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
24 景観整備の推進  25 良質な住宅建築の促進 

 

景観に配慮した建築物などへの助成 164 万円

(担当: 地域整備グループ)

景観形成に配慮していると認められる建物の

新築や屋外広告物の撤去・改修、生け垣の設置

に対し、その費用の一部を補助します。 

 防災対策としてブロック塀を撤去し、生け垣

を設置する場合についても補助をします。 

主な経費 

・住宅・店舗の補助 

(限度額 10 万円、３年間継続) 100 万円

・広告物の撤去・改修 

(限度額５万円) 10 万円

安 

全 

・生け垣設置の補助 

ブロック塀撤去→生け垣設置  

(２／３補助、限度額７万円) 

生け垣設置 (１／２補助、限度額 5 万円)

 54 万円
 

=============== 財源内訳 =============== 

 
・町の負担 (一般財源) 164 万円

 
予算: 7.5.1 景観事業費 (一般会計)

 

住まいづくり相談の実施 38 万円

(担当: 地域整備グループ)

景観形成に配慮した住まいづくりをさらに推進するため、住宅の新築及び増改築時において、建築

物のデザインや形態についての指導・助言や助成制度の説明等を行います。現在月 1 回（第３水曜日）

に行われている開催日のほかに、土・日曜日の試行開催など、より利用しやすい体制づくりを整えま

す。相談は電話やファックス等でもお受けしていますので、気軽にご利用ください。 

 

■開催日等：毎月第３水曜日 午後２時～４時（休日などの開催も予定しています） 

■場 所：公民館２階 音楽室 

 

主な経費 

・相談員への謝礼 38 万円 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

・町の負担 (一般財源) 38 万円 

 

※ 「小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例」と「小布施町景観計画」により、景観形成重

点地区（開発基準が他地域より緩和される反面、良好な景観を維持していくため、厳しい景観基

準を設けている市街化調整区域内の地区）においては、住まいづくり相談での事前協議が義務付

けられています。 

 

予算: 7.5.1 住まいづくり相談事業費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
25 良質な住宅建築の促進  26 町政への直接参加システムの構築 

 

町営住宅の維持管理 208 万円

(担当: 地域整備グループ)

町営住宅は、住宅にお困りで所得など一定の条件に該当する人が入居できる住宅で、水上に 50 戸

あります。空きが出た場合は随時、町のホームページ、町報などで入居者の募集をします。 

入居者の皆さんで組織される管理組合とともに、良好な住環境の維持管理を行います。 

 

 主な経費 
 ・住宅施設の修繕 67 万円 
 

安 

全 

・火災保険料 22 万円 
 ・臨時職員の賃金 113 万円 
 ・その他の経費 6 万円 
  
   ================== 財源内訳=================== 
  

・町営住宅入居者の家賃 など 202 万円 

・建物共済負担金  6 万円 

 

 

 

 

※町営住宅に入居されている方からの家賃等は、町営住宅の推持管理経費のほか、町営住宅を建設し

た際の借金の返済にも充てています。 

予算: 7.6.1 町営住宅管理費 (一般会計)

 

小布施まちづくり委員会の運営 119 万円

(担当: 交流グループ)

小布施まちづくり委員会は、発足から 5 年目

を迎えます。安全、環境、福祉、交流、千曲川

ハイウェイミュージアムの有効活用の 5 部会に

加え、昨年新たに「教育を考える部会」がスタ

ートしました。 

様々な立場の町民の皆さんが意見を交わしな

がら、自主的に住み良いまちづくりを考え実践

していく場として定着し活性化するよう、運営

方法を工夫します。また、テーマに応じて関係

機関や各種団体との連携を強めていきます。 

 

主な経費 
あなたも、まちづくり委員会に参加しませんか！ 

・活動交付金 100 万円 
小布施のまちづくりに参画しようとする16歳

以上の人なら、どなたでも委員になれます。 
・その他の経費 19 万円 

 
詳しくは、まちづくり委員会事務局（交流グル

ープ内 Tel: 247-3111）までお問い合わせくだ

さい。 

================ 財源内訳 ================ 

 

・町の負担 (一般財源) 119 万円 

予算: 2.1.6 まちづくり委員会運営費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
27 町民参加機会の拡充  28 情報の公開と共有化の推進 

 

町政懇談会の開催 0 円  私の意見箱の設置 0 円

(担当: 行政改革グループ) (担当: 行政改革グループ)

 

安 

全 

町民の皆さんと協働のまちづくりを進めるた

め懇談会を開催します。 

今年度はすべての自治会で懇談会を開催、地

域毎の課題と町からのテーマを深く掘り下げま

す。 

 

町では、町民の皆さんのまちづくりなどに対

する思いを気軽にお寄せいただけるよう、各自

治会の公会堂などに「私の意見箱」を設置して

います。 

より良いまちづくりのために、皆さんのアイ

デアやご意見をお寄せください。 

 

「町報おぶせ」の発行 932 万円

(担当: 行政改革グループ)

小布施の魅力や価値を発信し、町の皆さんが取り組む活動を応援するマガジン「町報おぶせ」を、

毎月 20 日に発行します。町の皆さんと行政のパイプ役を担い、特集で町の話題や課題などさまざま

な角度から取り上げ、町民と共に魅力ある町づくりを目指します。 

なお、町報では有料広告を募集・掲載しています。ご希望の方はご利用ください。 

 

主な経費 
・町報の印刷 811 万円 

・広報員への謝礼 11 万円 

・編集機器、カメラの購入 82 万円 

・その他の経費 28 万円 

 

==================== 財源内訳 ====================

 

・町報広告掲載料  13 万円 

・社会福祉協議会ボランティアセンターだより掲載料  35 万円 

・町の負担 (一般財源) 884 万円 

 

予算: 2.1.2 町報発行事業費 (一般会計)

 

- 140 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
28 情報の公開と共有化の推進 

 

同報無線 （防災行政無線） の運用・整備 343 万円

(担当: 行政改革グループ)

町民の皆さんへ情報を迅速にお伝えする手段として、また災害時などの情報伝達手段として町内の

全世帯・事業所へ戸別受信機をお配りし、また町内 7 カ所に屋外放送施設を設置しています。 

朝・昼・晩に流している定時放送では、正確で親しみある放送を心がけ、町民の皆さんが必要とす

る情報をお知らせしていきます。 

今年度は同報無線のあり方に向けての検討を進めていきます。 

受信機が聞こえなくなった場合は、行政改革グループにご相談ください。 

  

主な経費 

・戸別受信機の購入 277 万円

・保守点検の委託 52 万円 

・アナウンス講習への謝礼 8 万円 

・その他の経費 6 万円 

 

==================== 財源内訳 ====================

 

・町の負担 (一般財源) 343 万円 

 
予算: 2.1.2 同報無線事業費 (一般会計)

 

カメラ・ビデオの撮影、写真・映像のデータ保存 129 万円

(担当: 行政改革グループ)

今の小布施の様子を後世に伝えるため、カメラ・ビデオリポーターの皆さんに町の様子や地域の催

しなどを撮影していただいています。撮影の際は、町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

撮影とあわせて、広報活動で撮影した写真や映像などをデータ化して保存していきます。 

なお、ビデオリポーターの皆さんに撮影していただいたイベント等のビデオは、まちとしょテラソ

で閲覧できますので、ぜひご視聴ください。 

 

主な経費 

・臨時職員の賃金(記録写真などのデータ化) 72 万円 
 

・カメラ・ビデオリポーターへの謝礼 49 万円 

（ビデオの編集を含む）  

・データ保存・記録用テープ など 6 万円 安 

全 

・日本広報協会の会費 2 万円 

 

==================== 財源内訳 ==================== 

 

・町の負担 (一般財源) 129 万円 

予算: 2.1.2 広報広聴活動費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
28 情報の公開と共有化の推進  29 住民自治活動との連携 

 

「ここに使います ことしの予算！」の発行 130 万円  （新）グラフおぶせの作成 260 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 行政改革グループ)

 

安 

全 

その年の予算の使い道や事業などを分かりや

すくまとめた「ここに使います ことしの予

算！」を作成します。 

巻末には美術館などの企画展や生涯学習の年

間計画をまとめた「生涯学習カレンダー まなぷ

らん」が折り込んでいます。冊子から切り離し

てご利用ください。 

 

主な経費 
・「ここに使います ことしの予算！」の発行 130 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 130 万円

 

未来を見つめながら小布施の“今”のまちづ

くりの姿を活写するふるさと生活誌「グラフお

ぶせ」を発行します。 

過去、現在、未来の町民の皆さんの思いと取

り組みについて深く掘り下げ、いきいきとした

小布施の協働のまちづくりの様子を伝えなが

ら、まちづくりの「真」基準に迫ります。 

 

主な経費 
・グラフおぶせの作成     260 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 260 万円

 

予算: 2.1.2予算事業説明書作成事業費(一般会計) 予算: 2.1.2 グラフおぶせ作成事業費 (一般会計)

   

自治会活動の支援 679 万円  コミュニティ地区活動の支援 584 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 総務グループ)

 も身近な住民自治の場である自治会の活動

を支援します。自治会活動に対する保険に加入

するほか、自治会間の連携を図るための自治会

連合会や環境美化委員会の活動に対し交付金を

お支払いします。 

また、町報など役場からのお知らせの配布事

務などに対して委託料をお支払いします。 

 

主な経費 

・自治会事務の委託 392 万円

・自治会・環境美化委員会交付金 163 万円

・自治会活動保険掛金 86 万円

・その他の経費 38 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・自治会活動保険地元負担金 43 万円

・町の負担 (一般財源) 636 万円

 

自治会の枠を越えた地域の支え合いの場であ

るコミュニティ地区の活動に対し補助金を交付

します。また、職員の設置に対しての補助など

を行います。 

 

主な経費 

・コミュニティ地区職員設置交付金 420 万円

・地域づくり活動事業補助金  30 万円

・コミュニティセンターの修繕  50 万円

・その他の経費  84 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・コミュニティセンター火災保険料地元負担金 8 万円

・町の負担 (一般財源) 576 万円

 

予算: 2.1.7 自治会活動費 (一般会計) 予算: 2.1.7 コミュニティ推進事業費 (一般会計)
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30 まちづくり活動との連携  31 定住の推進 

 

600 万円まちづくり活動の支援 
～まちづくり活動を応援します！～ 

(担当: 総務グループ)

■対象事業 情熱と意欲をもってまちづくりに取り組んで

いる皆さんの活動に対し補助金を交付します。 ①自らが企画・実施 
 ②広く町民の方が参加 
 ※ 補助の概要は右の囲みをご覧ください。

安 

全 

 
③地域の活性化と発展につながるまちづく

り事業 
 

主な経費 

（ただし、政治・宗教・営利活動など、対

象外となる事業があります） 

・まちづくり活動への補助 600 万円

 

=============== 財源内訳 ===============  
 ■補助額  
・町の負担 (一般財源) 600 万円

1 年目、3/4 以内 300 万円上限 
 

2 年目、2/3 以内 300 万円上限 

3～5 年目、１/2 以内 100 万円上限 

（人件費や会議時の食糧費は除きます） 

 

シンポジウム等で活動状況を発表いただくこ

とがあります。 

予算: 2.1.7 まちづくり活動推進事業費（一般会計)

 

（新）（仮称）小布施町定住支援センターの開設 0 円

(担当: 行政改革グループ)

県都長野市に隣接、適度で気持ち良い絆を感じながら、 

まちづくりの一員としても生活できるまち「小布施」。 

小布施の強み・好条件を活かし、小布施に家を持つこと 

が一つのステータスになるような、新しいベットタウンを 

目指します。 

小布施で暮らしたいという方の窓口として「（仮称） 

小布施町定住支援センター」を開設し、定住促進のための 

さまざまな相談や支援を行います。 
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31 定住の推進 

 

(新)都市農村交流の推進による定住人口増加のモデル実験 1,241 万円

(担当: 交流グループ)

町、県、各種団体、企業、大学など多様な主体の連携・協働により、都市農村交流の一層の推進を

図ります。これらの取組みをきっかけに、都会にお住まいの方々が小布施の生活文化に触れ、地方な

らではの価値観や田舎暮らしに魅力を感じていただくことで、将来的な定住人口の増加につなげます。

 

 

■小布施若者会議(仮称)の開催 

次世代を担う町内外の若者が、社

会に対する想いを主張し、議論を繰

り広げ、新しい価値観の創出を目指

す「小布施若者会議(仮称)」を開催

します。 

課題解決の実現性を求める実践系

のテーマと、小布施から発信する思

想について深く語る思想系のテーマ

を設定し、 終的にこれらの融合を

図る創造的な会議を目指します。 

 

期 日：９月７日(金)～９日(日) 

会 場：北斎ホールほか町内各所 

参加者：高校生から概ね 35 歳までの多様な価値観を持った学生、社会人など 150 人程度 

プログラム案： 

【７日(金)】フィールドワーク (町に出て町内外の若者が町民の皆さんと論じ合う) ／ 基調講演

【８日(土)】テーマ別討議 (例えば農業がテーマであれば「畑」を会議場に仕立てるなどの工夫)

【９日(日)】全体討議 (実践系・思想系の各テーマの議論を融合) ／ 発表 ／ 講評 

 

 

■都市農村交流事業の推進 

豊かな農資源を活かし、都会にお住まいの方々に農村の魅

力や暮らし、生活文化を味わっていただく短期滞在型の都市

農村交流事業を更に推進します。 

これまでの取組みに更に磨きをかけ体験プログラムを魅力

化するとともに、様々な団体・機関と連携しながら、情報発

信、コーディネート、体験実施・サポートを日常的に行える

組織的な受入体制の構築を目指します。 

 

 
安 

全 

主な経費 

・都市農村交流推進事業の委託 1,241 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・県の負担 (新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金) 700 万円 

・町の負担 (一般財源) 541 万円 

 

予算: 2.1.6 新しい公共の場づくりのためのモデル事業 (一般会計)
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32 人事管理の充実 

 

職員の健康管理と福利厚生 369 万円

(担当: 総務グループ)

職員の健康管理のため、人間ドックや健康診

断、カウンセリング・メンタルヘルスを行いま

す。 

 

主な経費 

・人間ドックの委託 105 万円

・健康診断の委託 166 万円

・産業医の委託 12 万円

・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの委託 14 万円

・職員団体生命保険料 41 万円

・職員互助会への交付金 10 万円

・福利厚生への交付金 21 万円
 

 

=============== 財源内訳 =============== 
 

 

・生命保険事務取扱手数料 20 万円

・町の負担 (一般財源) 349 万円

 

予算: 2.1.1 職員福利厚生費 (一般会計)

 

町長ほか職員の給与など 5 億 4,485 万円

(担当: 総務グループ)

民間給与との均衡を図りながら、職員の適正な給与の支給を行います。 

 

主な経費 

・町長、副町長、教育長給料 2,221 万円 ・職員給料 (施設関係を除いた 63 人)  2 億 2,344 万円 

・    〃    手当 1,443 万円 ・    〃  手当  1 億 7,511 万円 

・    〃    共済費  600 万円 ・    〃  共済費  7,065 万円 

・嘱託職員の報酬 (施設関係を除いた 2 人)  772 万円 ・社会保険料 など 2,529 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・国の負担 (国民年金事務などに対するもの) 54 万円 安 

全 

・県の負担 (農業委員会の運営などに対するもの) 1,779 万円 

・職員派遣先の負担 (長野広域連合などからの人件費負担金) 29８万円 

・町営住宅使用料 など 349 万円 

・町の負担 (一般財源) 5 億 2,005 万円 

 

 

予算: 2.1.1 一般職人件費ほか (一般会計)
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32 人事管理の充実  33 情報化の充実 

 

行政改革の推進・職員の能力向上 1,012 万円

(担当: 行政改革グループ)

「すべては町民のために」を合言葉に、職員の「意識改革」と「行動変革」に挑戦します。 

 

主な経費 

（具体的な内容） ・職員の能力向上（職員研修の充実） 

・「聞く力」研修  1,012 万円 

・リーダーシップ、マネジメント研修  

・対話型コミュニケーションスキルアップ研修 

・組織・人事制度改革 

・業務プロセスの見直し 

・職員提案制度 

・職場の５S（整理・整頓・清潔・清掃・躾） 

など

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 
 

・町の負担 (一般財源) 1,012 万円 

 

 

予算: 2.1.1 職員研修費 (一般会計)

 

庁内ＬＡＮの運用など 3,528 万円

(担当: 行政改革グループ)

 証明書、保険証の発行や予算管理などを処理するシステムとパソコンを結ぶ庁内ＬＡＮや、全国の

行政機関を結ぶＬＧＷAN 等の整備を行い、行政サービスの高度化、行政の簡素・効率化を進めます。

 また、町民サービスの向上や経費削減のため、システムのあり方を調査研究します。 

 

主な経費 

・システム使用料、機器のリース 1,126 万円 

・機器保守などの委託 684 万円 

・情報アドバイザーの派遣 500 万円 

・機器等の購入 525 万円 

・回線等接続料 305 万円 

・その他の経費 388 万円 
安 

全 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・町の負担 (一般財源) 3,528 万円 

 

予算: 2.1.1 情報政策推進事業費 (一般会計)

 

- 146 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
33 情報化の充実   34 適正な財政運営 

 

（新）地域・観光情報発信ラジオ番組の制作 550 万円

(担当: 行政改革グループ)

小布施町・高山村・須坂市の「地域情報・観光情報・話題・グルメ・観光・地域の民話・イベント」

等にスポットを当てたラジオ番組を制作し、長野県域に幅広く小布施の情報を届けます。 

 放送予定日：4～9 月の毎週日曜日 午後 1～2 時の間で 20 分間  

※時間は変更になる場合もあります。 

 放 送 局：信越放送（SBC ラジオ） 

 

主な経費 

 ・ラジオ番組の制作委託  550 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 
 

・県の負担 550 万円 

 

予算: 2.1.2 町政情報発信事業費 (一般会計)

 

安 

全 

財務会計システムの運用など 376 万円  町債 （借金） の返済 4 億 7,322 万円

(担当: 総務グループ) (担当:総務グループ)

 庁内 LAN により予算の作成や支払伝票の処

理などを行います。情報を一元的に管理し、町

の予算書や決算書などの作成にも役立てていま

す。 

 

主な経費 
・財務会計システムの保守委託 158 万円

・財務会計システムの使用料 154 万円

・その他の経費 64 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 376 万円

 

道路や小・中学校などの施設を整備するため

の町債（借金）を返済します。 

なお、町債残高などの状況については、資料

編 179 ページをご覧ください。 

 

主な経費 
・元金の返済 4 億 819 万円

・利子の支払い 6,498 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・公営住宅使用料 1,552 万円

・ふるさと融資の回収金 3,472 万円

・町の負担 (一般財源) 4 億 2,293 万円

 

予算: 2.1.3 財政管理費 (一般会計)

予算: 10.1.1 償還元金 (一般会計)

10.1.2 支払利子 (一般会計)

10.1.3 公債諸費 (一般会計)
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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
34 適正な財政運営  35 広域行政の推進  36 財産管理 

 

基金（貯金）利子の積立て 42 万円  一般会計の予備費 2,120 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 総務グループ)

 

安 

全 

町では、大規模な建設事業への備えや、年に

よっては足りなくなるお金を補うために基金

（貯金）を蓄えています。 

基金は、定期預金として金融機関に預けたり、

国債を購入するなどしてより安全で有利な方法

で管理しています。そこで発生した利子は元の

基金へ積立てています。 

なお、基金の種類とそれぞれの残高について

は、資料編 180 ページをご覧ください。 

 

主な経費 
・基金利子の積立て 42 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・基金利子収入 42 万円

 

町が事業を行うときは、予算で目的や金額を

定めて、議会で認めてもらう必要があります。

しかし、災害への対応など、議会を開く時間

がない不測の事態に備え、お金を確保しておく

のが予備費です。 

 

主な経費 

・予備費 2,120 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 2,120 万円

 

 

予算: 2.1.5 町有財産管理費ほか (一般会計) 予算: 11.1.1 予備費 (一般会計)

   

長野広域連合への負担 288 万円  町有財産の維持管理 448 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 総務グループ)

質の高い行政サービスをより効率的に行うた

め、共通する行政課題について、他市町村と連

携して広域的に取り組んでいます。 

 

長野広域連合では、小布施町を含む管内 9 市

町村への集客力・滞在力を向上させるため、宿

泊・滞在に焦点を当てたガイドブックを作成し

ます。また、地域スポーツの振興・長野地域の

PR のため、地元のチームである「AC 長野パル

セイロ」、「信濃グランセローズ」、「信州ブレイ

ブウォリアーズ」と連携したスポーツ交流事業

を行います。 

 

主な経費 
・長野広域連合負担金 288 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 288 万円

財産の洗い出しや評価などを進め、町が所有

している土地などの財産の現況を点検し、未利

用のものや十分に活用されていないものについ

ては、売却や賃貸などにより有効活用を図って

いきます。 

 

主な経費 

・役場駐車場用地などの借り上げ 413 万円

・公会計制度講師謝礼 30 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 448 万円

予算: 2.1.6 広域行政推進費 (一般会計) 2.1.5 町有財産管理費 (一般会計)
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36 財産管理 

 

役場庁舎の維持管理 1,661 万円  庁用車の維持管理   1,067 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 総務グループ)

 

安 

全 

役場庁舎の電気代や暖房費、清掃の委託など

にかかる費用です。 

 

主な経費 

・光熱水費 638 万円

・清掃業務の委託 178 万円

・庁舎の修繕 200 万円

・灯油代 267 万円

・消防用設備保守点検の委託 63 万円

・エレベータ保守管理の委託 59 万円

・電気保安業務の委託 39 万円

・その他の経費 217 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1,661 万円

 

役場で使用する車のガソリン代や車検にかか

る費用です。 

 

主な経費 

・燃料費 247 万円

・自賠責、任意共済費 156 万円

・庁用車の修繕 194 万円

・庁用車のリース 320 万円

・高速道路使用料 62 万円

・自動車重量税         35 万円

・その他の経費 53 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・自動車共済保険負担金 33 万円

・町の負担 (一般財源) 1,034 万円

 

予算: 2.1.5 庁舎管理費 (一般会計) 予算: 2.1.5 庁用車管理費 (一般会計)

 

千曲川ハイウェイミュージアムの新しい活用 0 円

(担当: 交流グループ)

千曲川ハイウェイミュージアムは、切り絵やシアター映像で千曲川の歴史や文化を伝える美術館と

して平成 8 年にオープンしました。しかしながら現在、美術館としての存在感は北斎館や高井鴻山記

念館などに一歩譲り、費用対効果を考えると収支の改善も急がねばなりません。 

千曲川ハイウェイミュージアムが私たち町民にとってどんな施設であるのが望ましいのか、美術館

以外の使いみちも含めて民間事業者の皆さんから提案をいただき、新たな活用方法を考えます。 
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37 戸籍・住民基本台帳  38 選挙 

 

戸籍に関する事務 718 万円  住民票・印鑑証明・外国人登録に関する事務  329 万円

(担当: 生活環境グループ) (担当: 生活環境グループ)

 

安 

全 

戸籍関係の届出の受付や証明書の発行などを

行います。 

 

主な経費 

・戸籍証明書用用紙の購入 9 万円

・戸籍システムの保守委託 163 万円

・戸籍システムのリース料 295 万円

・戸籍システムの使用料 239 万円

・事務用品の購入 など 12 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・戸籍謄本などの発行手数料 226 万円

・町の負担 (一般財源) 492 万円

 

転入・転出等の届出の受付、住民票・印鑑証

明などの発行および外国人登録事務を円滑に行

うための経費です。住民基本台帳法改正（7 月）

により、外国人住民が住民基本台帳の適用対象

になります（外国人登録事務は廃止されます）。

 

主な経費 

・住民票・印鑑証明書用用紙の購入 29 万円

・住民基本台帳システムの使用料 223 万円

・事務用品の購入 など 77 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・住民票などの発行手数料 264 万円

・国の負担 10 万円

・県の負担 2 万円

・町の負担 (一般財源) 53 万円

予算: 2.3.1 戸籍事務費 (一般会計) 予算: 2.3.1 住民基本台帳事務費 (一般会計)

   

住基ネットに関する事務 412 万円  選挙管理委員会の運営と啓発活動  97 万円

(担当: 生活環境グループ) (担当: 総務グループ)

住基ネットは、住基カードの交付や住所地以

外での住民票の広域交付、転入届の簡素化など、

全国共通のネットワークを構築するシステムで

す。住基カードは、公的な身分証明書としての

利用や e-Tax などの電子申請に利用できます。

 

 

主な経費 

・住基ネットシステムの保守委託 214 万円

・字ファイル更新業務の委託 25 万円

・住基記録県報告業務の委託 25 万円

・住基ネット機器のリース料 118 万円

・住基カード発行の委託 15 万円

・公的個人認証システムの保守委託 10 万円

・その他の経費 5 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・住基カード発行手数料 5 万円

・町の負担 (一般財源) 407 万円

選挙管理委員会では、町議会議員や町長の選

挙をはじめ、国会議員や県議会議員、県知事の

選挙に関する事務を行います。 

 また、3 カ月に一度、町の選挙人名簿の登録

を行うほか、選挙の啓発活動を行います。 

 

主な経費 

・選挙管理委員への報酬 (4 人) 49 万円

・電算システムの使用料 20 万円

・その他の経費 28 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 97 万円

 

予算: 2.3.1 住民基本台帳ネットワーク費 (一般会計)

予算: 2.4.1 選挙管理委員会運営費 (一般会計)

         2.4.2 選挙啓発費 (一般会計) 
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農業委員会委員選挙 町長選挙 478 万円  386 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 総務グループ)

 

安 

全 

任期満了に伴う小布施町長選挙に係る経費で

す。 

 

主な経費 

・選挙事務従事者の手当 など 220 万円

・投票立会人さんへの報酬 など 35 万円

・ポスター掲示板の設置選挙用品 など  223 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 478 万円

 

 

任期満了に伴う小布施町農業委員会委員選挙

に係る経費です。 

 

主な経費 

・選挙事務従事者の手当 など 220 万円

・投票立会人さんへの報酬 など 35 万円

・ポスター掲示板の設置選挙用品 など  131 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 386 万円

 

予算: 2.4.3 町長選挙費(一般会計) 予算: 2.4.4 農業委員会委員選挙費 (一般会計)

   

文化の日の表彰 37 万円  町長の交際費 190 万円

(担当: 総務グループ) (担当: 総務グループ)

産業や地方自治の振興、福祉の増進、芸術文

化の向上などに貢献された方を 11 月 3 日の文

化の日に表彰し、その功績をたたえます。 

 

 

主な経費 

・記念品の購入 23 万円 

・その他の経費 14 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 37 万円 

町長が、町民の皆さんからご案内いただいた

各種会議やイベントなどに出席する際の会費な

どです。 

 

主な経費 

・町長交際費 190 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 190 万円

 

予算: 2.1.1 文化の日表彰事業費 (一般会計) 予算: 2.1.1 町長交際費 (一般会計)
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役場の共通経費 3,054 万円

(担当: 総務グループ)

役場庁舎内で使用する事務用品や図書の購入、例規集の印刷及びシステム使用料、コピー機の使用

料、郵便料や電話料などです。 

 

主な経費 

・電話料 143 万円 ・コピーやプリンタトナーなどの消耗品  288 万円 

・郵便、宅配料 675 万円 ・総合賠償補償保険料  107 万円 

・会議・祝賀会ほか食糧費 98 万円 ・臨時職員の賃金 461 万円 

・出張関係の旅費 89 万円 ・コピー機使用料 490 万円 

・その他の経費 302 万円 ・町例規集の印刷とｼｽﾃﾑ使用料 401 万円 

 

====================================== 財源内訳 ======================================= 

 

・国の負担  1 万円 

・県の負担  10 万円 

・町の負担 (一般財源) 3,042 万円 

 

予算: 2.1.1 一般行政管理費 (一般会計)

 

町税の課税と納税 3,162 万円  会計事務 357 万円

(担当: 税務グループ) (担当: 税務グループ)

 

安 

全 

町民税や固定資産税など、町税の課税や納税、

税務証明発行などの業務をコンピュータのシス

テムで管理しています。 

 

主な経費 

・町税の電算処理の委託 549 万円

・土地や家屋の評価業務委託 1,261 万円

・電子申告の整備委託 16 万円

・電算システム使用料 519 万円

・納めすぎた町税の還付金 など 250 万円

・申告書などの印刷 60 万円

・その他の経費 507 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 3,162 万円

 

町に入金されたお金や物品を管理し、町から

お金を支払う手続きをします。また、町の決算

書を作成します。 

 

主な経費 

・口座振替などの手数料 1,54 万円

・決算書などの印刷 40 万円

・役場全体で使うコピー用紙の購入 など 

 123 万円

・その他の経費 40 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 357 万円

  
予算: 2.2.1 税務総務費 (一般会計)

予算: 2.2.2 賦課徴収費 (一般会計) 予算: 2.1.4 会計管理費 (一般会計)
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滞納整理の強化 55 万円  統計調査の実施 51 万円

(担当: 税務グループ) (担当:総務グループ)

 

安 

全 

税負担の公平・公正を確保するのため、増加

している町税などの未収金の解消に努めます。

また、大口な案件については平成 23 年 4 月

からスタートした「長野県地方税滞納整理機構」

に移管または連携し、差し押さえや公売などの

厳格な滞納処分を中心とした滞納整理を行いま

す。 

 

主な経費 
・長野県地方税滞納整理機構負担金 55 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 55 万円

 

社会の実態を明らかにし、行政運営の基礎資

料を得るため、各種統計調査を行います。 

本年は、小・中学校や幼稚園の現状を把握す

る「学校基本調査」と、事業所や企業の活動状

況を把握する「経済センサス活動調査」を実施

します。 

調査の対象となる皆さんは、調査票の記入に

ご協力をお願いいたします。 

 

主な経費 
・統計調査員の報酬 23 万円

・その他の経費 28 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 (統計調査費委託金) 51 万円

 

予算: 2.2.1 税務総務費 (一般会計) 予算: 2.5.1 統計調査費 (一般会計)

 

監査委員報酬など 93 万円

(担当: 監査委員事務局)

町長・議会などから独立し、町の行財政や事

業を監督、検査します。 

「毎月のお金の出し入れが正確に行われてい

るか」「予算の使い方や仕事の進め方が、法律に

従って正しく効率的に行われているか」などを

チェックします。 

町税等の歳入、財政援助団体の監査をより充実

させていきます。 

 

主な経費 

・監査委員の報酬 (2 人) 56 万円

・委員の研修旅費 20 万円

・その他の経費 17 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 93 万円

 

予算: 2.6.1 監査委員費 (一般会計)
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議会の運営 5,956 万円

(担当: 議会事務局)

議会は通年議会を行っています。議会の会期を約１年間とするもので、議会の委員会が行う審査や調

査を、閉会中の制限がなく自由に行うことができるようになりました。 

昨年４月から政策立案グループとして、「政策立案常任委員会」「議会広報常任委員会」を設置しま

した。今までの特別委員会を常任委員会とし、より活発な政策の立案、住民の皆様と意見交換などが

できるように努めています。 

また、「総務産業常任委員会」「社会文教常任委員会」を議案審査グループと位置づけ、より一層の

チェック機能の強化と充実をはかり、意思決定機関としての役割を果たしていきます。 

■定例会 

通年議会となり定例会は年１回です。必要なときはすぐに議会を開くことができます。 

町長から議案が示されたときは、1 週間以内に議会を再開し、議案を委員会で慎重に審査し、本

会議で議決していきます。 

■常任委員会 

 議会には議案審査グループと政策立案グループがあり、それぞれに 2 つの常任委員会があります。

７人の委員（兼務可）によって構成されています。（平成 23 年 4 月 30 日から） 

１．議案審査グループ  町長が議決を求める議案等を審査するグループ 

(1) 総務産業常任委員会           (2) 社会文教常任委員会 

ア 行政経営部門の所管に関する事項     ア 健康福祉部門の所管に関する事項 

イ 地域創生部門の所管に関する事項     イ  教育委員会の所管に関する事項 

ウ 議案審査グループにある、他の常任委員会の所管に属しない事項 

２．政策立案グループ  議会自ら政策立案し、「議会だより」「議会報告会」などでその結果を

町民の皆さんにお知らせするグループ 

(1) 政策立案常任委員会           (2) 議会広報常任委員会 

ア 政策立案に関する事項          ア 議会だよりの発行に関する事項 

イ 懇談会等の開催             イ 議会報告会・意見交換会に関する事項 

ウ 請願陳情に関する事項          ウ その他の議会広報活動に関する事項 

■議会運営委員会 

議会を円滑かつ効率的に運営するための委員会で、定例会の会期・審議期間や日程、審議事項

などについて調整を行います。 

 ■議会全員協議会 

円滑な議会運営と活発な議員活動のため、自主的な意見調整の場として、議会全員協議会を毎

月開催します。 

 

主な経費 
安 

全 

・議員の期末手当 1,046 万円 ・議員の報酬 (1４人) 3,040 万円 

・議長交際費  20 万円 ・共済費 1,666 万円 

・議事録の作成 72 万円 ・議長会、議員研修などの負担金 20 万円 

・その他の経費 92 万円  

======================================= 財源内訳 ======================================= 

・町の負担 (一般財源)                             5,956 万円 

 予算: 1.1.1 議会運営費 (一般会計) 

1.1.1 議員人件費 (一般会計) 
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議会基本条例の制定 0 円  「議会だより」の発行 131 万円

(担当: 議会事務局) (担当: 議会事務局)

 

安 

全 

議会機能の強化及び継続を図るため、議会基

本条例の制定を進めています。素案を「議会だ

より」などへ掲載し、住民の皆様の意見をお聞

きしながら制定していきます。 

また、併せて議員定数の検討も、議員定数検

討会を設置し行っていきます。 

「議会だより」を年４回（４月、７月、１０月、

１月）町内全戸に配布します。議会の審議内容

等をお知らせしています。表紙、裏表紙のカラ

ー化やページ数を増やし、皆さんに親しみやす

い議会だよりを目指します。 

 

主な経費 

・「議会だより」の印刷 125 万円

・その他の経費 6 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 131 万円

 

予算: 1.1.1 議会報発行事業費 (一般会計)

   

議員視察研修の実施 136 万円

(担当: 議会事務局)

議会運営、行財政の運営や教育行政、健康福

祉、環境対策、地域活性化、まちづくりなどに

ついて、各常任委員会で先進地視察を行います。

 

主な経費 

・視察の旅費・交通費 134 万円

・視察の謝礼 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 136 万円

 

予算: 1.1.1 議員研修費 (一般会計)
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