


この本のつくりと利用のしかた 
 

この本では、事業の目的を分かりやすくお知らせするため、町の 

施策の基本である「第五次小布施町総合計画」の体系に合わせて構成 

し、平成 24 年度に実施する個々の事業について説明をしています。 

説明内容は、下の例のようになっています。 

 

・ 原則として、事業（このよ

うなひとかたまりの仕事）

ごとに説明をしています。 
・ 今年度からの新規事業

は、事業名の前に(新)と
表示しました。 

・ 予算額は、万円未満を四捨五入しています。 

・ 保育園や美術館などの施設で専らその仕事を行うもの以外は、予算額に

職員の人件費を含んでいません。これは、1 人の職員が複数の仕事を担当

しているためです。 （人件費は１45 ページをご覧ください。） 

・ 「0 円」となっているものは、職員の人件費のほかに経費をかけずに行う事

業で、これを「ゼロ予算事業」と呼んでいます。 

・ 事業についてのご質問は、この「担当」が

お答えします。予算やサービスの内容につ

いてわからないことなどがありましたら、お

気軽にお問い合わせください。 

・ 事業費の内訳です。一つの事業の中でも

どのような経費に予算が多く使われている

かをお示ししています。 

・ 財源、つまりこの事業に充てられる収入の

内訳です。 

・ 国や県からの補助金、町債(借金)、保育

料や美術館の入館料など、その使い道が

決まっている収入はそれぞれの名称を表

示しています。 

・ 町税や地方交付税など使い道が限られて

いないものは一般財源と表示しています。 

・ 詳しくは、資料編 162 ページをご覧くださ

い。 

・ 予算書の体系上の科目を表しています。 

・ 例えば、上の 2 つ目は、一般会計の 7 款(かん)「土木費」、2 項(こう)「道路橋梁費」、2 目(もく)「道路維持費」、

事業名「道路維持管理費」と「道路補修事業費」ということになります。 

・ 予算書は、地方自治法に定められた体系に沿って作られていますが、少し分かりにくいため、本書の構成は

総合計画の体系を採用しています。 

小布施ファミリー 



50音順 索引

≫ 特別保育事業 … 58
≫ ファミリーサポートセンター事業 … 60

あい IADL（日常生活動作）訓練 いつ 一般会計の予備費 … 148
≫ 高齢者等の介護予防（委託事業分） … 35 一般教養講座 … 73

あお 青パト 　 いぬ 犬の登録 　
≫ 防犯活動の推進 … 132 ≫ 狂犬病の予防など … 117
≫ 児童生徒の見守り体制の充実 … 69 犬の繁殖制限手術 　

あか 赤ちゃん訪問 　 ≫ 狂犬病の予防など … 117
≫ 重点施策その2　厚く応える子育て いの イノシシの駆除 　

支援 … 5 ≫ 農作物の有害鳥獣駆除 … 93
≫ 妊婦訪問・赤ちゃん訪問 … 40 いへ イベントガイドブックの作成

あき 空き店舗活用に対する補助 … 96 ≫ いやしとつぶやきのゆるキャラ「おぶせ

あす 預かり保育（幼稚園） 　 くりちゃん」「おぶせまろんちゃん」 … 99
≫ 幼稚園の子育て支援 … 55 いほ 違法駐車に対する指導 … 133

あん 安全な交通環境の維持と交通事故防止 … 132 いり 医療体制 　
　 ≫ 地域医療体制の整備 … 50
　 ≫ 健診・医療体制の整備 … 50
　  医療費の補助 　

いい ETC専用インターチェンジの利用促進 … 113 ≫ 子ども・障害者等の医療費の助成

いか イカのおすし 　 （福祉医療） … 37
≫ 児童生徒の見守り体制の充実 … 69 いや いやしとつぶやきのゆるきゃら「おぶせくり

いき いきいきサロン 　 　ちゃん」「おぶせまろんちゃん」 … 99
≫ 高齢者の在宅生活支援 … 19 いん 印鑑証明
≫ 老人福祉センター (桃源荘) の管理 　 ≫ 住民票・印鑑証明・外国人登録に関

運営 … 20 する事務 … 150
いく 育英金 インフルエンザ予防接種 　

≫ 育英金の貸し付け … 72 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

≫ 重点施策その2　厚く応える子育て 支援 … 6
支援 … 6 ≫ インフルエンザ対策 … 48

育成会 　 ≫ 子どもと高齢者の予防接種 … 49
≫ 青少年育成自主活動事業への補助 … 61

いけ 生け垣設置の補助 　 　
≫ 景観に配慮した建築物などへの助成 … 138 　

いち 一時的保育 　 うす 雨水浸透
≫ 重点施策その2　厚く応える子育て ≫ 重点施策その4　地域防災力の強化と

支援 … 5 基盤整備 … 10

あ

い

う

　町の予算の使い道やサービスについて気
になることがあったら、この索引で探して
ください。
　疑問なこと、わからないことは、「担
当」に聞いてください。

小布施はなお



50音順 索引

≫ 水路の改良 … 126 小布施まちづくり委員会
うお ウォーキング 　 ≫ 重点施策その5　４つの協働と交流

≫ 重点施策その3　地域で支える健康 … 7 産業の推進 … 11
と安心 ≫ 小布施まちづくり委員会の運営 … 139

≫ 健康と交流による新たなまちづくり … 43 小布施町定住支援センターの開設 … 143
≫ カントリーウォークの開催 … 99 　 おぶせミュージアム･中島千波館の管理

ウォーキング（教室） 　 　運営 … 86
≫ 健康づくりの推進 … 79 ≫ 収蔵庫の増築 … 86

うみ 海の家 おぶせミュージアム企画展などの開催 … 87
≫ 体育団体の支援など … 78 小布施屋 　

うめ 埋立ごみ 　 ≫ 重点施策その5　４つの協働と交流

≫ ごみの処理 … 114 産業の推進 … 12
≫ ６次産業センターの管理運営 … 89

　 ≫ 小布施ブランド戦略事業 … 89
　 小布施六斎市の開催 … 90

ええ ＡＬＴ 小布施若者会議
≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 4 ≫ 重点施策その6　交流から定住へ … 13
≫ 外国人英語教師の配置 … 70 ≫ 都市農村交流の推進による定住人口

えき 駅前駐輪場の管理 … 106 増加のモデル実験 … 144
える LGWAN 　 おや 小山田杯少年少女球技大会の開催 … 61

≫ 庁内ＬＡＮの運用など … 146 親子わんぱく教室 　
えん エンゼルランドセンターの管理運営 … 59 ≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 4

沿道花壇の管理 … 105 ≫ 子ども教室、放課後児童クラブの運営

縁結びの会（労働力補完システム）の ・親子わんぱく教室の開催 … 63
　運営 … 95

　
　
　 かあ ガーデンバリア 　

おう 横断暗渠（地下水路）の修繕 … 112 ≫ 狂犬病の予防など … 117
おお オープンガーデン 　 ガーデニング大楽校 　

≫ 花のまちづくり事業（オープンガーデ ≫ 花仲間ガーデニング大楽校の開催 … 104
ンの拡大） … 104 カーブミラー（道路反射鏡） 　

おか お母さんと子どもの健康診査 … 39 ≫ 安全な交通環境の維持と交通事故

お母さんになるあなたへ（母子健康手帳 防止 … 132
　の交付など） … 39 かい 会計事務 … 152

おけ お元気コール 　 街区公園の維持管理 … 134
≫ 地域自立生活の支援 … 31 街区公園の施設工事 … 135

おち お茶のみサロン 　 介護給付費の適正化 … 36
≫ 高齢者等の介護予防（委託事業分） … 35 外国人英語教師（AET）

おふ 小布施音楽祭開催の補助 … 83 ≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 4
小布施総合公園の維持管理 … 135 ≫ 外国人英語教師の配置 … 70
小布施総合公園内安全利用のための遊 外国人登録に関する事務
　具修繕など … 135 ≫ 住民票・印鑑証明・外国人登録に関

小布施荘施設用地等の管理 … 17 する事務 … 150
小布施中学校の管理運営 … 65 介護保険事業の運営（介護保険特別
OBUSE花屋 　 　会計） … 30

≫ フローラルガーデンおぶせの管理運 介護予防ケアプランの作成 … 16
営 … 105 かく 各種がん検診の実施 … 45

小布施ブランド戦略 各種交流事業のサポート … 103
≫ 小布施ブランド戦略事業 … 89 学習支援館

小布施文化観光協会などの活動支援 … 98 ≫ 重点施策その1 生きる力を育む教育 … 4
小布施町振興公社 　 ≫ 学力支援セミナーの開催 … 71

≫ 重点施策その5　４つの協働と交流 学力向上支援員
産業の推進 … 12 ≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 4

≫ 小布施ブランド戦略事業 … 89 ≫ 学力向上の支援 … 70
≫ ６次産業センターの管理運営 … 89 学力向上の支援 … 70
≫ ふるさと創造館の管理運営 … 95 学力支援セミナーの開催 … 71
≫ フローラルガーデンおぶせの管理運 学力調査の委託 … 71

営 … 105 かせ 河川の維持管理 … 125

え

お
か



50音順 索引

河川の整備促進 … 125 ≫ 行政改革の推進・職員の能力向上 … 146
かそ 火葬場の管理運営 … 116 教職員住宅の維持管理 … 66

家族介護の支援 … 34 橋梁の維持管理 … 112
かつ 学校運営協議会 きん 勤労者の支援 … 106

≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

支援 … 6
学校給食センターの管理運営 … 68  
学校生活支援員の配置 … 66 くに 国・県道の整備促進 … 111

かて 家庭教育支援の充実 … 55 くら グラフおぶせの作成 … 142
家庭菜園の充実など … 91 くり 栗ガ丘小学校の管理運営 … 64
家庭読書 栗ガ丘幼稚園の管理運営 … 55

≫ 重点施策その1 生きる力を育む教育 … 3 栗木歩道
≫ 家庭読書の日 … 70 ≫ 栗木歩道の管理 … 107

かめ カメラ･ビデオの撮影、写真･映像のデー ≫ 景観素材による歩道の整備 … 108
　タ保存 … 141 くりんこ祭り  

かり 雁田山ハイキングコース 　 ≫ 商工会事業に対する補助など … 96
≫ 体育施設の整備 … 80  

かん 環境研究所  
≫ 環境政策の研究 … 113  

環境政策の研究 … 113 けい 景観素材による歩道の整備 … 108
環境美化委員会活動 … 117 景観
環境美化活動 … 117 ≫ 住まいづくり相談の実施 … 138
がん検診 　

≫ 各種がん検診の実施 … 45 景観に配慮した建築物などへの助成 … 138
観光案内、観光パンフレットの作成など … 98 敬老会の開催 … 36
観光施設の管理 … 101 けす 下水道(事業特別会計）  
監査委員報酬など … 153 ≫ 公共下水道事業 … 122
緩衝帯整備 　 下水道施設の借金の返済 … 123

≫ 有害鳥獣対策緩衝帯の整備 … 93 けん 健康づくり研究所
カントリーウォークの開催 … 99 ≫ 重点施策その3　地域で支える健康と

 安心 … 7
 ≫ 健康と交流による新たなまちづくり … 43
 健康づくり推進協議会  

きい 議員視察研修の実施 … 155 ≫ 健診・医療体制の整備 … 50
きか 議会基本条例の制定 … 155 健康づくりの啓発･訪問相談事業 … 42

「議会だより」の発行 … 155 健康づくりの推進 … 79
議会の運営 … 154 健康と交流による新たなまちづくり … 43

きき 危機管理 健康福祉センターの管理運営 … 15
≫ 防災対策の推進と危機管理体制の 　 健診・医療体制の整備 … 50

整備 … 128 県制度資金融資保証料の補助 … 96
起業者の支援 … 106
基金（貯金）残高の推移 … 180
基金（貯金）利子の積立て … 148

きつ キッズキッチン
≫ 重点施策その1 生きる力を育む教育 … 3
≫ 幼稚園・保育園の食育

（キッズキッチン） … 57
きほ 基本健康診査（町民健診）の実施 … 44
きゆ 休日診療  

≫ 健診・医療体制の整備 … 50
休日保育  

≫ 特別保育事業 … 58
≫ ファミリーサポートセンター事業 … 60

きよ 教育委員会の運営 … 66
教科学習支援員の配置

≫ 重点施策その1 生きる力を育む教育 … 4
≫ 教科学習支援員の配置 … 70

狂犬病の予防など … 117
行政改革

き

く

け

小布施いがぞう



50音順 索引

≫ 子ども・障害者等の医療費の助成

（福祉医療） … 37
こう 広域観光の推進 … 101 子どもと高齢者の予防接種 … 49

公害対策費 … 118 子どもみこし大会の開催 … 62
公会堂 こどもを守る安心の家  

≫ 住宅等の「耐震化」の推進 … 128 ≫ 児童生徒の見守り体制の充実 … 69
≫ 重点施策その4　地域防災力の強化と こみ ごみ減量化の推進 … 115

基盤整備 … 9 ごみステーション  
後期高齢者医療制度（後期高齢者医療 ≫ 環境美化委員会活動 … 117
　特別会計） … 52 ごみの収集 … 114
後期高齢者医療制度に対する負担 … 53 ごみの処理 … 114
公共交通の支援 … 112 ごみの日曜回収
公共下水道事業 … 122 ≫ ごみ減量化の推進 … 115
公共下水道施設の維持管理 … 123 コミュニティ地区活動の支援 … 142
公共下水道事業の運営 … 123 こめ 米の生産調整
広告物の撤去・改修  ≫ 農業再生協議会の事務と米の生産

≫ 景観に配慮した建築物などへの助成 … 138 調整 … 92
公衆トイレの管理 … 118 こん コンテナガーデン  
高速交通網の推進 … 112 ≫ 花仲間ガーデニング大楽校の開催 … 104
交通安全協会  

≫ 交通安全の啓発と推進 … 133
交通安全の啓発と推進 … 133  
交通災害共済の推進 … 133 さい 財政指標で見る小布施町の現状 … 182
広報おぶせ  在宅介護支援センター（地域包括支援セ

≫ 同報無線（防災行政無線）の運用･ 　ンター）の運営 … 35
整備 … 141 在宅生活支援 … 19

公民館の管理運営 … 75 財務会計システムの運用など … 147
公民館分館活動の支援 … 75 さと 里道（りどう）の整備 … 108
高齢者健診の実施 … 45 さへ 差別のない明るい社会の推進 … 81
高齢者スポーツ大会 さま サマーランド（須高行政事務組合）

≫ 高齢者等の介護予防 … 32 ≫ 体育施設の維持管理 … 80
高齢者等の移動支援 … 19 さる 猿の駆除  
高齢者等の介護予防 … 32 ≫ 農作物の有害鳥獣駆除 … 93

≫ 社協委託事業分 … 35 ≫ モンキードッグの管理・育成 … 93
高齢者にやさしい住宅改良促進事業  

≫ 高齢者の在宅生活支援 … 19  
高齢者の在宅生活支援 … 19  

こく 国際交流 しき 子宮頸がん予防ワクチン
≫ 民間国際交流の支援 … 101 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

国民健康保険の運営（国民健康保険特 支援 … 6
　別会計） … 51 ≫ 子どもと高齢者の予防接種 … 49
国民健康保険の給付など … 51 しし 自主防災組織  
国民年金の加入手続き … 38 ≫ 防災対策の推進と危機管理体制の

ここ ここに使います ことしの予算！の発行 … 142 整備 … 128
こせ 戸籍に関する事務 … 150 しせ 施設の維持管理経費
こそ 子育て教室 ≫ 主な施設の維持管理経費の状況 … 167

≫ 重点施策その2　厚く応える子育て 自然エネルギー
支援 … 5 ≫ 重点施策その5　４つの協働と交流

≫ 子育て教室の開催 … 40 産業の推進 … 12
こと 子ども会安全会費の助成 … 62 ≫ 環境政策の研究など … 113

子ども手当 しち 自治会活動の支援 … 142
≫ 児童手当（子ども手当）の支給 … 54 市町村税の税率比較  

子ども教室 ≫ 市町村税の状況 … 181
≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 4 市町村対抗駅伝大会等への出場 … 79
≫ 子ども教室、放課後児童クラブの運営 して 指定法人ルート  

・親子わんぱく教室の開催 … 63 ≫ ごみの処理 … 114
子どもの医療費の助成（福祉医療） しと 児童クラブ  

≫ 重点施策その2　厚く応える子育て ≫ 子ども教室、放課後児童クラブの運営

支援 … 6 ・親子わんぱく教室の開催 … 63

さ

し

こ



50音順 索引

児童生徒の見守り体制の充実 … 69 小児生活習慣病予防教室 … 42
児童手当（子ども手当）の支給 … 54 小児肺炎球菌ワクチン
児童福祉手当 … 54 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

しに し尿の処理 … 116 支援 … 6
しや 社会教育委員活動の推進 … 75 ≫ 子どもと高齢者の予防接種 … 49

社会福祉協議会の運営補助 … 15 消費者生活対策活動の推進 … 134
社会福祉法人への補助 … 18 消防施設などの維持管理 … 130
シャトルバスの運行 … 100 消防署

しゆ 就学特別支援員 ≫ 須坂市消防署小布施分署の運営 … 130
≫ 重点施策その2　厚く応える子育て 消防団

支援 … 6 ≫ 重点施策その4　地域防災力の強化と

≫ 特別支援教育の推進 … 71 基盤整備 … 10
就学の援助など … 66 ≫ 消防団の運営 … 131
収蔵庫の増築 … 86 食育  
住宅新築資金などの返済 … 82 ≫ 食育の推進 … 67
住宅・店舗新築の補助  ≫ 幼稚園・保育園の食育　 … 57

≫ 景観に配慮した建築物などへの助成 … 138 （キッズキッチン）

住宅等の「耐震化」の推進 … 128 ≫ 食生活改善推進協議会の活動支援 … 44
住宅の耐震診断、耐震改修  ≫ 食生活改善の支援 … 44

≫ 住宅等の「耐震化」の推進 … 128 ≫ 学校給食センターの管理運営 … 68
住宅リフォーム等の促進 … 97 ≫ 小・中学校の食育 … 67
重度心身障害児福祉年金の支給 … 25 ≫ 地域と連携した食育の推進 … 58
住民基本台帳カード  ≫ 幼稚園の食育 … 55

≫ 住基ネットに関する事務 … 150 職員の健康管理と福利厚生 … 145
住民基本台帳ネットワーク  女性防災クラブの運営 … 131

≫ 住基ネットに関する事務 … 150 除雪と凍結防止剤の散布 … 134
住民票 食糧などの備蓄

≫ 住民票・印鑑証明・外国人登録に関 ≫ 重点施策その4　地域防災力の強化と

する事務 … 150 基盤整備 … 9
手話通訳者などの派遣 … 28 ≫ 防災対策の推進と危機管理体制の

しよ 生涯学習 整備 … 128
≫ 一般教養講座 … 73 しり 自立支援医療費への補助 … 24
≫ 専門講座 … 73 自立支援協議会の運営 … 26
≫ チャレンジ講座 … 73 しる シルバー人材センターの支援 … 21

生涯学習町民のつどいの開催 … 74 しん 新規就農者支援
障害児保育  ≫ 重点施策その6　交流から定住へ … 14

≫ 特別保育事業 … 58 ≫ 新規就農者の支援 … 92
障害者希望の旅 … 29 寝具類洗濯消毒乾燥サービス  
障害者自立支援対策特別対策事業への ≫ ひとり暮らし高齢者等への支援 … 21
　補助 … 25 人権教育の推進 … 81
障害者への医療費補助 「人権の花」運動の実施 … 81

≫ 子ども・障害者等の医療費の助成 人権フェスティバルの開催 … 81
（福祉医療） … 37

障害福祉サービス
≫ 利用の仕方 … 22
≫ 給付（自立支援給付事業） … 23
≫ 給付（地域生活支援事業） … 23

消火栓  
≫ 消火栓などの修繕　　　　　　　　 … 121
≫ 消防施設などの維持管理 … 130

商工会事業に対する補助など … 96
商工貯蓄共済融資利子の補助 … 96
上水道事業 … 119
上水道配水管の取り換え  

≫ 横町・六川・水上地区上水道配水管の

取り換え … 122
上下水道料金  

≫ 上水道事業 … 119
小･中学校の食育 … 67

小布施ともえ



50音順 索引

人口と世帯の状況  
≫ 町の人口と世帯数の状況 … 183  

震災  せい 生活環境保全審議会
≫ 重点施策その5　４つの協働と交流 ≫ 環境政策の研究など … 113

産業の推進 … 11 生活管理指導短期宿泊サービス  
≫ 東日本大震災の復興支援 … 129 ≫ 高齢者等の介護予防 … 33

信州大学・小布施町地域環境研究所 生活支援ハウスの管理運営 … 17
≫ 環境政策の研究所など … 113 生活習慣病予防のための訪問事業 … 42

身体障害者の自動車改造への補助 … 28 生活灯の設置 … 132
身体障害者の住宅整備への補助 … 28 生活保護 … 38

青少年育成自主活動事業への補助 … 61
 青少年問題協議会委員の活動 … 61
 成人式の開催 … 74

すい 水害対策 … 129 成年後見制度の利用支援 … 36
水質検査 制服購入補助

≫ 公害対策費 … 118 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

水道（事業会計）  支援 … 6
≫ 上水道事業 … 119 ≫ 保護者の負担軽減 … 54

水道事業の運営 … 120 せん 選挙管理委員会の運営と啓発活動 … 150
水道施設の維持管理 … 120 専門講座 … 73
水道施設の減価償却 … 120 千年樹の里まつりの開催 … 16
水道施設の借金の返済 … 121 剪定枝の処理
水路の維持管理 … 125 ≫ ごみ減量化の推進 … 115
水路の改良工事 … 126

すこ 須高行政事務組合  
≫ し尿の処理 … 116  
≫ 火葬場の管理運営 … 116 そう 総合公園  
≫ 健診・医療体制の整備 … 50 ≫ 小布施総合公園の維持管理 … 135
≫ サマーランド … 80 ≫ 小布施総合公園内安全利用のため

すさ 須坂市消防署小布施分署の運営 … 130 の遊具修繕など … 135
すほ スポーツ推進委員活動 … 78 相談支援事業・ケアマネジメント事業 … 27
すま スマートインターチェンジ  

≫ ETC専用インターチェンジの利用促  
進 … 113  

住まいづくり相談の実施 … 138 たい 大学
すみ 墨田区  ≫ まちじゅうをキャンパスに … 72

≫ 重点施策その5　４つの協働と交流 ≫ 環境政策の研究など … 113
産業の推進 … 12 ≫ 信州大学・小布施町地域環境研究所 … 113

≫ 都市農村交流事業 … 90 ≫ 東京理科大学・小布施町まちづくり

≫ 墨田区との交流 … 102 研究所の活動支援 … 137
≫ 地域間交流の推進 … 102 ≫ 法政大学・小布施町地域創造研究所

すみだ伝統工芸技人展 の運営 … 72
≫ 墨田区との交流 … 102 耐震診断・耐震補強

≫ 重点施策その4　地域防災力の強化と

基盤整備 … 9
≫ 住宅等の「耐震化」の推進 … 128

体育施設の維持管理 … 80
体育施設の整備 … 80
体育団体の支援 … 78
滞納整理の強化 … 153
タイムケア事業 … 24

たか 高井鴻山記念館特別展などの開催 … 85
高井鴻山記念館の管理運営 … 85

たく タクシー利用助成
≫ 重点施策その3　地域で支える健康と

安心 … 8
≫ 高齢者の在宅生活支援 … 19

宅幼老所緊急宿泊支援  
≫ 高齢者の在宅生活支援 … 19

す

せ

そ

た

小布施ももこ



50音順 索引

たん 男女共同参画社会づくり … 82 町債（借金）  
ダンスで脳元気教室  ≫ 普通会計の町債（借金）残高の推移 … 179

≫ 高齢者等の介護予防 … 32 町債（借金）の返済 … 147
 長時間保育  

≫ 特別保育事業 … 58
 長寿者訪問 … 20

ちい 地域医療体制の整備 … 50 町税  
地域活動支援センター（みすみ草）の管 ≫ 町税の課税と納税 … 152
　理運営 … 28 ≫ 町税・地方交付税決算額の推移 … 178
地域・観光情報発信ラジオ番組の制作 … 147 町政懇談会の開催 … 140
地域間交流の推進 … 102 町長選挙 … 151
地域支え合いマップ 町長の交際費 … 151

≫ 重点施策その3　地域で支える健康と 町長ほか職員の給与など … 145
安心 … 8 町道の維持管理 … 111

≫ 重点施策その4　地域防災力の強化と 町道の改良工事 … 110
基盤整備 … 9 町道の舗装修繕 … 108

≫ 地域支え合いマップの作成 … 15 庁内LANの運用など … 146
地域自立生活の支援 … 31 町報おぶせの発行 … 140
地域づくりインターン 町民運動会の開催 … 79

≫ 重点施策その5　４つの協働と交流 町民ギャラリーの維持管理 … 82
産業の推進 … 12 町民健診  

≫ まちじゅうをキャンパスに … 72 ≫ 基本健康診査（町民健診）の実施 … 44
地域と連携した食育の推進 … 58 町有財産の維持管理 … 148
地域伝統文化活性化事業の推進 庁用車の維持管理 … 149

≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 3
≫ 推進 … 76

地域の花づくりの推進 … 105
地域包括支援センター  つい ツイッター

≫ 在宅介護支援センター（地域包括支 ≫ いやしとつぶやきのゆるキャラ「おぶせ

援センター）の運営 … 35 くりちゃん」「おぶせまろんちゃん」 … 99
地域防災計画  つう 通所･通園等の援助 … 25

≫ 防災対策の推進と危機管理体制の

整備 … 128  
ちえ チェリーキッス   

≫ 小布施ブランド戦略事業 … 89 てい デイサービスセンターの管理 … 17
ちか 地下水路 定住支援・定住促進

≫ 横断暗渠（地下水路）の修繕 … 112 ≫ 重点施策その6　交流から定住へ … 13
ちく 畜産の振興 … 95 ≫ 小布施町定住支援センターの開設 … 143

千曲川河川公園の維持管理 … 134 ≫ 都市農村交流の推進による定住人口

千曲川ハイウェイミュージアムの管理 増加のモデル実験 … 144
≫ 管理運営 … 88 定住支援センター
≫ 企画展の開催 … 88 ≫ 重点施策その6　交流から定住へ … 13
≫ 新しい活用 … 149 ≫ 小布施町定住支援センターの開設 … 143

ちほ 地方交付税  
≫ 町税・地方交付税決算額の推移 … 178

ちや チャレンジのど自慢教室  
≫ 高齢者等の介護予防 … 32

ちゆ 駐車指導員  
≫ 違法駐車に対する指導 … 133

駐車場
≫ 森の駐車場の管理運営 … 100
≫ 松村駐車場の管理運営 … 100

駐輪場  
≫ 駅前駐輪場の管理 … 106

中小企業緊急雇用安定助成事業 … 97
中小企業者等一般融資保証料等の補助 … 97
中小企業融資制度  

≫ 県制度資金融資保証料の補助 … 96
ちよ 町営住宅の維持管理 … 139

ち

つ

て

小布施りんご



50音順 索引

てし デジタルアーカイブ 図書館  
≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 3 ≫ 重点施策その1 生きる力を育む教育 … 3
≫ デジタルアーカイブ事業 … 76 ≫ 重点施策その5　４つの協働と交流

てん 電線類地中化の推進 … 137 産業の推進 … 11
転倒予防教室  ≫ まちとしょテラソの運営 … 77

≫ 高齢者等の介護予防 … 32 とち 土地改良事業 … 95
とつ ドッグラン

 ≫ 小布施総合公園の維持管理 … 135
  とも 巴錦

とう 東京小布施会の活動支援 … 97 ≫ 巴錦の一軒一株運動 … 83
東京理科大学・小布施町まちづくり研究所

≫ 重点施策その1　生きる力を育む教育 … 4  
≫ 重点施策その5　４つの協働と交流  

産業の推進 … 12 なか 中島千波館の常設展示 … 86
≫ 活動支援 … 137 長野広域連合  

統計調査の実施 … 153 ≫ 小布施荘施設用地等の管理 … 17
凍結防止剤  ≫ 長野広域連合への負担 … 148

≫ 除雪と凍結防止剤の散布 … 134 長野地区障がい者スポーツ大会への参
桃源荘  　加など … 25

≫ 老人福祉センター（桃源荘）の管理 長野電鉄
運営 … 20 ≫ 公共交通の支援 … 112

同報無線（防災行政無線）の運用･整備 … 141 なま 生ごみ処理機  
同和地区住宅新築資金等貸付事業特  ≫ ごみ減量化の推進 … 115
　別会計 なや 悩み事相談事業 … 38

≫ 住宅新築資金などの返済 … 82  
とく 特定健康診査 … 46  

特定保健指導 … 47  
特別保育事業 … 58 にし 二次健診事業の実施 … 48
特別支援教育の推進 … 71 にち 日常生活用具の給付 … 24
特別支援連絡協議会 日曜回収（ごみ）  

≫ 重点施策その2　厚く応える子育て ≫ ごみ減量化の推進 … 115
支援 … 6 にほ 日本脳炎予防接種

≫ 特別支援教育の推進 … 71 ≫ 子どもと高齢者の予防接種 … 49
特別養護老人ホーム  にゆ ニュースポーツ教室

≫ 社会福祉法人への補助 … 18 ≫ 健康づくりの推進 … 79
≫ 小布施荘施設用地等の管理 … 17 乳幼児健康診査の実施 … 40

読書の日 乳幼児相談事業の実施 … 41
≫ 家庭読書の日 … 70 にん 認知症予防

とし 都市計画審議会  ≫ 重点施策その3　地域で支える健康と

≫ 良好な景観・都市計画の推進 … 107 安心 … 8
都市計画基礎調査 … 107 ≫ 高齢者等の介護予防 … 32
都市農村交流 認定農業者の育成 … 94

≫ 重点施策その6　交流から定住へ … 13 妊婦さんへの健診補助
≫ 都市農村交流事業（墨田区） … 90 ≫ お母さんと子どもの健康診査 … 39
≫ 都市農村交流の推進による定住人口 妊婦訪問

増加のモデル実験 … 144 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

支援 … 5
≫ 妊婦訪問・赤ちゃん訪問 … 40

 
 

ねこ 猫の繁殖制限手術  
≫ 狂犬病の予防など … 117

 
 

のう 農家会議の開催 … 91
農家実行組合  

≫ 農業資金の利子補給など … 94

ね

の

と

な

に

小布施なすび



50音順 索引

農業委員会委員選挙 … 151 東山クリーンセンター  
農業委員会の運営 … 94 ≫ ごみの処理 … 114
農業共済の促進 … 91 ひき ひきこもり
農業再生協議会の事務と米の生産調整 … 92 ≫ ひきこもり支援等心のサポート … 42
農業者戸別所得補償制度 … 92 ひし 美術館･シャトルバスフリーパスの発行 … 82
農業資金の利子補給など … 94 ひと ひとり親家庭等の生活支援 … 54
農業集落排水事業 … 124 ひとり暮らし高齢者交流会  
農業集落排水事業の運営 … 124 ≫ 高齢者等の介護予防（委託事業分） … 35
農業集落排水施設の維持管理 … 124 ひとり暮らし高齢者等への支援 … 21
農業集落排水施設の借金の返済 … 124 一人暮らし高齢者訪問  
農業体験  ≫ 高齢者等の介護予防 … 32

≫ 小・中学校の食育 … 67 ひふ ヒブワクチン
≫ 都市農村交流事業 … 90 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

農業･農村紹介サイトの運営 支援 … 6
≫ 小布施ブランド戦略事業 … 89 ≫ 子どもと高齢者の予防接種 … 49

農作物の有害鳥獣駆除 … 93 ひよ 病院群輪番制  
脳のリハビリ教室  ≫ 健診・医療体制の整備 … 50

≫ 高齢者等の介護予防 … 32 病後児保育事業の実施 … 58
脳のリフレッシュ教室   

≫ 高齢者等の介護予防 … 32  
 

 ふあ ファミリーサポートセンター
 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

はい バイオマス  支援 … 5
≫ 環境政策の研究など … 113 ≫ ファミリーサポートセンター事業 … 60

肺炎球菌ワクチン接種  ふう 風しん  
≫ インフルエンザ対策 … 48 ≫ 子どもと高齢者の予防接種 … 49

はさ ハザードマップ  風力  
≫ 防災対策の推進と危機管理体制の ≫ 環境政策の研究など … 113

整備 … 128 ふか 深沢川  
はし 橋 ≫ 河川の維持管理 … 125

≫ 橋梁の維持管理 … 112 ふく 福祉医療  
はす パスポートのいらない英国留学体験 … 71 ≫ 重点施策その2　厚く応える子育て

はつ 発達教室 支援 … 6
≫ 重点施策その2　厚く応える子育て ≫ 子ども・障害者等の医療費の助成

支援 … 6 （福祉医療） … 37
≫ 発達教室～ほっぷすきっぷじゃんぷ 福祉バス運行サービス  

～の運営 … 61 ≫ 重点施策その3　地域で支える健康と

はつらつお達者教室  安心 … 8
≫ 高齢者等の介護予防 … 32 ≫ 高齢者の在宅生活支援 … 19

はつらつお笑い演芸会  福聚(ふくじゅ)霊園  
≫ 高齢者等の介護予防 … 32 ≫ 霊園の管理運営 … 116

はな 花づくり推進委員会  福祉用具  
≫ 地域の花づくりの推進 … 105 ≫ 高齢者の在宅生活支援 … 19

花仲間ガーデニング大楽校の開催 … 104
花のまちづくり(オープンガーデンの拡大) … 104

はわ パワーウォーキング  
≫ 重点施策その3　地域で支える健康

と安心 … 7
≫ 健康と交流による新たなまちづくり … 43

はん ハンギングバスケット  
≫ 花仲間ガーデニング大楽校の開催 … 104

 
ひか 東日本大震災
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平成 24 年度予算の全体像 
 

 

一つ先を歩む町へ 

行政運営の効率化を求め国が強固に推進する平成の大合併の渦中にあった平成１６年、小布施町は町

民の皆さんとともに自立の道を選択し「まちづくりの第２ステージへ」を掲げ小布施町に住んでいてよ

かったと幸せを感じていただける、誇りをもって住んでいただけるまちづくりを進めてきました。 

 

これまでの間、保育時間の延長や病後児保育の実施をはじめとする子育て支援、脳のリフレッシュ教

室やタクシーによる移動支援などの高齢者福祉、保健予防連絡会や見守り隊などによる安心・安全な基

盤づくり、都市農村交流をはじめとする多彩な交流による産業振興、東京理科大学をはじめ多くの大学

の英知と若い力の導入、町政懇談会やまちづくり委員会の設置による町民の皆さんとの情報共有と協働

のしくみづくりなど様々な施策を展開し、また町民の皆さんの長年の夢であった新しい図書館の建設、

中町地区における第二町並み修景事業による新たな拠点整備、町民やお客様との交流・憩いの場として

の森の駐車場の建設などの基盤整備も積極的に進めてきました。そして、そのあらゆる場面での町民の

皆さんとの協働によって小布施町はますますその輝きを増し、まちづくりへの第２ステージへの道を着

実に歩み続けてきたことを実感しています。 

 

長野県で一番小さな町が大きな輝きを放ち続けてきたのは、その根底に先人たちが築き上げてきた協

働と交流のまちづくりがあり、それを誇るべき伝統として受け継ぎ、自らの力として新たなまちづくり

を進めてきた町民の皆さんの力、町民力によるものです。 

 

日本全体が人口減少社会に突入している中、平成２４年度は定住人口の維持・増加という困難な課題

にあえて挑戦していきますが、これは現在お住まいの町民の皆さんにとってより魅力的な町にしていく

こと、そしてその魅力を全国に発信していくことによって成し遂げられるものです。 

 

町民の皆さんの持つ高い町民力とともに“一つ先を歩む町へ”進んでいくために以下に掲げた重点施

策にそって事業を実施していきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 つの重点施策 

１ 生きる力を育む教育 

２ 厚く応える子育て支援 

３ 地域で支える健康と安心 

４ 地域防災力の強化と基盤整備 

５ ４つの協働と交流産業の推進 

６ 交流から定住へ 
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会 計 の 別 
平成 24 年度 

当初予算額(a) 

平成 23 年度 

当初予算額(b) 

増減率 

(a)-(b)/(b) 

一 般 会 計 42 億 8,600 万円 43 億 8,200 万円 △2.2%

うち特別会計からの繰入れ 11 万円 10 万円 7.1％
 

うち特別会計への繰出し 5 億 3,234 万円 5 億 3,669 万円  △0.8%

国民健康保険特別会計 12 億 1,581 万円 11 億 5,444 万円 5.3%

 うち一般会計からの繰入れ 6,522 万円 6,212 万円 5.0%

後期高齢者医療特別会計 1 億 556 万円 1 億 26 万円 5.3%

うち一般会計からの繰入れ 2,922 万円 2,713 万円 7.7%
 

うち一般会計への繰出し 1 万円 1 万円 0.0%

介護保険特別会計 8 億 6,763 万円 8 億 8,478 万円 △1.9%

うち一般会計からの繰入れ 1 億 4,746 万円 1 億 5,122 万円 △2.5%
 

うち一般会計への繰出し 1 万円 1 万円 0.0％

同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 97 万円 97 万円 0.1%

 うち一般会計への繰出し 10 万円 10 万円 7.3％

霊園事業特別会計 0 円 630 万円 皆減

下水道事業特別会計 4 億 4,531 万円 4 億 5,336 万円 △1.8%

 うち一般会計からの繰入れ 2 億 6,168 万円 2 億 6,966 万円 △3.0%

農業集落排水事業特別会計 5,611 万円 5,509 万円 1.9%

 うち一般会計からの繰入れ 2,875 万円 2,656 万円 8.3%

水道事業会計 2 億 9,598 万円 2 億 7,495 万円 7.7%

総  額 72 億 7,337 万円 73 億 1,215 万円  △0.5%

会計間のお金の出し入れを除いた正味の総額 67 億 4,092 万円 67 億 7,546 万円 △0.5%

※ 端数処理の関係により、会計間の繰入れ、繰出しの合計は一致しません。 

※ 増減率は千円単位で計算してあります。 

平成 24 年度予算の全体像 
 

会計ごとの予算 
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重
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知育・体育・徳育・食育、あらゆる分野で高い教育力を発揮し、小布施町を愛し、自ら気づき、考え、

学びながら成長していく生きる力を育みます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生きる力を育む教育 

■食育の推進～キッズキッチン～（拡充） 

子ども達だけで料理を作り上げる体験を通じ

て、自分に自信を持つことと郷土の食文化と触れ

合う事を目的にキッズキッチンを開催します。今

年度は、幼稚園・保育園各園で年少から年長の年

層ごとに春と秋に開催し、 

季節の郷土料理に挑戦し 

ます。⇒57 ページ 

■幼児教育の強化（新規） 

小布施の子どもたちが大きく伸びる基礎を培

うため、幼稚園・保育園・エンゼルランドセンタ

ーでの幼児教育のあり方とその機能強化につい

て、保護者をはじめとする町民の皆さんと充分に

議論を深めながら小中学校と連携して小布施の

幼児教育の強化を図っていきます。 

⇒55 ページ ほか  

 

Ｈ24 
交流の町の 
重点施策 

－ その１ － 一つ先を歩む町へ

多くの町民との協働によって誕生し、運営されて

いるまちとしょテラソ。「学び・交流・子育て・情

報発信」の拠点として、その機能と各種事業の充実

を図っていきます。 

※まちとしょテラソは協働による運営が評価され、

ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2011 を受賞し

ました 

■まちじゅう図書館事業（新規） 

まちとしょテラソを核に、個人や団体、企業の皆

さんとの協働によってまちじゅうに本棚を設置し、

本を介した知的交流を創出します。⇒77 ページ 

■小布施人百選（デジタルアーカイブ事業） 

（継続） 

 小布施の歴史や風土、まちづくりの歴史を後世に

伝えていくため、小布施人百選のインタビューの記

録保存を行います。⇒76 ページ 

■伝統文化の保存と継承（継続） 

 北信地方に古くから伝わる「北信流お肴謡」。 

その伝承と保存、他の地域のお肴謡の調査研究、お

肴謡の元となっている能への理解を深める活動な

ど通じて、地域に息づく伝統・風俗の価値と魅力を

見つめ直します。⇒76 ページ 

■家庭読書の日の展開（継続） 

 家庭でも本と触れ合う時間を持っていただくた

め、「毎月 7 の付く日」を家庭読書の日としてＰＲ

していくとともに、表彰なども行い本に親しむきっ

かけづくりに取り組みます。 

⇒70 ページ 
 

■ブックスタート・読み聞かせ（継続） 

 絵本とバックをプレゼントするブックスタート事

業や、お父さんによる読み聞かせ会や絵本の勉強会

など、親子で本に親しむ講座やイベントを開催し、

赤ちゃんから本に親しんでもらう環境を提供しま

す。⇒77 ページ 

まちとしょテラソの運営 
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■教科学習支援員の配置と基礎的学力向上支援

（継続） 

小・中学校での授業において理解が遅れている児

童・生徒に対し、教科担任と連携して授業中に学習支

援を行う教科学習支援員を配置するともに、学力向上

支援員による放課後学習によって基礎的学力の習得を

支援します。⇒70 ページ 

■基礎的な英語学習の支援（継続） 

◎ＡＬＴ 町独自で英語教師を中学校に 1 名と、

小学校を中心に、幼稚園・保育園にも巡回する

教師 1 名を配置し英語教育の充実を図ります。

 ⇒70 ページ 

◎中学校 3 年生を対象に、生の英語を使い基礎的

な英語力を身につけるため、ブリティッシュヒ

ルズ（福島県）への体験留学を行います。 

⇒71 ページ 

■法政大学への自治体推薦入学（継続） 

 地域活動に情熱をもって参加している生徒（高校生）

にこれからのまちづくりのリーダーとして活躍しても

らうため、小布施町からの推薦入学により法政大学で学

ぶ機会を確保し支援します。⇒72 ページ 

■子ども教室・わんぱく教室（拡充） 

放課後や休日を利用し、野菜の栽培、季節の

料理、スポーツ、キャンプなどの体験活動は子

ども達自身で企画しています。 

仲間づくりと体験を通じて自ら気づき、成長

していく力を育む場として子ども教室・放課後

児童クラブ・わんぱく教室の活動の充実を図り

ます。⇒63 ページ 

■東京理科大学・まちづくり研究所（継続）

 小中学生にとって、大学生とのフィールドワ

ーク・ワークショップはとても良い刺激になっ

ています。学問の面白さ・奥深さに興味を持つ

と同時に、歴史的・学術的な側面からの町の魅

力を発見しています。 

⇒137 ページ  

 

■小布施町学習支援館の創設（新規） 

 

生徒が学習に自信を持ち、またコミュニケーシ

ョン力を高められるよう、学習支援館を設けて、

専門講師（進学塾）を配置します。中学３年生を

対象として、ご家庭への経済的負担を抑えなが

ら、専門講師とタイアップして学習不安の解消な

ど目的達成を目指します。⇒71 ページ 

 

★小布施町学習支援館 

対  象  小布施中学校の 3 年生 

講義科目  英語・数学の 2 教科 

講  師  専門講師（進学塾） 

開  講  週 2 日（19：00～21：00） 

 会  場  まちとしょテラソ 

 

生きる力を身に付け、自ら学

び成長していく子どもに 
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育児や健康に関する相談、園や学校での子どもさんへの支援体制、経済的な負担など、あらゆる場

面での二ーズを捉え、厚く応えていきます。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚く応える子育て支援 
Ｈ24 

交流の町の 
重点施策 

－ その２ － 一つ先を歩む町へ

 
■赤ちゃん・妊婦さん訪問（継続） 

赤ちゃんの生まれた全てのご家庭に保健師

がお伺いし、発達・育児相談を行っています。

また、妊婦さんへの訪問も随時行うととも

に、妊娠期間中の基本健康診査や超音波健診、

乳児健康診査の費用を負担し、出産までのサ 

ポートをします。⇒40 ページ 

■両親学級・子育て教室の開催（継続） 

妊娠・出産・育児についての学習や親同士の

交流を深める「たんぽぽくらぶ」や、赤ちゃん

の月齢に合わせての栄養指導・健康相談を行う

「こっこ塾・ばーすでい塾・げんきっこ塾」な

どの教室を開催し、赤ちゃんやご両親のサポー

トを行います。⇒40 ページ 

■待機児童ゼロの継続（一時的保育の時間延長）と支援環境の充実（拡充） 

エンゼルランドセンターで行っている一時的保育の時間延長と利用料金の引き下げを行うほか、

子育て支援環境の充実を図ります。⇒58 ページ 

◎一時的保育の時間延長 

8：30～16：30 を 8：00～17：00 

料金の引き下げ（1 時間あたり） 

3 歳未満 4 時間まで 1,300 円を 750 円 

     8 時間まで 2,600 円を 1,500 円 

3 歳以上 4 時間まで 750 円を 500 円 

     8 時間まで 1,500 円を 1,000 円 

 また、幼稚園でも平日の預かり保育時間の延長と長期休業中の預かり保育日数を増やしてサポー

ト体制の充実を図ります。⇒55 ページ 

◎平日の預かり保育時間の延長 

 15：00～16：00 を 15：00～17：00 

◎長期休業中（春休み・夏休み）の保育日数の拡大 

■ファミリーサポート事業（拡充） 

 エンゼルランドセンターでは、一時的保育までいかなくとも短時間の保育を必要とする人の支援

を行うため、有償ボランティアで助け合うファミリーサポート事業も行っています。 

 さらに、単発的な子育て支援で終わらせることなく、豊な経験と知恵、大きな包容力でその子の

親と一緒に生まれてからのあらゆるシーンにおいて継続的に子育てに関わっていただける方、地域

での子育てを担っていただける方の掘り起こしをしていきます。⇒60 ページ 
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■福祉医療の 18 歳までの引き上げ 

（新規） 

お子様にかかる医療費の補助（福祉医療

給付費）の対象を中学生までから 18 歳ま

でに拡充し、お子様をお持ちのご家庭への

負担軽減を図ります。 

⇒37 ページ 

■育英金貸付金（継続） 

 お子さんが大学や専門学校に通うご家庭に、学費や生活費の貸付を行い経済的負担の軽減を図り

ます。⇒72 ページ 

■小中学校学年費の軽減（継続） 

 小中学校の学習活動において、学校徴収金として保護者負担とさせていただいているもののう

ち、学力テストに係る経費の公費負担を継続して実施します。⇒54 ページ 

■中学校制服購入補助（継続） 

中学校で着用する制服の購入費の一部助成を継続して実施します。⇒54 ページ 

■見守り隊・防犯パトロール活動（継続）

 犯罪や事故から子どもを守るための町民

の皆さんの活動を支援するとともに、防犯活

動連絡会議の充実を図り小学校、ＰＴＡなど

と一体になった見守り活動を行います。 

⇒69 ページ 

  

■発達教室 ～ほっぷすきっぷじゃんぷ～ 

（継続） 

 ボランティアセンターでは、子ども達の

発・成長を社会福祉士、音楽療法士といった

専門家が遊び・運動・音楽を通じてサポート

する教室を開きます。 

⇒61 ページ  

■任意予防接種の公費負担（継続） 

 接種することが有効とされているインフ

ルエンザ予防ワクチン、Hib ワクチン、小児

用肺炎球菌ワクチン、子宮頚がんワクチンの

接種費用を助成します。⇒49 ページ 

 

  

■学校運営協議会の設置（新規） 

 保護者をはじめ多くの町民に主体的に学校運営に参画してもらい、真に町民のための町民の学校

（コミュニティ・スクール）に生まれ変わるための提言を行う学校運営協議会（仮称）を設置します。

協議会は毎月開催し、教育委員会や学校現場に具体的な提言を行っていきます。 

■就学特別支援員の配置と特別支援連絡協議会の設置（拡充） 

障害により特別な支援を必要とするお子さんに対し幼児期から中学卒業まで一貫した支援を行っ

ていくため就学特別支援員と特別支援連絡協議会（仮称）を設置し、サポート体制の強化を図ります。

協議会は毎月開催し、きめ細かな支援の充実を図っていきます。⇒71 ページ 
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いつまでも健康に、また、高齢や障害によって日常生活に不便が生じる方も安心して暮らしていける

よう、ボランティア・医療機関など地域に関わる全ての皆さんで支えていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域で支える健康と安心 
Ｈ24 

交流の町の 
重点施策 

－ その３ － 一つ先を歩む町へ

■健康づくり研究所（仮称）の開設（新規）

 町内の医療機関と協働で健康づくり研究所

を開設し、地域資源を活用した健康づくり事業

を構築します。⇒43 ページ 

～健康づくり研究所（仮称）の役割～ 

１．健康づくりプログラムの企画開発 

  個人の身体に見合ったウォーキングの提

供、高齢者の社会参加、社会体育施策の提

言、地域資源が健康づくりに果たす役割の

研究 など 

２．地域で進める健康づくりの環境の構築 

  医師・看護師確保対策、ウォーキングイン

ストラクターの育成、五大疾病の予防の為

の生活習慣の研究 など 

 
 

ボランティア・自治会・医療機関 

■保健予防連絡会の設置（拡充） 

小布施町の保健政策の方向性を示す機関

として、町内医師団で組織する保健予防連

絡会を定期的に開催します。 

医師の皆さんが持つ専門的な英知を結集

し、町民の皆さんの健康と安心を確保して

いきます。⇒50 ページ 

 

■ウォーキングサミットの開催と多彩な 

コース提案（新規） 

11 月にウォーキングサミットを開催し、

ウォーキングで健康づくりを実践している

海外先進地や国内の自治体、医療機関、研究

機関と交流・連携を深めるとともに、地域の

リーダーの育成を行います。 

また、地域の里道を活用した多彩なコース

を設定し、地域資源を生かした健康と交流を

融合させたウォーキング事業を展開してい

きます。⇒43 ページ 

■自殺対策・障害者の自立支援相談 

窓口の充実（拡充） 

町保健師のほか、専門の相談員を常駐さ

せ、障害のある方やその家族のサポート、

精神的なストレスを抱えている方への相

談体制の強化を図ります。 

また、障害のある方へきめ細かなサービ

スを提供するためのケアプランを作成し

ます。⇒42 ページ 
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■給食サービス事業の充実（拡充） 

安否確認を兼ねてお年寄りのみや障害のある

方のみの世帯や、そのご家族に食事をお届けす

る給食サービスを、回数を増やして実施します。

⇒31 ページ 

 

毎週水曜日（週 1 回）の夕食 

     ↓ 

月曜から金曜（週 5 回）の昼食と夕食 

■タクシー利用助成（拡充） 

 75 歳以上のお年寄りや重度の障害をお持ちの方の移動支援として、1 枚 700 円のタクシー利用券

を年間 24 枚から 36 枚に拡充します。⇒19 ページ 

■生きがい福祉バスの運行（拡充） 

 社会福祉協議会に委託して行っている車いすを利用されている方への運行サービスについて、より

多くご利用いただけるよう通院のみの対象から買い物でもご利用いただけるよう条件を緩和します。 

⇒19 ページ 

 

■地域支え合いマップの更新（拡充） 

昨年、災害時に救護が必要な方の情報を確

認する地域ごと支え合いマップを作成しまし

たが、今年度は雪かきやごみ出しなど日常生

活でも支援が必要な方の情報を共有し、ご近

所同士で支え合うためのマップに更新してい

きます。 

⇒15 ページ 

 

社会福祉法人・社会福祉協議会・行政 

■認知症予防事業（継続） 

いつまでも元気ではつらつと。 

脳のリフレッシュ教室、ダンスで脳元気教室、

骨コツ貯筋教室など、楽しくできる認知症予防

事業を進めます。 

⇒32 ページ 

 

■ボランティア事業の再構築（継続） 

有償・無償を問わずあらゆるボランティアに

対するニーズとのマッチングを図るため、個人

はもとより自治会・老人クラブなどの各種団体

と連携を図りより多くの方の社会参画・支え合

いの機会を創出します。⇒16 ページ 

 

 

■町内巡回バスの運行（継続） 

 お年寄りや障害のある方だけでなくもっと多くの町民の皆さんにご利用 

いただけるよう、新たな運行コースや時間を設定した社会実験を行い公共 

交通のより良い仕組みを研究していきます。 
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 東日本震災や原発事故により、以前にも増して防災体制の強化は地域の中で大きな課題となっていま

す。災害に強いまちづくりは、ずっと住み続けて頂くための大前提であり、数年来重点施策として推進

してきました。これからも安全・安心なまちづくりを町民の皆さんとともに進めていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域防災力の強化と基盤整備 

■公会堂の耐震補強の推進（新規） 

 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。⇒128 ページ 

 

 

■防災マップ・支え合いマップの更新と防災訓練（継続）

 災害時における被害を最小限に食い止めるには、地域の皆

さんの「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。各自治会ごとに構成されている

自主防災会と連携し、地域防災マップや地域支え合いマップ

を随時更新するとともに、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。⇒128 ページ 

 

 
■放射能対策（新規） 

 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1週間おきに測定し、結果をお

知らせします。 

また、今年度中に、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。 

⇒128 ページ 

■防災設備と備蓄の充実（拡充） 

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

備蓄を進めます。 

また、防災意識啓発のため、住民の皆さ

んの声を聞きながら、各家庭への備蓄品配

付の検討を行います。⇒128 ページ 

 

 

Ｈ24 
交流の町の 
重点施策 

－ その４ － 一つ先を歩む町へ

 



 

- 10 - 
 

重
点
施
策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

■消防団の強化（継続） 

町内在勤の方にも消防団活動に参加いただ

くよう制度を改正し、平日昼間の地域消防力

の強化を図ります。また、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。 

⇒131 ページ 

■保健予防連絡会（拡充） 

 新種のウィルスなどのパンデミックや地震

などの災害時の医療体制の確保について、

国・県の動きよりも素早く、きめ細かく対応

するため、町内医師団の皆さんとの保健予防

連絡会の充実を図ります。 

⇒50 ページ 

■防犯活動連絡会議（新規） 

 防犯活動を担っていいただいている各種

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。 

 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。⇒132 ページ 

  

■雨水浸透マスの設置（新規） 

 近年多発しているゲリラ豪雨による浸水被

害を防ぐため、雨水浸透マスを設置し、新た

な雨水対策として効果を検証していきます。

⇒126 ページ 
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４つの協働と交流産業の推進 

小布施のまちづくりを支える 4つの協働、「町民との協働」「専門機関・大学・研究所との協働」

「町内企業との協働」「町外の志の高い企業との協働」を進めるとともに、交流による信頼が新た

な価値を産む「交流産業」を振興し、経済の活性化につなげます。 

■まちづくり活動の支援（拡充） 

まちづくりに意欲的な皆さんが取り組む各種交流事業をサポートするとともに、地域の活性化のため

に取り組むまちづくり活動を「まちづくり活動事業補助金」を拡充し支援します。⇒143 ページ 

■まちとしょテラソ（町立図書館）（継続） 

まちとしょテラソは、「学び」「交流」「子育て」 

「情報発信」の拠点として、多くの町民の皆さんと 

の協働で設計、建設を行い、運営も行っています。 

⇒77 ページ 

■まちづくり委員会（継続） 

協働のまちづくりの場として発足した小布施まち 

づくり委員会は 2 期 4 年が経過しました。安全、環境、 

福祉、交流、千曲川ハイウェイミュージアムの 5 部会 

に加え、新たに教育部会が発足し、精力的に活動を重ね 

ています。⇒139 ページ 

■東日本大震災被災地との交流（継続） 

東日本大震災から間もなく一年、小布施町でも物資 

の支援、被災者の受入、義援金の募集、町民の皆さん 

のボランティア活動の支援など、さまざまな復興支援を 

町民の皆さんと協働で行ってきました。 

今後も「人と人との交流」による被災地復興支援活動 

を継続していきます。⇒129 ページ 

 

町民との協働 

  

一つ先を歩む町へ

Ｈ24 
交流の町の 
重点施策 

－ その５－ 

 

 



 

- 12 - 
 

重
点
施
策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

■東京理科大学・まちづくり研究所（継続） 

うるおいのある景観形成や道づくりなど、高い専門性を持つ東京理科大学と協働で進めていきます。

⇒137 ページ 

■法政大学・小布施町地域創造研究所（継続） 

変化の激しい時代にあってその時々地域の課題にスピード感をもって対応するため、法政大学との

協働で政策研究を行います。⇒72 ページ 

■地域づくりインターン（継続） 

全国各地から大学生を招待し、フィールドワークを通じ 

てまちづくりに対する様々な提言をいただきます。町民と 

学生、お互いが共に成長するとともに、町の魅力を発見し 

あう場として開催します。⇒72 ページ 

■自然エネルギー活用の研究（新規） 

自然エネルギーへの転換が求められているなか、クリーン 

で環境に優しい自然エネルギーの活用について、大学や企業 

と協働研究を行います。⇒113 ページ 

専門機関・大学・研究所との協働 

■CSR 活動に積極的な優良企業（継続） 

小布施町とまちづくりの理念を共有する製造業や小売業など、各種の優良企業との協働により、農

業・商工業の活性化やまちづくりを進めます。 

■町内外の飲食業や小売業、振興公社（継続） 

ブラムリーやチェリーキッスのブランド化を図るため、高級フルーツ店や百貨店、町内飲食店、振

興公社などと協働で、生産量・販売量の拡大を目指します。⇒89 ページ 

■JR 九州グループ（継続） 

九州地方を農産物販売の大きな市場として捉え、 

小布施屋（振興公社）のアンテナショップを核に 

市場の拡大を目指します。⇒89 ページ 

町内・町外の志の高い企業との協働 

■東京都墨田区など他市町村との交流（継続） 

北斎を通じ「技人展」や「物産展」などの交流の 

ある東京都墨田区をはじめ、熊本県氷川町、香川県 

宇多津町、埼玉県戸田市などと官民問わず顔の見え 

る交流を進め、産業や文化、まちづくりをより発展 

させていきます。⇒102 ページ 

交流産業 
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今の日本が抱える最大で最難関の問題「人口」と「農業」。小布施町はこの二つの課題に全力で挑ん

でいきます。この二つは非常に大きくそして困難な課題ではありますが、先達が培ってこられた 40 年

のまちづくりを礎に、都市農村交流の推進による定住促進と、農業の再活性化に本格的に取り組みます。 

いきいきと輝くまちであり続けるために、多くの若い世代の皆さんに基幹産業である農業の担い手と

して、または新たな価値を創造する起業家として、さらにはベッドタウンとしてこのまちに住んでいた

だけるよう、様々な機関と協働で定住を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

交流から定住へ 

■小布施若者会議（仮称）の開催（新規） 

地域づくりインターンなどで小布施に関わった学生や町内で意欲的にまちづくり活

動を行う若者など、町内外の若い世代の方々に企画運営していただく「小布施若者会

議（仮称）」を開催します。 

この会議は、かつて若者が社会に対して自分たちの目指す社会像を主張した時代が

あったように、次世代を担う若者同士が希望と熱意溢れる主張を自由闊達に交わし、

新しい価値観を創出しようという「若者版ダボス会議」を目指しています。 

農業や教育、人口など現在の日本が抱える課題の解決につながる新しいモデルを、

地方から、それも小布施から発信し実現しようとするもので、全国から多様な若者が

集結し、町全体をフィールドに町民の皆さんと一緒にこれからの日本を考えます。 

期日：9 月 7 日（金）～9 日（日） 会場：北斎ホールほか 

 

 

 

 
■都市農村交流事業の推進（拡充） 

北斎を通じて交流のある東京都墨田区の皆さんを春と秋にお招きし、農作業や農家

暮らしを体験していただく「都市農村交流事業」を、大都市に住む学生・生徒の皆さ

んを対象にした「農業インターン」、「修学旅行受入れ」へも展開し、短期滞在型の都

市農村交流事業を推進します。 

これまでの取組みにさら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を構築します。 

 
 

 

 

⇒144 ページ 

こ
れ
ら
の
取
組
み
を
、
小
布
施
に
関
心
を

寄
せ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に 

各
種
団
体
、
企
業
、
大
学
、
町
民
の
皆
さ

ん
と
の
協
働
に
よ
り
受
入
体
制
を
構
築 

Ｈ24 
交流の町の 
重点施策 

－ その６ －
一つ先を歩む町へ

   

  



 

- 14 - 
 

重
点
施
策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【目標】 

・新規就農者     10 人／年×10 年＝100 人 

・起業・ベッドタウン  10 人／年×10 年＝100 人 計 200 人／10 年の増加 

  さらにご家族も加われば数百人の増加に。 

・社会動態（転入－転出）の減少を抑制 → 自然動態の増へ 

・人口構成の変化へ期待 

 

新規就農者 

小布施町で就農を志す方々が信頼のおける指導

者のもとで、自立を目指しながら安心して農業に打

ち込める環境を、国や県の制度も活用しながら整え

ます。 

年間 10 名の新規就農者を目標に、農地や農機具

の手配、住宅の確保、生活支援のほか、担い手の強

化につながる支援策を充実します。⇒92 ページ 

■新規就農者支援事業（拡充） 

起業家・企業 

小布施町の環境や景観、立地

条件、文化、価値に共感し、「小

布施が好き」で「小布施のまち

づくりに寄与」するような、中

小でもあっても高付加な価値

を持つ起業家・企業の拠点を目

指します。 

例えばＩＴ系・医薬品研究開

発・外資系などニッチな業種

や、研究家・芸術家・ゲーム関

連・ＳＮＳ・アパレル系の拠点

として･･･etc.   

ベッドタウン 

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、新しいﾍﾞｯﾄﾀｳﾝを目指します。⇒143 ページ 

■（仮称）小布施町定住支援センター（新規） 

生活基盤・サービスの充実 

新たにお迎えする方だけでなく、今お住まいの町民の皆さんがより住みやすく、魅力を感じられる町の

姿を描きながら、「子育て支援」や「教育」「保健福祉」などのサービスのより一層の充実を図ります。 



事業別予算説明

【Ⅰ 安心】　高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 12億930 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 地域福祉の基盤づくり 社会福祉協議会の運営補助など 562万円 福祉グループ 15

地域支えあいマップの作成 4万円 福祉グループ 15

2 福祉ボランティアの育成 健康福祉センターの管理運営 1,195万円 福祉グループ 15

　と人材の確保 　 ボランティア活動の支援 621万円 福祉グループ 16

千年樹の里まつりの開催 49万円 福祉グループ 16

3 介護予防と自立支援 介護予防ケアプランの作成 308万円 福祉グループ 16

生活支援ハウスの管理運営 752万円 福祉グループ 17

4 介護サービスの充実 小布施荘施設用地等の管理 457万円 福祉グループ 17

デイサービスセンターの管理 181万円 福祉グループ 17

養護老人ホーム入所費用の補助 1,069万円 福祉グループ 18

社会福祉法人への補助 9万円 福祉グループ 18

高齢者の在宅生活支援 1,767万円 福祉グループ 19

5 高齢者の社会参加と生き 老人福祉センター(桃源荘)の管理運営 166万円 福祉グループ 20

   がいづくり 老人クラブ活動の支援 154万円 福祉グループ 20

長寿者訪問 54万円 福祉グループ 20

ひとり暮らし高齢者等への支援 179万円 福祉グループ 21

シルバー人材センターの支援 277万円 福祉グループ 21

6 障害者の自立支援　　 障害福祉サービスの利用 142万円 福祉グループ 22

障害福祉サービスの給付（自立支援給付事業） 1億7,108万円 福祉グループ 23

障害福祉サービスの給付（地域生活支援事業） 265万円 福祉グループ 23

補装具費の補助 235万円 福祉グループ 24

日常生活用具の給付 185万円 福祉グループ 24

自立支援医療費への補助 55万円 福祉グループ 24

タイムケア事業 153万円 福祉グループ 24

通所･通園等の援助 7万円 福祉グループ 25

重度心身障害児福祉年金の支給 32万円 福祉グループ 25

長野地区障がい者スポーツ大会への参加など 45万円 福祉グループ 25

障害者自立支援対策特別対策事業への補助 285万円 福祉グループ 25

7 地域支援体制の確立 自立支援協議会の運営 16万円 福祉グループ 26

相談支援事業・ケアマネジメント事業 186万円 福祉グループ 27

地域活動支援センター（みすみ草）の管理運営 435万円 福祉グループ 28

8 ノーマライゼーション 身体障害者の住宅整備への補助 70万円 福祉グループ 28

　社会の構築 身体障害者の自動車改造への補助 10万円 福祉グループ 28

手話通訳者などの派遣 10万円 福祉グループ 28

障害者希望の旅 100万円 福祉グループ 29

9 介護保険制度の円滑な 30

　運営 保険の支払い・認定調査や保険料徴収など 8億3,335万円 福祉グループ 31

地域自立生活の支援 255万円 福祉グループ 31

高齢者等の介護予防 1,087万円 福祉グループ 32

家族介護の支援 448万円 福祉グループ 34

高齢者等の介護予防（委託事業分） 437万円 福祉グループ 35

在宅介護支援センター（地域包括支援センター）の運営 1,033万円 福祉グループ 35

介護保険の運営（介護保険特別会計）



事業別予算説明

【Ⅰ 安心】　高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度

区　　分 事　業　名 担　当 ページ

9 介護保険制度の円滑な 敬老会の開催 134万円 福祉グループ 36

　運営（続き） 介護給付費の適正化 24万円 福祉グループ 36

（新）成年後見制度の利用支援 10万円 福祉グループ 36

10 社会保障制度の充実　 子ども・障害者等の医療費の助成（福祉医療） 6,566万円 福祉グループ 37

悩みごと相談 109万円 福祉グループほか 38

民生児童委員活動と生活保護 121万円 福祉グループ 38

国民年金の加入手続き 228万円 生活環境グループ 38
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
１ 地域福祉の基盤づくり  ２ 福祉ボランティアの育成と人材の確保 

 

社会福祉協議会の運営補助など 562 万円  地域支え合いマップの作成 4 万円

(担当: 福祉グループ) (担当:福祉グループ)

地域の福祉活動を担う社会福祉協議会の運営

（介護保険事業に関わるものを除く人件費）に

対して補助を行います。 

 

主な経費 

・社会福祉協議会の運営補助 300 万円

・福祉診断書料の補助 2 万円

・臨時職員の賃金 258 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 562 万円

 

 昨年、災害時に救護が必要な方の情報を確認

するために、地域ごとに支え合いマップを作成

しました。今年度以降は毎年１回の更新を行い、

地域の情報を確認していきます。 

 

主な経費 

・消耗品 など 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 4 万円

 

予算: 3.1.1 社会福祉総務費 (一般会計) 

3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計) 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)

 

健康福祉センターの管理運営 1,195 万円

(担当: 福祉グループ)

健康福祉センターには、在宅介護支援センターや社会福祉協議会の事務室のほかに、ボランティア

センターとしての交流スペース、介護予防事業などの教室や講演会・研修会に利用する多目的ホール、

ボランティアグループの会議などに利用するサークル室、入浴サービスのための特殊浴槽を備えた浴

室、料理教室等に利用する調理実習室などがあります。 

利用できる人は、社会福祉・ボランティア団体や障害のある方、お年寄りの皆さんで、冬には高齢

者のスポーツ大会も開催しています。また、ロビーは交流スペースとなっていますので、いつでも気

軽においでください。 

主な経費  
・光熱水費  413 万円 

・警備や自動ドア等の保守点検の委託 168 万円 

・複写機・清掃用具の使用料 など  49 万円 

・施設の修繕 26 万円 

・土地の借上げ       403 万円

・燃料費 96 万円

・電話料、火災保険料      24 万円

・その他の経費   16 万円

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

・利用者の負担 10 万円 

・事業者(町社会福祉協議会)の負担 102 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,083 万円 

予算: 3.1.6 健康福祉センター管理費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
２ 福祉ボランティアの育成と人材の確保  ３ 介護予防と自立支援 

 

ボランティア活動の支援 621 万円

(担当: 福祉グループ)

ボランティアセンターを拠点とし、地域住民の皆さんのボランティア活動を支援します。ボランテ

ィアをしたい方、してほしい方のマッチングや、ボランティア養成講座の開催、ボランティア団体へ

の活動助成などを行います。 

 

 主な経費 

・社会福祉協議会への事業の委託  621 万円 

 

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

・町の負担 (一般財源)       621 万円
安 

心 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)

 

千年樹の里まつりの開催 49 万円  介護予防ケアプランの作成 308 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 町民の皆さんの健康増進と保健・福祉・医療

に関わるボランティアの交流の輪を広げる「千

年樹の里まつり」を開催します。 

 

■開 催 日  10 月 28 日（日） （予定）

■開催場所  千年樹の里 

（健康福祉センター周辺） 

 

主な経費 

・出演者への謝礼 9 万円

・会場設営の委託 19 万円

・チラシの作成 10 万円

・その他の経費 11 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 49 万円

 

在宅介護支援センター（地域包括支援センタ

ー）が、要支援１及び２の人を対象とした介護

予防のケアプラン（サービス利用計画）の作成

を行います。 

 

主な経費 

・居宅支援事業所への委託 304 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・介護予防居宅支援報酬 308 万円

 

 

予算: 3.1.6 千年樹の里まつり事業費 (一般会計) 予算: 3.1.8 介護予防支援事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
３ 介護予防と自立支援  ４ 介護サービスの充実   

 

生活支援ハウスの管理運営 752 万円

(担当: 福祉グループ)

生活支援ハウスは、指定管理者のＪＡ須高が管理・運営を行っています。 

この施設には、居住部門（ひまわり）とデイサービスセンター部門（花の里）があります。 

居住部門は、60 歳以上のひとり暮らしや夫婦のみで生活している人、ひとりで生活することに不

安のある人で家族の援助を受けるのが困難な人が入居できます。 

 

 主な経費 

・生活支援ハウス居住部門の管理運営の委託 490 万円

・土地の借上げ など  262 万円

 

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

心 

 

・利用者の負担  72 万円

・施設利用料 17 万円

・町の負担 (一般財源) 510 万円

 

予算: 3.1.3 生活支援ハウス管理費 (一般会計)

 

小布施荘施設用地等の管理 457 万円  デイサービスセンターの管理 181 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 長野広域連合が管理運営する特別養護老人ホ

ーム小布施荘の用地を借り上げます。 

 

主な経費 

・小布施荘用地の借り上げ 410 万円

・長野広域連合負担金 47 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 457 万円

 

町デイサービスセンターの管理運営のため、

用地を借り上げます。 

施設の運営は、社会福祉協議会が行っていま

す。 

 

主な経費 

・デイサービスセンター用地の借り上げ 

 161 万円

・修繕料 15 万円

・火災保険料 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・事業者(社会福祉協議会)の負担 101 万円

・建物共済等の負担 6 万円

・町の負担 (一般財源) 74 万円

 

予算: 3.1.3広域連合高齢者福祉施設管理費 (一般会計) 予算: 3.1.3 デイサービスセンター管理費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
４ 介護サービスの充実 

 

養護老人ホーム入所費用の補助 1,069 万円  社会福祉法人への補助 9 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 

安 

心 

家庭や経済的な事情により養護老人ホームに

入所している人の入所費用を補助します。 

なお、入所する方本人と扶養義務者は、所得

に応じた費用負担があります。 

 

主な経費 

・老人ホーム入所費用の補助 1,069 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・利用者の負担 185 万円

・町の負担 (一般財源) 884 万円

 

利用者負担軽減制度を実施している社会福祉

法人へ補助金を支払います。 

 

主な経費 

・社会福祉法人への補助 9 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担            7 万円

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

  

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
４ 介護サービスの充実   

 

高齢者の在宅生活支援 1,767 万円

(担当: 福祉グループ)

介護を必要とする人でも安心して自分の家で生活できるよう、次のような支援をしています。 

■福祉用具貸与事業…社会福祉協議会へ委託 

  要援護高齢者や重度の心身障害者、または病気やけが等で一時的に必要な人へ、特殊ベッド 

や車イスなどを貸し出します。 

■ホームヘルパー(訪問介護員)養成研修事業…社会福祉協議会へ委託 

  ホームヘルパー2 級の養成講座(県知事指定)を 5 月から 8 月にかけて開催します。 

■生きがい活動支援通所事業(いきいきサロン)…社会福祉協議会、NPOしなのぐらしへ委託 

  家に閉じこもりがちなひとり暮らし等の高齢者が、寝たきりや認知症(ボケ)にならないよう、

趣味の活動や仲間づくりの場を提供します。 
安 
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■高齢者等タクシー利用助成事業 

  自家用車などの移動手段のないお年寄りなどの移動支援のため、タクシー利用への助成を行い

ます。 

■外出支援事業(福祉バス運行サービス)…社会福祉協議会へ委託 

  常時車いすを使用し一般車両での移送が困難な人を、リフト付福祉車両で通院などの送迎をし

ます。 

■訪問理美容サービス事業…社会福祉協議会へ委託 

   寝たきりの人が自宅で理美容のサービスを受けられるよう、理容師の出張費分を補助します。

■高齢者にやさしい住宅改良促進事業 

   介護が必要な高齢者の住宅改良で、介護保険からの支払い分を除き 70 万円を限度に費用を補

助します。(所得に一定の条件があります) 

■宅幼老所緊急宿泊支援事業 

  要援護者を在宅介護されている世帯が、介護者が急病等で介護ができなくなった緊急時に、宅

幼老所等に要援護者を預けた際の費用の一部を補助します。(住民税非課税世帯が対象) 

■介護人給食サービス事業 

  要援護高齢者を介護する家族介護者の経済的身体的な負担軽減のため、昼食、夕食の給食を行

います。 

 

主な経費 

・社会福祉協議会等への事業の委託  1,356 万円 

・住宅改良費用の補助 63 万円 

・タクシー利用助成 333 万円 

・宅幼老所緊急宿泊への補助 4 万円 

・その他の経費 11 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・利用者の負担 166 万円 

・介護予防居宅支援報酬 194 万円 

・県の負担 34 万円 

・町の負担 (一般財源) 11,373 万円 

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費(一般会計) 

3.1.3 高齢者在宅支援事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
５ 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

 

老人福祉センター (桃源荘) の管理運営 166 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者の生きがいと健康づくりを推進する施設として、また、高齢者のさまざまな活動の場として

利用いただけるよう管理運営をしています。老人クラブの各種活動、いきいきサロンなどに利用され

ています。 

 

主な経費 
・光熱水費 59 万円 

 
・施設の修繕 25 万円 

・駐車場用地の借り上げ 18 万円 

・その他の経費 64 万円 

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

 

・利用者の負担 1 万円 

・町の負担 (一般財源) 1165 万円 

 

予算: 3.1.7 老人福祉センター管理費 (一般会計)

 

老人クラブ活動の支援 154 万円  長寿者訪問 54 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 高齢者の豊かな経験と知識・技能を生かし生

きがいづくりを進め、技能を伝承し交流の場を

広げる「しめ縄づくり教室」や老人クラブの活

動を支援します。 

 

主な経費 
・老人クラブへの補助 149 万円

・しめ縄づくり教室 4 万円

・懇談会  1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 41 万円

・参加者の負担金 1 万円

・町の負担 (一般財源) 112 万円

 

 

米寿や白寿などの長寿の節目を迎えた皆さん

を町長が訪問し、祝品を贈ります。 

 

主な経費 
・記念品 など 54 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 54 万円

 

予算: 3.1.3 高齢者生きがいづくり支援事業費

 (一般会計) 予算: 3.1.3 長寿者訪問事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
５ 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

 

ひとり暮らし高齢者等への支援 179 万円

(担当: 福祉グループ)

ひとり暮らしや二人暮らし高齢者が安心して在宅で生活できるよう支援します。 

 

■寝具類洗濯乾燥消毒サービス…社会福祉協議会へ委託 

  ひとり暮らしなどで寝具の衛生管理が困難な人に、寝具類の洗濯乾燥や消毒を行います。 

 
■軽度生活援助事業…社会福祉協議会へ委託 
  見守りが必要なひとり暮らし高齢者など軽度な日常生活の援助を行います。 

 

■自動消火器の設置 
  自動消火器を希望に応じてひとり暮らし高齢者などの世帯に設置します。 
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主な経費 

・事業の委託 157 万円 

・自動消火器の購入、修繕 など 22 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・利用者の負担 2 万円 

・町の負担 (一般財源) 1177 万円 

予算: 3.1.4 独り暮らし高齢者等支援事業費 (一般会計)

 

シルバー人材センターの支援 277 万円

(担当: 福祉グループ)

働く意欲のある高齢者に就業の機会を提供

し、高齢者の知識・技術を活かして地域社会に

貢献していただくため、高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律に基づき、シルバー人材セン

ターの運営費を負担します。 

 

主な経費 

・須高広域シルバー人材センター等負担金 277 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 277 万円

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

障害福祉サービスの利用 142 万円

(担当:福祉 グループ)

障害福祉サービスを受けるには、まず、役場窓口で障害程度区分の認定申請を行います。 

平成 24 年度からサービス支給決定の手続が変わり、支給決定前にサービス等利用計画を作成し、

これを基にサービス内容や量を決めることになります。 

障害程度区分は、調査員がお宅や施設に伺って心身の状態を判定する「一次判定」と、長野広域連

合に設置されている審査会での「二次判定」によって決められます。その後、決定した障害程度区分

や申請者の要望をもとに介護給付（居宅介護、短期入所、生活介護）などのサービスが行われます。

サービス利用を継続するためには、原則 3 年ごと更新調査を行います。 
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 障害福祉サービスの利用のしかた 

 

 

１ 申請・調査 申請があると、現在の生活や障害の状況についての調査

を行います。（一次判定） 
 

 

 

 

 
調査の内容をもとに審査会で判定が行われ、障害程度が

どのくらいなのか障害程度区分が決められます。（二次判

定） 

２ 審査・判定  

 

 

 
３ サービス等利用計画案

の作成 
 支給決定の前に、相談支援事業者がサービス利用計画を

作成します。  

 

 

 

４ 認定・決定 障害程度区分、サービス利用計画を基にサービス内容や

量を支給決定します。 

 

 

 

 

 ５ サービス利用、一定期間

後にモニタリング 
サービスの利用が始まります。  

 

 

主な経費 

・調査員賃金と調査を委託した場合の費用 11 万円 

・審査会の運営のための負担金 51 万円 

・主治医意見書の作成料、郵送料 17 万円 

・受給者証発行、支給管理システムの使用料 63 万円 

 

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

 

・国の負担 11 万円 

・町の負担 (一般財源) 131 万円 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

 



 

- 23 - 

安 

心 

【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

障害福祉サービスの給付（自立支援給付事業） 1 億 7,108 万円

(担当: 福祉グループ)

障害福祉サービスは、障がいの種別にかかわらず、必要とするサービスの仕組みが一元化され、「自

立支援給付事業」と「地域生活支援事業」に大きく分けられます。 

「自立支援給付事業」には、在宅での生活支援サービスと施設利用のサービス（介護給付・訓練等給

付）があります。 

 

主な経費 

・介護給付費（居宅介護、短期入所、ケアホーム、新体系の施設入所支援など） 1 億 962 万円 

・訓練等給付費（就労移行支援事業、就労継続支援事業など） 5,048 万円 

・療養介護医療費、施設入所者の食事・光熱水費の実費負担への給付 など 1,038 万円 

・サービス利用計画作成費 60 万円 

 

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

 

・国の負担 8,554 万円 

・県の負担 4,277 万円 

・町の負担 (一般財源) 4,277 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

 

障害福祉サービスの給付（地域生活支援事業） 265 万円

(担当: 福祉グループ)

「地域生活支援事業」のサービスは、町や地域の状況に応じた事業を実施するサービスです。 

町では、外出のための支援を行う「移動支援事業」と日中一時的に介護する人がいないなどの理由

で、見守りなどが必要な障害のある人を支援する、「日中一時支援サービス事業」の２つの事業を実施

します。 

 

主な経費 

・移動支援 261 万円 

・日中一時支援サービス 4 万円 

 

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

 

・国の負担 133 万円 

・県の負担 66 万円 

・町の負担 (一般財源) 66 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

補装具費の補助 235 万円  日常生活用具の給付 185 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

障害者の不自由な身体部分の機能を補う用具

の購入や修理に対して、町がその費用を補装具

費として利用される人に支給します。 

利用者は原則として1割の自己負担がありま

すが、町ではその購入などの自己負担分に対し

て補助します。 

 

主な経費 
・補装具費 230 万円

・自己負担分への援助 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 115 万円

・県の負担 58 万円

・町の負担 (一般財源) 62 万円

 身体に障害のある人の日常生活を支援するた

め、浴槽や便器、たん吸引器など日常生活用具

を購入しお渡しします。 

 

主な経費 

・日常生活用具の購入 185 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 93 万円

・県の負担 46 万円

・町の負担 (一般財源) 46 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

   

自立支援医療費への補助 55 万円  タイムケア事業 153 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

自立支援医療とは、障害の程度を軽くするた

めに行う手術などの医療（旧更生医療）で、そ

の医療費を補助します。 

 

主な経費 

・自立支援医療費への補助 55 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 27 万円

・県の負担 14 万円

・町の負担 (一般財源) 14 万円

 家族が日中、介護を時間単位で依頼したとき

の利用料を負担します。 

 

主な経費 

・タイムケア事業 など 153 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 76 万円

・町の負担 (一般財源) 77 万円

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

通所・通園等の援助 7 万円  重度心身障害児福祉年金の支給 32 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

入所している児童の帰省や、家族の面会に要

する経費に援助をします。 

 

主な経費 

・通所・通園にかかる交通費の援助 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 4 万円

・町の負担 (一般財源) 3 万円

 

 身体障害者手帳 3 級以上、あるいは療育手帳

を持つ心身障害児に対し、障害の程度に応じ福

祉年金をお支払いします。 

 

主な経費 

・福祉年金 32 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 32 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

   

長野地区障がい者スポーツ大会への参加など 45 万円  障害者自立支援対策特別対策事業への補助 285 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

長野地区障がい者スポーツ大会の参加負担金

と、障害者福祉にかかる事務費です。 

 

主な経費 

・スポーツ大会参加負担金 3 万円

・その他の経費 42 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 45 万円

 

 障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、

平成 23 年度まで実施されました。更に、1 年

間延長され、事業者の運営安定化のため補助を

行います。（事業内容については今後変更される

可能性があります。） 

 

主な経費 
・新体系定着支援事業 

（事業運営安定化事業）  132 万円

・地域移行支度経費支援事業補助 3 万円

・その他の事業 150 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 213 万円

・町の負担 (一般財源) 72 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
７ 地域支援体制の確立 

 

自立支援協議会の運営 16 万円

(担当:福祉 グループ)

自立支援協議会は、地域の障害福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす場です。４つ

の部会が毎月定例会を開催。昨年は高山村でフォーラムを開催しました。昨年度、部会再編を行い、

部会の活動が地域の障害福祉の底上げにつながるよう、提言を受けとめる運営委員会がしっかり機能

するように力を入れていきます。事務局は須高地域障害者支援センターへ委託しています。各部会は

さまざまな立場の人が自由に参加できます。ぜひあなたの声をお聞かせください。 
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障害者自立支援法と自立支援協議会 

 

 法律の目的=障害のある人も普通に暮らせる地域づくり
 

 

 
そのために障害福祉計画 で地域で暮らす基盤を計画的に整備 

 

 

 
須高地域自立支援協議会  

地域（市町村）自身 で地域づくりを考え進める 
 

 

 

 
個別支援会議 で明らかになる一人ひとりの希望（ニーズ）を地域の課題としてとらえる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度の活動テーマ 

■療育・発達支援部会・・・早期支援について 

■就労・日中活動支援部会・・・アセスメントの検討、工賃アップ等 

■地域生活支援部会・・・地域生活をチーム力で支える 

■相談支援部会・・・法律改正への対応、相談支援事業の運用 

■地域で暮らそうフォーラム・・・テーマ「地域づくりの輪 和 環」 

講演、パネルディスカッションを開催 

 

 

 

主な経費 
・自立支援協議会運営のための負担金 16 万円 

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

 

・町の負担 (一般財源) 16 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
７ 地域支援体制の確立 

 

相談支援事業・ケアマネジメント事業 186 万円

(担当:福祉 グループ)

平成 19 年度から 2 カ所に相談窓口を設置し、福祉サービスの利用援助や社会資源の活用、社会生

活力を高めるための支援の充実・強化を目指しています。窓口では、くらしの相談に応じるほか、分

かりにくい手続きのお手伝いや必要なサービスを一緒に考えます。 

 

（相談窓口） 

■ みすみ草（小布施町内）TEL２４７－６３４３ 

■ 須高地域障害者支援センター（須坂ショッピングセンター1 階）TEL２４８－３７４１ 

 

 Q：どんなことで相談に行ったらいいの？
  

安 
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例えばこんな時 

・放課後、子どもが一人になってしまうのが心配 

A：なんでもなくても相談（話し）に来

て！！ 

・福祉の情報を知りたい 

・自分らしく暮らしたい 

・障がいと言われてもどう育てたらいいのかわからない・・など 

 

まずは、須高地域障害者支援センター、みすみ草へ相談してください。 

 

主な経費 

・相談支援事業の委託 186 万円 

 

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

 

・国の負担 39 万円 

・県の負担 19 万円 

・町の負担 (一般財源) 128 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
７ 地域支援体制の確立  ８ ノーマライゼーション社会の構築 

 

地域活動支援センター（みすみ草）の管理運営 435 万円  身体障害者の住宅整備への補助  70 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

みすみ草は、就労継続支援事業所と、地域活

動支援センターの２つの場所となりました。セ

ンターは一時的に就労が困難なときなど、創作

活動や生産活動、社会交流促進の場として、障

害の種別に関わらずどなたでも利用できる場で

す。また、相談支援事業も行っています。 

指定管理者制度により、社会福祉法人 夢工

房福祉会が管理運営します。 

 

主な経費 
・管理運営の委託 425 万円

・火災保険料 10 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 435 万円

 65 歳未満の重度身体障害者が、在宅での日

常生活をしやすくするための住宅改修を行う場

合、70 万円を限度に改修費用を補助します。 

 

主な経費 

・住宅改修への補助 70 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 35 万円

・町の負担 (一般財源) 35 万円

 

予算: 3.1.5 地域活動支援センター管理費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

   

身体障害者の自動車改造への補助  10 万円  手話通訳者などの派遣 10 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

身体障害者が社会参加するため、使用する車

を改造した場合、10 万円を限度に改造費を補

助します。 

 

主な経費 

・自動車改造への補助 10 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 5 万円

・県の負担 3 万円

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

 聴覚や音声・言語機能の障害のある人が、病

院への通院や学校行事に参加する時に、手話通

訳や要約筆記奉仕員を派遣します。 

 

主な経費 

・手話通訳者の派遣 8 万円

・要約筆記奉仕員の派遣 2 万円

 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 5 万円

・県の負担 3 万円

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
８ ノーマライゼーション社会の構築 

 

障害者希望の旅 100 万円

(担当: 福祉グループ)

障がいのある人とその家族を対象に、交流や

ふれあいの場を提供し、積極的な社会参加を促

進するためバスで 1 泊旅行をします。 

 

主な経費 

・事業の委託 100 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

 
安 
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・町の負担 (一般財源) 100 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

介護保険事業の運営 （介護保険特別会計） 

(担当: 福祉グループ)

介護保険は、身体の介護や生活援助、施設入所などの介護保険サービスを提供し、本人と家族を支

援する制度です。 

介護保険サービスを利用する際は、１割を自己負担していただき、残り９割について、４０歳以上

の人から納めていただいている保険料と、皆さんから納めていただいている税金を充てています。（保

険給付費といいます） 

 

 繰越金など 
 地域支援事業費 2,148 万円 介護認定審査費、徴収費

6,204 万円 
65歳以上の人が納め

る保険料  3,428 万円 
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1 億 6,002 万円 

町の負担 

1 億 5,638 万円 

歳 出 歳 入 
県の負担 

8 億 6,763 万円 8 億 6,763 万円 
1億420万円 

保険の給付 

7 億 7,131 万円 

国の負担 40 歳以上 65 歳未満

の人が納める保険料 1 億 9,803 万円 

2 億 2,752 万円 

■保険料が変わりました 
 

介護保険事業は３年ごとに計画を見直し、介護保険サービス量等を推計し、必要な保険料を

決定しています。（平成２４年度から平成２６年度） 

 

高齢化が進み、介護保険サービスを利用する人が増加傾向のため、平成２４年度から６５歳

以上の人に納めていただく介護保険料が上がります。（１年間で８００円～６，７００円） 

 7 段階の所得区分を 10 段階に区分けし、低所得の方に配慮するとともに、収入に応じた保

険料の負担により保険料負担の公平性を確保します。 

 

なお、県に積み立てていた財政安定化基金の一部や町の介護給付費準備基金の一部、合わせ

て２千万円を今後３年間で取り崩すことで介護保険料の上昇を抑制しています。 
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

保険の支払い・認定審査や保険料徴収など 8 億 3,335 万円

(担当: 福祉グループ)

ニーズに合った介護サービスの提供を目指しながら、制度を円滑に運営します。 

 

主な経費 

・保険給付（自己負担 1 割） 7 億 7,131 万円 

・介護認定審査会費 949 万円 

・徴収費 103 万円 

・予備費                                  1,903 万円 

・その他の経費                               3,249 万円 

 

======================================== 財源内訳 ======================================
安 
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・４０歳以上６５歳未満の人が納める介護保険料 2 億 3,368 万円 

・６５歳以上の人が納める介護保険料 1 億 5,516 万円 

・基金繰入金 など 892 万円 

・国の負担 1 億 9,082 万円 

・県の負担 1 億 60 万円 

・町の負担（一般会計からの繰入れ） 1 億 4,417 万円 

 

予算: 2.1.1 居宅介護サービス給付費ほか (介護保険特別会計)

 

地域自立生活の支援 255 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者が地域で自立した日常生活を送るため、地域の皆さんが協力し合うネットワークづくりを支

援します。 

■食の自立支援事業（ふれあい給食）･･･夢工房福祉会 

  ひとり暮らし高齢者等の安否確認を兼ねて、毎週月～金曜日の昼食と夕食をお届けします。 

■お元気コール事業 

   ひとり暮らし高齢者宅へ電話による声がけを定期的に行う、ボランティアによる安否確認サー

ビスを行います。 

 

主な経費 
・事業の委託 254 万円 

・口座振替手数料  1 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・65 歳以上の人が納める保険料 54 万円 

・利用者の負担 30 万円 

・国の負担  100 万円 

・県の負担  50 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ)121 万円 

予算: 3.3.2 地域自立生活支援事業費 (介護保険特別会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

高齢者等の介護予防 1,087 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者ができる限り寝たきりなどで介護や援助が必要とならないよう予防に取り組むとともに、健

康でいきいきと暮らせるよう支援します。 

 

 ■一人（二人）暮らし高齢者宅への訪問（お元気訪問事業） 

   一人暮らし、二人暮らしの高齢者のお宅に在宅保健師等が訪問し、安否の確認や悩みごとの相

談をお受けします。 

また、適切な健診や介護予防の支援を受けていただくため、基本チェックリスト（生活機能の

チェック）により、特定高齢者（65 歳以上で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるお

それがある高齢者）の候補者を把握します。また、特定高齢者を選定するのに必要な生活機能評

価を医療機関に委託して行います。 
安 
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■転倒予防教室 

   特定高齢者対象の「骨コツ貯筋教室」や一般高齢者対象の教室（11 月～3 月）を、健康福祉

センターで実施します。個々の状態に合わせた体力づくりや生活指導を行い、転倒、骨折などに

よる寝たきりを予防します。 

  

 

 

■ボケ予防教室 

  ・ボケ予防講演会･･･ ６月下旬 会場：健康福祉センター 講師：高槻絹子先生 

  ・脳のリフレッシュ教室･･･月１回の教室で楽しいゲームや工作などを行います。 

               継続 12 カ所 

[山王島、北部、東部、都住、大島、飯田、東町・上町、林・中扇、

上松川、第３地区（横町・福原・栗ガ丘）、中町・中央、伊勢町] 

  ・脳のリハビリ教室･･･新規教室（楽らく若返り教室）は週１回、継続教室（たけのこの会）は

月２回、（若たけの会）は月１回、健康福祉センターで実施。 

  ・ダンスで脳元気教室･･･月１回健康福祉センターで実施。楽しく踊れるレクリエーションダンス。

  ・チャレンジのど自慢教室･･･月１回健康福祉センターで実施。みんなで楽しくカラオケ大会。 

  ・はつらつお笑い演芸会･･･６月、９月（ふれあい寄席）、１０月（千年樹の里まつり）、３月に

実施。 

  ・はつらつお達者教室･･･随時。希望される自治会、老人クラブ等に出向いて実施します。 
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■訪問指導事業 

  閉じこもりや寝たきり予防のための相談や生活指導を行い、介護予防サービスへつなげます。

 

 

 

■地域介護予防活動支援事業 

  「転倒予防教室」「ダンスで脳元気教室」の OB グループや各地区の「脳のリフレッシュ教室」

など、自主的な介護予防活動を支援します。 

 

 

 

■高齢者スポーツ大会 
安 

心 

  老人クラブが開催するスポーツ大会（囲碁ボール・輪投げなど）に対し補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

■生活管理指導短期宿泊サービス事業 

  ひとり暮らし等の高齢者が体調不良になるなどで支援が必要となった場合、養護老人ホームな

どに短期間宿泊し、生活習慣や健康の改善を図ります。 

 

主な経費 

・生活機能評価の委託 82 万円 ・シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー へ の 送 迎 の 委 託 16 万円 

・職員の人件費 572 万円 ・認知症予防事業等の委託 63 万円 

・短期宿泊サービス事業の委託  8 万円 ・各種教室の講師、出演者等への謝礼 87 万円 

・高齢者スポーツ大会の補助 12 万円 ・在宅保健師等の賃金 177 万円 

・その他の経費   61 万円 ・特定高齢者の把握作業の委託  9 万円 

  

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

 

・国の負担  219 万円 ・４０歳以上６５歳未満の人が納める介護保険料 

・県の負担 109 万円  254 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 212 万円 ・６５歳以上の人が納める介護保険料 139 万円 

・利用者の負担 154 万円 

 

 

 

 

 

予算: 3.1.1 介護予防特定高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)

3.1.2 介護予防一般高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)
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家族介護の支援 448 万円

(担当: 福祉グループ)

 介護する人の身体的・精神的・経済的負担を軽くするため、介護に関する知識や技術の習得を支援

するほか、さまざまな交流会を行います。 

 

 ■介護講座･･･社会福祉協議会へ委託 

   介護の基礎知識や技術的なことなどを学ぶ講座を、5 回に渡り開催します。 

 

 ■家族介護交流事業･･･社会福祉協議会へ委託 

   介護する人の身体的・精神的なリフレッシュを図るための日帰り旅行や交流、慰労を込めた「介

護人の集い（１２月）」を行います。 

 
安 
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 ■おむつ給付サービス事業･･･社会福祉協議会へ委託（福祉基金事業と併せて実施） 

   常時おむつを必要とする介護が必要と認定された人などに、月 4,500 円分のおむつ給付券を

発行し援助します。 

 

 ■要援護高齢者を抱える家族の会 

   介護方法などの情報交換や、介護の悩みや苦労を共有し、家族同士が支え合う心のよりどころ

となる会として、2 カ月に 1 回開催します。 

 

■認知症高齢者見守り事業 

  認知症高齢者を在宅で介護している方へ、徘徊探知機を利用する時の経費を助成します。 

 

主な経費 

・事業の委託 434 万円 

・介護研修の講師謝礼、在宅保健師等の賃金 など 14 万円 

 

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

 

・65 歳以上の人が納める保険料 17 万円 

・利用者の負担 2 万円 

・国の負担 32 万円 

・県の負担 16 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ)  381 万円 

 

 

予算: 3.3.1 家族介護支援事業費 (介護保険特別会計)
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高齢者等の介護予防（社協委託事業分） 437 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、自立して健康でいきいきと暮らせるよう、介護予防事業の

一部を町社会福祉協議会に委託して支援します。 
 

■IADL（日常生活動作）訓練事業 

ひとりになっても生活に困らないよう、特に男性のために買い物や料理などの日常生活の訓練

を行います。 

■ひとり暮らし高齢者交流会 

５月に１泊旅行、１０月に日帰り旅行、２月に豆まき交流会を行います。 

■地域住民グループ支援事業 

地域ボランティアにより行われている「お茶のみサロン（地域の高齢者が集まりゲームやおし

ゃべりなどの交流事業）」を支援します。 
 

主な経費 

・事業の委託 437 万円 

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

・40 歳以上 65 歳未満の人が納める保険料 102 万円 

・65 歳以上の人が納める保険 74 万円 

・国と県の負担 132 万円 

・利用者の負担 49 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 80 万円 

予算: 3.1.1 介護予防特定高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)

3.1.2 介護予防一般高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)

 

在宅介護支援センター（地域包括支援センター）の運営 1,033 万円

(担当: 福祉グループ)

在宅介護の総合的な相談を２４時間お受けし、介護保険や各種サービスの利用申し込みの受け付け

や総合調整、介護サービス計画を作成する介護支援専門員（ケアマネージャー）やサービス事業者へ

の指導支援、介護予防事業の企画・実施と介護予防プランの作成などを行っています。 

 

主な経費 
・保健師の人件費 725 万円 

・臨時職員の賃金 108 万円 

・総合福祉事務支援システムの委託料・使用料 114 万円 

・認知症実務研修等の旅費 7 万円 

・センター運営協議会委員等への謝礼 33 万円 

・電話回線使用料等 29 万円 

・その他の経費 17 万円 

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

・65 歳以上の人が納める保険料 127 万円 

・国の負担 239 万円 

・県の負担 120 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 547 万円 

予算: 3.2.3 包括的・継続的マネジメント事業費 (介護保険特別会計)

3.2.2 総合相談支援・権利擁護事業費 (介護保険特別会計)  

3.2.1 一般職員人件費 (介護保険特別会計) ほか 
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敬老会の開催 134 万円  介護給付費の適正化 24 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)
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高齢者へ敬意を表すとともに、笑いを通じた

健康づくりを進めるため、ふれあい寄席を開催

します。 

 

 ■期日：９月上旬 

 ■場所：北斎ホール 

 

主な経費 
・出演者の謝礼 127 万円

・出演者の昼食代 など 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・40 歳以上 65 歳未満の人が納める保険料 31 万円

・65 歳以上の人が納める保険料 22 万円

・国の負担 27 万円

・県の負担 13 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 41 万円

介護保険の給付について、真に必要なサービ

スが提供され不要なサービスが提供されていな

いかなど、介護給付等に要する費用の適正化の

ため、認定調査状況のチェック、ケアプランの

点検などを行います。 

 

主な経費 

・在宅保健師の賃金 18 万円

・適正化研修講師謝礼 6 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・65 歳以上の人が納める介護保険料 5 万円

・国の負担 9 万円

・県の負担 5 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 5 万円

 

予算: 3.1.2介護予防普及啓発事業費 (介護保険特別会計) 予算:3.3.2 介護給付費用適正化事業費 (介護保険特別会計)

 

（新）成年後見制度の利用支援 10 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者の権利擁護のため、成年後見制度の申

し立て費用を助成し、成年後見制度の利用促進

を図ります。 
 

 

主な経費 

・成年後見制度利用の助成 10 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・65 歳以上の人が納める保険料 2 万円

・国の負担  2 万円

・県の負担 4 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 2 万円

 

予算:3.3.2 成年後見制度利用支援事業費 (介護保険特別会計)
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子ども・障害者等の医療費の助成（福祉医療） 6,566 万円

(担当: 福祉グループ)

福祉医療費制度は、対象となる乳幼児や児童生徒など、障害者、母子・父子家庭等の医療費の負

担を軽くするため、医療費の自己負担分を助成します。 

 

 ■対象者 

年齢や所得の制限があり、申請後の資格審査により「福祉医療費受給者証」が交付されます。 

平成 24 年度から乳幼児・児童生徒などの支給対象範囲を「中学生まで」から「満 18 歳に達

する以降の 初の 3 月 31 日まで」に拡大します。 

 

○乳幼児・児童生徒等 … 0 歳から満 18 歳に達する以降の 初の 3 月 31 日まで 

○障害者 … 所得が一定限度以下で次に当たる方 

      ・3 級以上の身体障害者手帳所持者 

      ・B1 以上の療育手帳所持者 

      ・65 歳以上で障害基礎年金を受けている方 

      ・2 級以上の精神障害者保健福祉手帳所持者 

○母子家庭等 … 所得が一定限度以下の母子家庭の母・子と父母のいない児童（いずれも子が

18 歳になるまで） 

○父子家庭 … 所得が一定限度以下の父子家庭の父・子（子が 18 歳になるまで） 

 

 ■福祉医療費給付金の支給 

福祉医療費の受給者が、県内の病院や薬局などで医療費や薬代を支払う際、「福祉医療費受給者

証」を提示すると、支給申請をしたことになり、支払った医療費・薬代（保険診療の対象となる

部分に限る）の一部が診療から３カ月後以降に指定の口座へ支給されます。 

県外の病院や薬局などで医療費や薬代を支払った場合は、領収書、印鑑、受給者証を役場窓口

にお持ちください。 

 

■福祉医療費給付金の貸付 （町民税が課税されていない世帯の人が対象） 

福祉医療費の受給者で医療費の支払いが困難な方は、福祉医療費給付金の範囲内の金額で貸付

が受けられます。ご希望の方は、ご相談ください。 

 

主な経費 
・乳幼児･児童・生徒等福祉医療費給付金 2,797 万円 

・障害者福祉医療費給付金 2,723 万円 

・母子家庭等福祉医療費給付金 322 万円 

・父子家庭福祉医療費給付金 6 万円 

・医療機関と国民健康保険団体連合会への事務手数料 638 万円 

・その他の経費 80 万円 

 

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

  

・県の負担                                  1,934 万円 

・町の負担 (一般財源)                            14,632 万円 

 

予算: 3.1.1 福祉医療費給付事業費 (一般会計)
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悩みごと相談 109 万円

(担当: 福祉グループ、総務グループ、こども教育グループ)

町民の皆さんから寄せられる多種多様の専

門的な相談に対応し、安定して生活を送って

いただけるよう、弁護士、司法書士による年

6 回の法律相談のほか、内容に応じ、相談員

が行政相談、子ども教育相談、心配ごと相談、

結婚相談をお受けします。 

 

主な経費 
・活動のための交付金・負担金 2 万円

・社会福祉協議会への事業委託 

（結婚相談等） 83 万円

・その他の経費 24 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 109 万円

 

予算: 3.1.1 悩み事相談事業費 (一般会計)

 

民生児童委員活動と生活保護 121 万円  国民年金の加入手続き 228 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 生活環境グループ)

町民の皆さんが求める福祉ニーズに対し、民

生児童委員活動を積極的に展開し、きめ細やか

な福祉支援を行います。17 人の委員さんが各

地区を担当しています。 

また、生活に困っている人に対し必要な保護

を行い、その 低限度の生活を保障するととも

に、自立できるよう支援していきます。 

 

主な経費 

・活動のための交付金・負担金 119 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 110 万円

・町の負担 (一般財源) 11 万円

 

 

 国民年金は、２０歳以上６０歳までのすべて

の皆さんが加入する制度で、厚生年金や共済年

金も含めた基礎となるものです。 

また、財源は保険料のほか、国に納められた

税金によってまかなわれています。 

 

主な経費 

・臨時職員の賃金 146 万円

・電算の委託 41 万円

・システムの使用料 26 万円

・その他の経費 15 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 228 万円

（この仕事のために人件費を含め国から 283

万円が交付されます。） 

 

予算: 3.1.1 民生児童委員等活動費 (一般会計) 予算: 3.1.2 国民年金事務費 (一般会計)

平成 24 年度の相談実施日 
相談事業 日時 場所 

会場は町報等で

改めてお知らせい

たします。 

法律相談 4 月 20 日（金) 

6 月 21 日（木) 

8 月 20 日（月） 

10 月 19 日（金） 

12 月 20 日（木） 

2 月 19 日（火） 

午後 2 時～４時 

行政相談 毎月第３金曜日 北斎ホール 

午前９時３０分～ ２階相談室 

１１時３０分 

北斎ホール 子 ど も 教

育相談 

毎週水曜日 

２階相談室 午後 0 時 30 分～ 

2 時 30 分 

心 配 ご と

相談 

毎月 北斎ホール 1 階

事務室 第 1・3 火曜日 

午後 1 時～3 時 

公民館 2 階 結婚相談 毎週 

結婚改善委員会 火曜日～木曜日 

午前 10 時～ 

午後 3 時 



事業別予算説明

【Ⅱ 健康】　　保健・医療 健康づくり 社会保障制度 15億5,367 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 子どもの健やかな成長 お母さんと子どもの健康診査 1,005万円 健康グループ 39

    支援 お母さんになるあなたへ（母子健康手帳の交付など） 8万円 健康グループ 39

両親学級の開催 8万円 健康グループ 40

妊婦・赤ちゃん訪問 0円 健康グループ 40

乳幼児健康診査の実施 154万円 健康グループ 40

子育て教室の開催 64万円 健康グループ 40

乳幼児相談事業の実施 16万円 健康グループ 41

不妊治療に対する補助 30万円 健康グループ 41

2 健康づくりの体制整備 保健センターの維持管理 20万円 健康グループ 41

3 生涯を通じた健康の 保健福祉委員会活動の支援 87万円 健康グループ 41

　 保持・増進 健康づくりの啓発･訪問相談事業 50万円 健康グループ 42

小児生活習慣予防教室 1万円 健康グループ 42

生活習慣病予防のための訪問事業 0円 健康グループ 42

ひきこもり支援等心のサポート 286万円 健康グループ 42

健康と交流による新たなまちづくり 1,596万円 健康グループ 43

4 食育の推進 食生活改善推進協議会の活動支援 10万円 健康グループ 44

食生活改善の支援 7万円 健康グループ 44

5 予防･衛生の充実 基本健康診査（町民健診）の実施 367万円 健康グループ 44

高齢者健診の実施 163万円 健康グループ 45

各種がん検診の実施 1,899万円 健康グループ 45

特定健康診査 1,771万円 健康グループ 46

特定保健指導 129万円 健康グループ 47

二次健診事業の実施 157万円 健康グループ 48

インフルエンザ対策 485万円 健康グループ 48

子どもと高齢者の予防接種 3,018万円 健康グループ 49

6 地域医療体制の整備 健診･医療体制の整備 482万円 健康グループ 50

地域医療体制の整備 3,340万円 健康グループ 50

7 国民健康保険・後期高 51

   齢者医療制度の充実 国民健康保険の給付など 11億9,524万円 健康グループ 51

後期高齢者医療制度（後期高齢者医療特別会計） 1億556万円 健康グループ 52

後期高齢者医療制度に対する負担 1億134万円 健康グループ 53

国民健康保険の運営（国民健康保険特別会計）
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
１ 子どもの健やかな成長支援 

 

お母さんと子どもの健康診査 1,005 万円

(担当: 健康グループ)

■  妊婦健康診査で実施する基本健診(定期検査)14 回分、超音波検査４回分、

追加検査(子宮がん細胞診、血糖検査他)５回分の費用を助成します。 

健 

康 

妊娠届提出の際に妊婦健康診査受診票をお渡ししています。長野県医師会 

加入の医療機関、長野県助産師会加入の助産所でご利用いただけます。 

  

 

 

 

 

 

☆県外の医療機関での妊婦健診を希望される場合は、お手数ですが下記までお問い

合わせください。 

☆転出されるとお渡しした受診票をお使いいただけません。受診票は破棄せずに持

参し転出先の市町村窓口へお問い合わせください。 

【健康福祉部門 健康グループ】 

 ℡ 026-247-3111  e-mail  kenkou@town.obuse.nagano.jp 
 

■ 乳児を対象に、医療機関で実施する健康診査費用の１回分を補助します。 

主な経費 

・妊婦・乳児一般健康診査の委託 970 万円 

・その他の経費 35 万円 

 

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

 

・県の負担 252 万円 
 ・町の負担金 (一般財源) 753 万円 

予算: 4.1.2 妊婦・乳児一般健康診査費 (一般会計)

お母さんになるあなたへ（母子健康手帳の交付など） 8 万円

(担当: 健康グループ)

■母子健康手帳の交付 

母子健康手帳は、お母さんと赤ちゃんの健康を守るためにつくられている手帳です。妊娠から赤

ちゃんの誕生、乳幼児期の成長、予防接種記録など、お子さんの健康と発育の記録として役立ちま

す。妊娠届を提出していただいた際、役場窓口で交付しています。 

  

■マタニティマークグッズ等の配布            

  母子健康手帳をお渡しする際に、マタニティマーク 

の入ったグッズを配布します。妊産婦さんに対して、 

地域の皆さんによる思いやりのあるサポートをお願い 

するためのものです。その他、妊婦さんに役立つ冊子 

や情報誌などもお渡しています。 

 

主な経費 

・母子健康手帳の購入 3 万円 

・マタニティマークグッズ等の購入 5 万円 

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

・町の負担 (一般財源)  8 万円 

予算: 4.1.2 母子健康手帳交付費 (一般会計)

 

  

 

妊娠中は赤ちゃんにとっても妊婦さんにとっても

とても大事な時期ですが、外見からは妊娠している

ことがわかりにくいこともあります。 

さりげない心遣いなど、妊婦さんへの温かい思い

やりをお願いします。 
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
１ 子どもの健やかな成長支援 

 

両親学級の開催 8 万円  妊婦訪問・赤ちゃん訪問 0 円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 

健 

康 

妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・

育児について学習し、沐浴などの体験を通して

参加者同士の交流を図れるよう、両親学級「た

んぽぽくらぶ」を開催します。 

 

主な経費 

・テキスト代 など 8 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 8 万円

 

赤ちゃんの生まれたご家庭全戸を、保健師など

が訪問し、身体計測や発達・育児相談などを行

います。 

また、妊婦さんの訪問も随時行っています。 

 

 

 

予算: 4.1.2 両親学級事業費 (一般会計)

   

乳幼児健康診査の実施 154 万円  子育て教室の開催 64 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 ６・７か月児対象のこっこ塾、１歳児対象の

ばーすでい塾、２歳児を対象のげんきっこ塾を

開催します。発育・発達や食事、生活習慣など

について一緒に学び、参加者同士の交流や情報

交換ができるよう支援します。 

３・４か月児、９・10 か月児、1 歳 6 か月

児、3 歳児を対象に、内科診察・身体計測・発

達検査などの健康診査を集団で行います。 

また、生活習慣や離乳食・幼児食、歯の健康

などについての相談や、参加者同士が一緒に学

び合えるよう支援します。  
 主な経費 
主な経費 ・保健師・栄養士等の賃金 51 万円
・医師等の賃金 120 万円 ・材料費やその他の経費 13 万円
・材料費やその他の経費 34 万円  

 =============== 財源内訳 =============== 
=============== 財源内訳 ===============  
 ・町の負担 (一般財源) 64 万円
・町の負担 (一般財源) 154 万円  

 

 

  予算: 4.1.2 乳幼児健康診査費 (一般会計) 予算: 4.1.2 子育て教室事業費 (一般会計)
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健 

康 

【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
１ 子どもの健やかな成長支援  ２ 健康づくりの体制整備  ３ 生涯を通じた健康の保持・増進

 

乳幼児相談事業の実施 16 万円  不妊治療に対する補助 30 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

■乳幼児健康相談 

 保健師・栄養士が、身体計測をはじめ、発育

発達や育児、離乳食・幼児食などの相談をお受

けしています。月に１回保健センターで行って

います。 

■すこやか相談 

 心理相談員や言語聴覚士などが、幼児の精神

面（言語・運動・社会性）や行動面での発達の

相談をお受けします。相談は予約制です。 

 

主な経費 
・相談員への謝礼 16 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 16 万円

 

 不妊治療を受けている夫婦に対し、治療費の

一部を補助します。補助は１年間にかかった費

用の２分の１で 10 万円が上限額です。 

 

主な経費 

・不妊治療への補助 30 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 30 万円

 

 

予算: 4.1.2 乳幼児相談事業費 (一般会計) 予算: 4.1.2 不妊治療支援事業費 (一般会計)

   

保健センターの維持管理 20 万円  保健福祉委員会活動の支援 87 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

保健センターでは乳幼児健診をはじめ、各種

がん検診、健康相談などの保健予防事業を行っ

ています。お気軽にお越しください。 

 

主な経費 

・火災保険料 2 万円

・自動ドアの保守点検 6 万円

・血圧計、流し台等の修繕 5 万円

・簡易血糖測定器等の購入 3 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 20 万円

 

 地域の健康づくりの担い手として、各地区か

ら選出された 87 人の保健福祉員が研修を重

ね、家族や地域へと知識と技術の伝達を図りま

す。町への協力として、検診受診票の配布、健

診希望調査、結核検診の受付などさまざまな保

健予防活動への協力をしています。 

 

主な経費 

・保健福祉委員会活動への補助 87 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 87 万円

 

予算: 4.1.1 保健センター管理費 (一般会計) 予算: 4.1.1 保健衛生総務費 (一般会計)

 



 

- 42 - 

【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
３ 生涯を通じた健康の保持・増進 

 

健康づくりの啓発・訪問相談事業 50 万円  小児生活習慣病予防教室 1 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 

健 

康 

特定健診などの各種健診結果から、個々の生

活に応じた健康相談や保健指導を行い、自らの

生活習慣の見直しや、生活改善により健康状態

の改善が図れるよう支援します。 

 

 ■相談事業 

  ・特定保健指導 など 

  ・定期健康相談、定期外健康相談 

  ・こころの健康づくり相談（随時） 

 

主な経費 
・保健師、栄養士賃金 4 万円

・テキスト代 他 46 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 29 万円

・町の負担 (一般財源) 21 万円

 小学 4 年生と中学 1 年生を対象に、小児生活

習慣病予防健診を行い、体と生活習慣の関係に

ついて学び、自身の生活習慣を見直し考えるた

めの教室を開催します。 

 小学 4 年生は親子を、中学 1 年生は生徒を対

象にそれぞれ 1 回ずつ行います。 

 

主な経費 
・材料の購入 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1 万円

 

予算: 4.1.2 健康づくり啓発・訪問相談事業費

 (一般会計)

予算: 4.1.2 健康づくり啓発・訪問相談事業費 

(一般会計)

   

生活習慣病予防のための訪問事業 0 円  ひきこもり支援等心のサポート 286 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 特定健診や町民健診の結果、メタボリックシ

ンドロームではなくても生活習慣病のリスクの

高い方に、保健師や栄養士が訪問などを行い、

生活習慣の見直しのお手伝いをします。 

ちょっとした生活習慣が血管を傷めているか

もしれません。生活習慣の落とし穴を一緒に見

つけてみませんか。 

 

 

ひきこもりとなってしまった若者が社会とつ

ながりを持てるよう、本人や家族を支援します。

ストレスなどによりさまざまな心の悩みを抱

える人を支えるため、心の健康相談を行います。

また、こうした心的ストレスを自ら緩和でき

るよう、心のセルフケア講座を開きます。 

 

主な経費 

・相談員への賃金 150 万円

・講師・医師への謝礼 78 万円

・相談所光熱水・通信費 など 58 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 255 万円

・町の負担 (一般財源) 31 万円

 

予算: 4.1.1 心の健康づくり推進事業費 (一般会計)
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
３ 生涯を通じた健康の保持・増進 

 

健康と交流による新たなまちづくり 1,596 万円

(担当: 健康グループ)

ウォーキングによる健康づくりをテーマとしたウォーキングサミットを 11 月 24 日（土）～25

日（日）に開催し、海外先進地や国内の先進自治体などと交流・連携を深めます。また、町内外の多

くの人に楽しみながら歩いて健康づくりに結び付けていただけるよう、地域資源を生かした多彩なウ

ォーキングコースを提案するとともに環境整備を進めていきます。 

 町内医療機関との協働により健康づくり研究所（仮称）を開設し、町民の皆様の健康に関した研究

を行い、疾病予防のためのさまざまな健康づくりプログラムを提案していきます。 

 

主な経費 
・講師への謝礼                                270 万円 

・ウォーキングによる健康づくり効果検証の委託 150 万円 

・サミット会場等設営の委託 300 万円 

・施設等の借り上げ 30 万円 

・ウォーキングマップの作成 100 万円 

・研究所設置工事等 123 万円 

・その他の経費 623 万円 

健 

康 

 

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

 

・県の負担  144 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,377 万円 

・広告料  75 万円 

  

 

 

 

 

うつむかないように気をつけて前を向く

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算: 4.1.1 健康と交流事業費 (一般会計)

 

。 
肩は力を抜いてリラックス。 

スッと背筋を伸ばして姿勢正しく。 

ひじを90度に曲げ
前かがみにならないように。 

て力強く振る。 

こぶしは軽く握り、親指は上に。 

ヒザは、伸ばして出します。 

つま先はまっすぐ進行方向に。かかとから着地してつま先へ 

足全体を使って重心を移動させ、最後は指の付け根でキック！ 
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
４ 食育の推進  ５ 予防・衛生の充実 

 

食生活改善推進協議会の活動支援 10 万円  食生活改善の支援 7 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 

健 

康 

健康づくりのための「食」や「食育」の推進

を町と協働で取り組む会の活動を支援します。

 

主な経費 

・会の活動への補助 3 万円

・講習会の材料費補助 7 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 10 万円

 

 

乳幼児から高齢者まで、自分の体の状態を理解

し、自分に合った「食」を選択できるよう支援し

ます。 

 

主な経費 

・栄養情報システムの保守委託 4 万円 

・保健センター用調理器具等 3 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 7 万円 

 

 

 

予算: 4.1.2 食育推進事業費 (一般会計) 予算: 4.1.2 食育推進事業費 (一般会計)

 

基本健康診査(町民健診)の実施 367 万円

(担当: 健康グループ)

健診は、自覚症状が出る前に体からのメッセージを受け取る絶好の機会です。 

国が定めた「特定健診」は、40 歳～74 歳までの方が対象ですが、メタボリックシンドロームを早

期に発見し食生活や運動習慣を見直せるように、18 歳～39 歳までの方や生活保護受給者の方を対象

にした「町民健診」を行います。学校や職場などで受診の機会がない方は「町民健診」をお受けくだ

さい。 

また、20
は た

歳
ち

になった記念に自らの健康に関心をもっていただけるよう「はたちの無料健診」も行っ

ていますので、２０歳になられた方はこの機会にぜひ健診をお受けください。 

（年齢毎の健診の区分けについては、184 ページをご覧ください） 

 

主な経費 
・基本健康診査の委託 243 万円 

・健康管理システム使用料 など 117 万円 

・その他の経費 7 万円 

 

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

 

・県の負担 1 万円 

・町の負担 (一般財源) 366 万円 

予算: 4.1.2 基本健康診査事業費 (一般会計)
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康 

【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
５ 予防・衛生の充実 

 

高齢者健診の実施 163 万円

(担当: 健康グループ)

いつまでも自立して暮らせるよう、75 歳以上の方を対象に「高齢者健診」を実施します。 

普段通院しておらず、医療機関にかかる機会のない方に健診を行い、生活機能の低下予防と介護予

防を図りますので、ぜひ健診をお受けください。 

また、多くの皆さんに受けていただけるよう、会場までバスで送迎しますのでご利用ください。 

なお、主治医のいる方は、健康管理について主治医にご相談ください。 

 

主な経費 

・高齢者健診の委託 104 万円 

・人間ドックの補助 45 万円 

・保健師の賃金 など 14 万円 

 

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

                        

・後期高齢者医療広域連合の負担  75 万円 

・町の負担 (一般財源) 88 万円 

 

予算: 4.1.2 後期高齢者健診事業費(一般会計)

 

各種がん検診の実施 1,899 万円

(担当: 健康グループ)

小布施町ではここ数年、毎年 3 人に 1 人は「がん」で亡くなっており、死因の第１位になっていま

す。一般的にがんの初期には自覚症状がないので、症状が出た時には進行しており、手遅れというこ

とがあります。がん検診を受け、早期にがんを発見することが有効です。 

対象年齢になったら、定期的に各種がん検診を受けましょう。 

また、２０歳
は た ち

の女性には、「はたちの無料婦人科検診」を、特定年齢の方には「無料クーポン券によ

る大腸がん・子宮がん・乳がん検診」を行っていますので、ぜひお受けください。 

（184 ページの検診日程表をご覧ください） 

 

主な経費 

・各種がん検診の委託 1,842 万円 

・看護師等の賃金 18 万円 

・その他の経費 39 万円 

 

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

 

・受診者の負担  62 万円 

・国の負担 95 万円 

・県の負担 14 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,728 万円 

予算: 4.1.2 がん検診等事業費 (一般会計)
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特定健康診査 1,771 万円

(担当: 健康グループ)

４０歳から７４歳までの皆さんは、原則として加入している医療保険者が健診を実施します。 

町では、医療保険者（町国民健康保険）として４０歳から７４歳の人の「特定健診」を行います。 

 

 

 

 

 

主な経費 

・基本健康診査の委託               3,374 千円 

・健康管理システム使用料等             971 千円 

・賃金 ほか                     53 千円 

 

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

 

・県からの補助金 14 千円 
健 

康 

・町の負担 (一般財源)              4,384 千円 

 

 

 

 

 

高齢者健診……75 歳以上の人 
  ※75 歳以上で、現在治療中の病気があり、 

定期受診している人は、主治医にご相談 

ください。 

 

18 歳 

～  
39 歳 

40 歳 

 

～  
 

65 歳 

～  
74 歳 

75 歳 

以上 

町民健診………１８歳から３９歳の人で、学校や職場などで健診を受診する機会

のない人 

特定健診………４０歳から７４歳の人で、町国民健康保険に加入している人 
        ※40 歳～74 歳の人で、国保以外の保険（社会保険、共済組合等）に加入し

ている人は、各保険者が行う健診を受けてください。 

            詳しくは、各健康保険までお問い合わせください。 

 

６５歳以上の人…基本チェックリスト
 

６５歳以上の人は、特定健診・高齢者

健診のほかに、年齢を重ねるとともに現

れる心身の変化を把握するため、基本チ

ェックリストに回答してください。 

今後の健診や支援などに役立てます。

 

主な経費  

・特定健診（個別）の委託 713 万円  
・特定健診（集団）の委託 390 万円  
・人間ドックの補助 540 万円  
・受診券の作成とデータ管理の委託 67 万円  
・その他の経費 61 万円  
  

=================== 財源内訳 ====================  
  
・加入者が納める国民健康保険税 など 1,398 万円  
・国の負担 187 万円

・県の負担 186 万円
 

 
 

 

予算: 8.1.1 特定健康診査等事業費 (国民健康保険特別会計)
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特定保健指導 129 万円

(担当: 健康グループ)

特定健診を受診した皆さんすべてに、健診結果に基づく情報提供を行います。その中でメタボリッ

クシンドロームの危険性があると判定された人には、生活習慣改善のための目標を立てたり、継続し

て実施していけるように「特定保健指導」を行います。 

「情報提供」・「動機づけ支援」・「積極的支援」の３つのグループに分けて健康づくりを支援します。

 

 主な経費 

・保健師等の賃金                 92 万円 

・データ管理ファイルなどの購入         32 万円 

・その他の経費             5 万円 

 

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

 

・加入者が納める国民健康保険税 など     28 万円

・国の負担                     51 万円

・県の負担                       50 万円

健 

康 

予算: 8.1.1 特定保健指導事業費 (国民健康保険特別会計)
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二次健診事業の実施 157 万円

(担当: 健康グループ)

特定健診の結果、メタボリックシンドロームの可能性がある方を対象に「二次健診」を行います。

脳卒中や心臓病にならないようにより詳しい検査を行い、生活習慣の改善に向けた保健指導につなげ

ます。 

 

 主な経費 

・頸部エコー検査の委託 28 万円 

・腹部ＣＴ検査の委託 25 万円 

・75g 糖負荷試験の委託 99 万円 

・微量アルブミン尿検査の委託 5 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 157 万円 

 

 

健 

康 

予算: 8.1.1 特定保健指導事業費 (国民健康保険特別会計)

 

インフルエンザ対策 485 万円

(担当: 健康グループ)

■インフルエンザ対策予防接種助成事業 

季節性インフルエンザの感染及び重症化を予防するとともに、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種や子

どものインフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成し、子どもからお年寄りまで安心して暮ら

せる環境をつくります。 
 

主な経費 

・手指消毒薬等備蓄用品の購入 15 万円 

・小児のインフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌ワクチン接種の補助 470 万円 

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

・町の負担 (一般財源) 485 万円 

 
インフルエンザを予防するためには？ 

インフルエンザは、感染した人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫とともに放出されたウイルスを吸入すること

によって感染します。そこで、流行期には以下のポイントに注意し、インフルエンザ予防をしていきましょう。
 

予算: 4.1.1 インフルエンザ対策事業費(一般会計)

 

予防のポイント！ 

・外出後のうがい、せっけんでの手洗い 

・マスクの着用 

・咳やくしゃみの際にはティシュで口元を覆う（咳エチケット） 

予防接種

・季節性インフルエンザワクチンの予防接種 

・普段から十分な休養やバランスのよい食事をし、体力や抵抗力を 高める ・・・など 

また、感染を広げないために、医療機関を受診する際は、マスクを着用して受診しましょう。 

手洗い 
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子どもと高齢者の予防接種 3,018 万円

(担当: 健康グループ)

病気に対する抵抗力(免疫)をつくり、病気の予防や重症化を防ぐための予防接種を実施します。

乳幼児のヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの任意予防接種費用に

対し助成を行います。 

 

 ■子どもの予防接種 ※詳細についてはお配りした乳幼児健康カレンダーでご確認ください。  

○集団接種(保健センター、小中学校で実施) 

：ポリオ・BCG、二種混合(ジフテリア・破傷風)、麻しん風しん混合 

○個別接種(委託医療機関で実施) 

：三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）、麻しん風しん混合、日本脳炎 

 

■高齢者インフルエンザ予防接種 予定：10 月～１月頃まで（変更になる場合があります）  

須高地域などの委託医療機関において、自己負担 1,000 円でワクチンを接種できます。 

  対象者 町に住所がある人で①65 歳以上の人 または ②60 歳から 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器

等に重い障害のある人(身体障害者１級相当) 

 

 ■任意接種の接種助成 健 

康 

接種費用の全額を公費負担します。 

  ◆ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン （対象）生後 2 か月～５歳未満のお子さん 

  ◆子宮頸がん予防ワクチン （対象）中学 1 年生～高校２年生の年齢に相当するお子さん 

                           ※高校 2 年生の年齢に相当するお子さんは、平成 23 年度

                             中に接種を開始し、残った回数分を助成します。 

 

主な経費 

・医師などの賃金 81 万円 

・個別接種の委託 2,504 万円 

・その他の経費 433 万円 

 

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

 

・県の負担 822 万円 

・町の負担（一般財源） 2,196 万円 

 

『日本脳炎予防接種のお知らせ』 
平成 24 年度は、８歳（平成 16 年 4 月 2 日～平成 17 年 4 月 1 日生まれ）のお子さん

と９歳（平成 17 年 4 月 2 日～平成 1８年 4 月 1 日生まれ）のお子さんを対象に、第１

期の接種不足分をお受けいただくようお勧めします。 

対象のお子さんには個別にお知らせします。 

 

★また、平成 7 年 6 月 1 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれで、第１期、第 2 期の接種が終

わっていないお子さんは、20 歳未満の間は定期予防接種として（無料）接種が受けられ

るようになりました。 

予算: 4.1.2 予防接種事業費 (一般会計)
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健診・医療体制の整備 482 万円

(担当: 健康グループ)

地域住民が安心して日常生活が送れるよう、

休日・夜間等緊急時医療体制の整備や精神保健

福祉の充実等医療・保健衛生の向上を推進して

います。 

 

健 

康 

主な経費 

・健康づくり推進協議会委員への報酬 

 17 万円

 

・保健予防連絡会の運営 30 万円

・病院群輪番制病院運営事業の負担 

 210 万円

・須高行政事務組合への負担 103 万円

・その他の経費 122 万円

      

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 482 万円

 

予算: 4.1.1 保健衛生総務費(一般会計)

 

地域医療体制の整備 3,340 万円

(担当: 健康グループ)

保健予防や医療における環境整備を図り、質の高い健診体制の構築や疾病等に対する的確で適切な

医療の提供が速やかに行えるよう、医療と行政とが協働し、お互いの役割分担の中でよりよい医療・

保健予防環境整備を進めるため、町中核的医療施設である新生病院の運営を支援します。 

また、老朽化に伴う北信総合病院の再構築に対し、近隣市町村とともに支援し、医療に対する地域

住民の安心の確保を図ります。 

 

 主な経費 
・新生病院への補助 2,000 万円 

・北信総合病院への補助 1,340 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源) 3,340 万円 

 

予算: 4.1.1 包括的医療資源安定確保支援事業費 (一般会計)

4.1.1 地域医療整備支援事業費 (一般会計) 
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国民健康保険の運営 (国民健康保険特別会計) 

(担当: 健康グループ)

誰もが健康に暮らしていくことはみんなの願いですが、病気になったりケガをしたりしたときに、

安心して医療を受けられるように、みんなで助け合う保険制度が国民健康保険です。 

 その他の収入 保健事業費など 
 1億4,843万円 1 億 7,636 万円

健 

康 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険の給付など 11 億 9,524 万円

(担当: 健康グループ)

■療 養 給 付 費 … 病気やケガによる治療費や薬局などで購入した薬剤費の７割（７０歳以上の人・就

学前児童は８割）を負担します。また、入院したときの食事代の一部を負担します。

■高 額 療 養 費 … １カ月の医療費が一定の限度額を超えたときに、その超えた分をお支払いします。 

■出産育児一時金 … 加入者が出産したときに、子ども１人当たり 42 万円をお支払いします。 

■葬 祭 費 … 加入者が亡くなったときに、５万円をお支払いします。 

■後期高齢者支援金 … 後期高齢者医療制度加入者の医療費の一部を負担します。 

■介 護 納 付 金 … 介護保険の給付費の一部を負担します。 

主な経費 

・入院、通院の医療費 など 9 億 5,370 万円 ・後期高齢者支援金 1 億 6,94４万円 

■主な内訳：   ・介護納付金 7,210 万円 

療養給付費 など  8 億 6,721 万円   

高額療養費 8,055 万円 

出産育児一時金 504 万円 

葬祭費 90 万円 

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

・加入者が納める国民健康保険税 2 億 6,117 万円 ・前年度繰越金 など 1 億 4,843 万円 

・社会保険加入者等の負担 3 億 4,997 万円 ・県の負担 6,378 万円 

・国の負担 2 億 7,373 万円 ・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 9,816 万円 

予算: 2.1.1 一般被保険者療養給付費ほか (国民健康保険特別会計)

 

歳 入 

12 億 1,581 万円 

歳 出 

12 億 1,581 万円 

国民健康保険税 

2 億 7,700 万円 

県の負担 

6,615 万円 

町の負担 

9,816 万円 

介護納付金 

7,210 万円 

 

後期高齢者支援金 

1 億 6,944 万円 

保険の給付 

7 億 9,791 万円 

社会保険加入者等の負担

3 億 4,996 万円 

国の負担 

2 億 7,611 万円 
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後期高齢者医療制度 （後期高齢者医療特別会計） 1 億 556 万円

(担当: 健康グループ)

急速な少子高齢化などの社会情勢に対応し、高齢者の医療保険制度を安定的に運営していくため、

平成２０年４月から、７５歳以上（一定の障害のある人は６５歳以上）の人の医療保険は県内全ての

市町村が加入する広域連合が運営しています。この保険制度は、原則、国と県・市町村の負担が５割、

現役世代からの支援が４割、７５歳以上の人の保険料が１割の割合で運営されます。 

なお、医療費を支払う際の自己負担は１割（一定以上の所得がある人は３割）です。 

 この特別会計は、対象者の皆さんにお支払いいただいた保険料を広域連合に支払うためのもので

す。 

 

■入院や通院などの医療費 

病気やけがで受診されたとき、保険証を医療機関の窓口に提示していただくと、総医療費の１割

（一定以上所得者は３割）の自己負担額で医療を受けることができます。 

入院した際の自己負担額は原則、最高１カ月 44,400 円（ただし所得に応じて 15,000 円、

24,600 円、または 80,100 円）と決められています。それ以上の費用については、広域連合が

医療機関に直接支払います。（食事代や保険対象外経費は除きます。） 
 

事務費 その他  その他 
健 

康 

233 万円 15 万円  16 万円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

町の負担 

2,922 万円 

歳 入 歳 出 

1 億 556 万円 1 億 556 万円 

加入者が納める保険料 納付金 
7,618 万円 1億308万円 

・被保険者証の印刷などの事務費 233 万円 

・長野県後期高齢者医療広域連合への納付金(後期高齢者医療保険料など) 1 億 308 万円 

・その他の経費 15 万円 

 

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

 

・加入者が納める後期高齢者医療の保険料 7,618 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 2,922 万円 

・その他の収入 16 万円 

 

予算: 2.1.1 後期高齢者医療広域連合納付金ほか (後期高齢者医療特別会計)
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
７ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の充実 

 

後期高齢者医療制度に対する負担 1億134万円

(担当: 健康グループ)

後期高齢者医療保険でかかった医療費に対す

る町の負担金で、長野県後期高齢者医療広域連

合に対して支払うものです。 

  

主な経費 

・広域連合への負担金 1 億 134 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1 億 134 万円

 

健 

康 

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業別予算説明

【Ⅲ 成長】　子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 6億3,032 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 子育て家庭の生活安定 子どものための手当（子ども手当）の支給 1億9,607万円 福祉グループ 54

   への支援 保護者の負担軽減 546万円 子ども教育グループ 54

2 ひとり親家庭への自立 ひとり親家庭等の生活支援（児童福祉手当など） 188万円 福祉グループ 54

   支援

3 幼児教育の推進 栗ガ丘幼稚園の管理運営 4,655万円 子ども教育グループ 55

幼稚園の食育 18万円 子ども教育グループ 55

家庭教育支援の充実 23万円 子ども教育グループ 55

幼稚園の子育て支援 71万円 子ども教育グループ 55

4 保育サービスの充実 保育園の管理運営 1億6,360万円 子ども教育グループ 56

保育園の入園手続きなど 80万円 子ども教育グループ 56

保育の質の向上 108万円 子ども教育グループ 56

（新）保護者の保育体験 0円 子ども教育グループ 57

保育園の環境整備 44万円 子ども教育グループ 57

幼稚園・保育園の食育　～キッズキッチン～ 335万円 子ども教育グループ 57

地域と連携した食育の推進 5万円 子ども教育グループ 58

病後児保育の実施 57万円 子ども教育グループ 58

特別保育事業
（長時間保育･障害児保育･一時的保育･休日保育）

5 子育て支援サービスの エンゼルランドセンターの管理運営 1,601万円 子ども教育グループ 59

　 充実　　　　　　　      ファミリーサポートセンター事業 18万円 子ども教育グループ 60

発達教室～ほっぷすきっぷじゃんぷ～の運営 25万円 福祉グループ 61

6 子ども･青少年の育つ 青少年問題協議会委員の活動 8万円 子ども教育グループ 61

　 環境の整備 青少年育成自主活動事業への補助 30万円 子ども教育グループ 61

小山田杯少年少女球技大会の開催 31万円 子ども教育グループ 62

子どもみこし大会の開催 2万円 子ども教育グループ 62

子ども会安全会費の助成 19万円 子ども教育グループ 62

7 家庭･地域教育力の向上

8 学校教育の充実 栗ガ丘小学校の管理運営 3,894万円 子ども教育グループ 64

小布施中学校の管理運営 3,940万円 子ども教育グループ 65

学校生活支援員の配置 841万円 子ども教育グループ 66

就学の援助など 447万円 子ども教育グループ 66

9 特色ある教育の推進 教育委員会の運営 327万円 子ども教育グループ 66

教職員住宅の維持管理 358万円 子ども教育グループ 66

食育の推進 0円 子ども教育グループ 67

小･中学校の食育 20万円 子ども教育グループ 67

学校給食センターの管理運営 4,356万円 子ども教育グループ 68

児童生徒の見守り体制の充実 6万円 子ども教育グループ 69

外国人英語教師の配置 638万円 子ども教育グループ 70

教科学習支援員の配置 176万円 子ども教育グループ 70

学力向上の支援 198万円 子ども教育グループ 70

家庭読書の日 25万円 子ども教育グループ 70

パスポートのいらない英国留学体験 95万円 子ども教育グループ 71

63

58

子ども教室、放課後児童クラブ・親子わんぱ
く教室の開催

1,683万円

1,604万円 子ども教育グループ

子ども教育グループ



事業別予算説明

【Ⅲ 成長】　子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携

区　　分 事　業　名 担　当 ページ

9 特色ある教育の推進 学力調査の委託 41万円 子ども教育グループ 71

　（続き） （新）学習支援セミナーの開催 132万円 子ども教育グループ 71

特別支援教育の推進 76万円 子ども教育グループ 71

育英金の貸し付け 0円 子ども教育グループ 72

法政大学・小布施町地域創造研究所の運営 224万円 交流グループ 72

まちじゅうをキャンパスに 120万円 交流グループ 72
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
１ 子育て家庭の生活安定への支援  ２ ひとり親家庭への自立支援 

 

児童手当（子ども手当）の支給 1 億 9,607 万円

(担当: 福祉グループ)

子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもを対象に児童手当を支給しま

す。なお、「平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づき支給していた

子ども手当は、6 月の支給（平成 24 年 2・3 月分）で終了となります。 

 

・支給額（子ども１人あたりの月額） 

3 歳未満、３歳以上小学校修了前（第 3 子以降）15,000 円 

      3 歳以上小学校修了前（第１・2 子）、中学生 10,000 円  

   ※所得制限超過者は子ども 1 人につき月額 5,000 円（児童手当 6 月分から適用）

・支給時期 6 月（子ども手当 2・3 月分、児童手当 4・5 月分を支給します。）、 

10 月（6 月～9 月分）、2 月（10 月～1 月分） 

 

 主な経費 
・児童手当、子ども手当の支給 1 億 9,452 万円 

・その他の経費 155 万円 

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

・国の負担 1 億 3,772 万円 

・県の負担 2,881 万円 

・町の負担 (一般財源) 2,954 万円 

予算: 3.2.2 子どものための手当給付事業費 (一般会計)

 

保護者の負担軽減 546 万円  ひとり親家庭等の生活支援（児童福祉手当など） 188 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 福祉グループ)

子育て家庭の負担を軽減するため、中学校制

服購入の補助や、小中学校の学校徴収金経費の

一部を公費負担し、保護者の負担軽減を図りま

す。 

 

主な経費 

・学力テスト代 など 416 万円

・制服購入の補助 130 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 546 万円

 

 ひとり親家庭等の経済負担を軽くするため、

手当や年金を支給します。 

また、ひとり親家庭の状況を把握し、各種制

度の周知を行うとともに、効果的な制度の活用

を進めます。 

 

主な経費 

・母子・父子家庭児童福祉手当 61 万円

・母子・父子家庭児童福祉年金 124 万円

・母子福祉資金貸付金利子補給金 1 万円

・交通・災害遺児等年金 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源)  188 万円

 

 

予算: 9.1.2 教育委員会事務局費 (一般会計) 予算: 3.1.1 ひとり親家庭福祉事業費 (一般会計)
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
３ 幼児教育の推進 

 

栗ガ丘幼稚園の管理運営 4,655 万円  幼稚園の食育 18 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

園生活の中で遊びや体験活動を通して幼児教

育を進めていきます。今年度は特に運動機能の

発達を促し、情操豊かな心を育てるためにリト

ミック体験の充実を図ります。 

 

主な経費 

・職員等の人件費 4,241 万円

・リトミック指導 19 万円

・その他の経費 395 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・保護者の負担(入園料、授業料等) 

 1,327 万円

・国の負担 ５万円

・町の負担 (一般財源) 3,323 万円

 経験豊かなお年寄りや近所の農家の方の協力

で、野菜作りやりんごの摘花、収穫、調理など

の体験を通して感謝の気持ちを育みます。 

 

主な経費 
・講師等への謝礼 2 万円

・調理に必要な食材、行事の食材 8 万円

・野菜の苗、肥料、調理器具 など 8 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 18 万円

 

予算:9.4.1 幼稚園管理費(一般会計) 

9.4.1 幼稚園環境整備費(一般会計) 予算:9.4.1 幼稚園管理費 (一般会計)

   

家庭教育支援の充実 23 万円  幼稚園の子育て支援 71 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

親子のコミュニケーションを深める機会の充

実や、ワークショップを通じて人権教育の充実

を図ります。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 14 万円

・ＣＡＰワークショップの委託 8 万円

・おやつ作り 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 23 万円

 

 気持ちに余裕をもって園の行事に参加した

り、安心して子育てができる環境づくりのお手

伝いをします。 

 

主な経費 

・預かり保育・託児等の人件費 57 万円

・預かり保育のおやつ 14 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 71 万円

 

予算: 9.4.1 幼稚園管理費 (一般会計) 予算: 9.4.1 幼稚園管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
４ 保育サービスの充実 

 

保育園の管理運営 1 億 6,360 万円

(担当: 子ども教育グループ)

仕事などにより昼間家庭で保育できない保護者に代わり、０歳（生後８カ月）から５歳までの乳幼

児をお預かりして保育します。一人ひとりの個性を大切にし、創造性や人間性が豊かで、たくましい

児童の育成を目指します。また、家庭との連携を密にし、地域の方々との触れ合いを大切にする保育

園の運営を行います。入園の申し込みは随時お受けします。 

・わかば保育園：７クラス １３８人 （平成２４年４月１日現在） 

・つすみ保育園：７クラス １１５人 （平成２４年４月１日現在） 

主な経費  

・園児の給食材料費       1,975 万円 ・保育にかかる各種材料費 112 万円 

・町外保育の委託 (11 人) 1,047 万円 ・光熱水費   451 万円 

・保育士の人件費      9,246 万円 ・幼稚園や小学校との交流活動 15 万円 

・その他の経費   746 万円 ・臨時保育士等の賃金 2,768 万円 

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

成 

長 

・保護者の負担 (保育料) 5,998 万円    

・国の負担 258 万円 

・県の負担 124 万円 

・他市町村の負担  495 万円 

・保育士の給食費 224 万円 

・町の負担 (一般財源)     9,261 万円 

予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計)

 

保育園の入園手続きなど 80 万円  保育の質の向上 108 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

保育園の情報提供を行い、保育に欠ける児童

の入園を進め、待機児童ゼロを推進しています。

また、保育所運営審議会を開催し、より良い

保育園の運営、保育サービスなどについて検討

します。 

 

主な経費 

・保育料システムの委託や使用 55 万円

・審議会委員への報酬 14 万円

・その他の経費 11 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 80 万円

 

 園児が友だちと一緒にマット運動や跳び箱に

挑戦し、体を動かす喜びや楽しさを感じられる

ように、外部講師による体育指導を行います。

また、虐待や暴力から自分を守り、自信をも

って安心して日々の生活を送れるよう、保護者

や就学前の園児を対象に、人権教育プログラム

に沿ったワークショップを行います。 

 

主な経費 

・幼児体育指導の委託 97 万円

・ワークショップの委託 11 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 108 万円

予算: 3.2.1 児童福祉総務費 (一般会計) 予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
４ 保育サービスの充実 

 

成 

長 

（新）保護者の保育体験 0 円  保育園の環境整備 44 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

 「親育ち」の援助として、希望する保護者の

方への保育体験を行います。お子さんと一緒に

楽しく過ごす方法や、生活習慣での援助方法、

遊び方を学ぶ機会を通して、子育て家庭への支

援を行います。 

 

 年回３回（予定） 遊びの広場 育児支援 

安全、快適に園生活を過ごせるよう、わかば・

つすみ保育園の廊下床を塗り替えます。 

 

主な経費 
・わかば保育園廊下の塗装 17 万円

・つすみ保育園廊下の塗装 27 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 44 万円
 

 

予算: 3.2.3 保育園環境整備事業費 (一般会計)

 

幼稚園・保育園の食育 ～キッズキッチン～ 335 万円

(担当: 子ども教育グループ)

子どもたちだけで料理を作り上げる体験を通じて、自分に自信を持つことや郷土の食文化と触れ合

う事を目的に、キッズキッチンを開催します。幼稚園・保育園各園で３歳児から５歳児の年層ごとに

春と秋に開催し、季節の郷土料理に挑戦します。 

 

主な経費 
・講師謝礼 など 190 万円 

・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座の受講 91 万円 

・先進地への視察（京都市） 19 万円 

・その他の経費 35 万円 

  

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担（一般財源） 335 万円 

 

 

                          

 

 

 

予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計)
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
４ 保育サービスの充実 

 

地域と連携した食育の推進 5 万円  病後児保育事業の実施 57 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

地域の方の協力をいただきながら畑の土づく

りや、野菜の栽培、収穫体験を通じて、その成

長に興味・関心を持ち、食べ物を身近に感じ、

感謝する気持ちを育みます。 

 

主な経費 

・野菜苗・肥料などの購入 2 万円

・交流調理実習 (２園) 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 5 万円

 

 子育てと仕事の両立を支援するため、病気は

回復してきているが、まだ集団保育が困難な児

童を看護師がいる施設で一時的に預かります。

NPO 法人宅幼老所めぐみに委託し、事業を実

施します。 

  

主な経費 
・病後児保育の委託 57 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 57 万円

 

予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計) 予算: 3.2.3 病後児保育事業費 (一般会計)

 

特別保育事業 （長時間保育・障がい児保育・一時的保育・休日保育） 1,683 万円

(担当: 子ども教育グループ)

働く保護者の子育てを支援するため、通常の保育時間（午前８時３０分～午後４時３０分）の他に、

朝は午前７時３０分から、夕方は午後７時まで長時間保育を行います。（午後５時までは無料）また、

障がいのある子もより良い園生活を送れるよう保育を行います。 

さらに、保育園に入園していない乳幼児（生後８カ月以上）で、一時的・断続的に家庭で育児が困

難となった場合、エンゼルランドセンターでお子さんをお預かりして保育を行います。なお、日曜・

祝日に仕事や冠婚葬祭等で育児ができない家庭のお子さんをお預かりする「休日保育」をエンゼルラ

ンドセンターで行います。 

 

主な経費 

・臨時保育士の賃金 1,656 万円 

・園児の給食材料費 26 万円 

・一時的保育にかかる保険料 2 万円 

 

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

 

・保護者の負担 (一時的保育料) 76 万円 

・県の負担 79 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,528 万円 

 

予算: 3.2.3 特別保育事業費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
５ 子育て支援サービスの充実 

 

エンゼルランドセンターの管理運営 1,601 万円

(担当: 子ども教育グループ)

エンゼルランドセンターは就学前の子どもとその保護者同士のふれあいと交流の場です。開館時間

中はいつでも親子で一緒に遊んだり、「あそびの広場」など同じ年齢のお子さん同士で活動したりしま

す。また、各種講座・講演会・相談事業などを利用することで、子育てに自信を持ち楽しく生活でき

るように支援します。より多くの皆さんに利用していただけるように、日曜日・祝日も開館します。

 ■開館時間    午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分（休館日…年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日） 

■利 用 料  無料（企画によって参加費をいただく場合あり） 

 

主な経費 
・保育士（臨時保育士含む）等の人件費 1,345 万円 

・光熱水費・燃料費 107 万円 

・各種講座の講師謝礼 22 万円 

・施設の修繕  10 万円 

・その他の経費   117 万円 

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

・利用者の負担（企画の参加費など） 7 万円 

・国の負担 414 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,180 万円 

 

成 

長 

予算: 3.2.4 エンゼルランドセンター管理費 (一般会計)

 

 

 
保育の内容 保 育 料 

日曜・祝日も預

かってほしい 

 

 
午前 7 時 30 分 

 

長時間保育 
月額 1,400 円 

日額  100 円 

「休日保育」を

エンゼルランド

センターで行っ

ています 

午前 8 時 30 分 

 

（右のページを

ご覧ください） 

通 常 保 育 

原則として、父と母の前年分の所得税もしく

は前年度の住民税の課税の有無で決定し

ます。 

3 歳未満…0～50,400 円（月額上限） 

3 歳以上…0～27,800 円（月額上限） 

 

 

（無料） 

ちょっとの時間

でいいので預か

ってほしい 

月額 1,400 円 

日額  100 円 
長時間保育 

月額 1,400 円 

日額  100 円 

 

「一時的保育」

でお子さんをお

預かりします 

 

（右のページを

ご覧ください） 

午後 4 時 30 分 

午後 5 時 

午後 6 時 

午後 7 時 
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
５ 子育て支援サービスの充実 

 

ファミリーサポートセンター事業 18 万円

(担当: 子ども教育グループ)

育児と仕事、社会活動等を両立して、子育てし

やすい環境をつくるために、「子育ての手助けを

してほしい人」と「子育ての手助けをしたい人」

が会員として登録し、有償で相互に助け合う子育

て支援事業です。 

○ 保育園・幼稚園・学校等の時間外に子ども

預かってもらいたいとき 

○ 冠婚葬祭・通院・社会活動への参加に子ど

もを連れて行けないとき 

○ 突発的な出来事が起きた場合に子どもを預

かってもらいたいとき 
なお、エンゼルランドセンターを基幹施設とし

て提供・依頼会員とのマッチングを図ります。 
○ 出産期・産後の養生期に上の子を預かって

もらいたいとき         
 

主な経費 など 
・会員交流、研修費 7 万円 

・その他の経費 11 万円 

  

成 

長 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担（一般財源） 18 万円 

 

提供・依頼会員の受付を実施します！ 

「子育ての手助けをしたい人」「子育ての手

助けをしてほしい人」お気軽にお問い合わせ

ください。 

小布施町エンゼルランドセンター 

 ☎247-2137 

予算: 3.2.5 ファミリーサポートセンター事業費 (一般会計)

 

 

休日保育 

対象となる方 保護者が就労などのやむを得ない理由で休日に保育ができないとき 

保育時間 日曜・祝日の午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

※長時間保育も行います（別途料金が必要です） 

保育の場所 エンゼルランドセンター 

区 分 3 歳未満 3 歳以上 利用料 

4 時間まで  750 円  500 円 

休日保育利用日の前後 7

日以内の平日（月～土）

に児童が保育園を休んだ

場合は、かかりません 
4 時間超 

1,500 円 1,000 円 
8 時間まで 

その他 町に住所があり、保育園に入園しているお子さんが対象です 
 

一時的保育 

対象となる方 保護者が以下のような理由により一時的、断続的に保育が難しいとき 

◆急な仕事  ◆冠婚葬祭  ◆看護 

◆出産、けが、疾病  ◆ボランティア活動  ◆育児のリフレッシュ  など 

保育時間 平日・日曜・祝日の午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

※長時間保育も行います（朝８時から  夕５時 30 分まで  別途料金が必要です） 

保育の場所 平日（月～金） エンゼルランドセンター  （土）  保育園 

日曜・祝日 エンゼルランドセンター 

利用料 休日保育の利用料金と同じです 

その他 未入園のお子さんが対象で、１カ月１２日までが限度です 
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
５ 子育て支援サービスの充実  ６ 子ども・青少年の育つ環境の整備 

 

発達教室～ほっぷすきっぷじゃんぷ～の運営 25 万円

(担当: 福祉グループ)

年齢や障害のあるなしに関わらず、子どもたちの発達、成長を専門スタッフ（社会福祉士・音楽療

法士・理学療法士）が、遊び、運動、音楽を通じてサポートする教室です。 

毎月第 4 月曜日の午前 10 時 30 分から健康福祉センター多目的ホールで行っています。どんな悩

みでもお気軽にご相談ください。（予約は必要ありません。） 

 

主な経費 

・発達教室の運営委託        25 万円 

   

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源)         25 万円 

 

 

 

                          

 

 

■問い合わせ 小布施町ボランティアセンター（町社会福祉協議会内） ℡ 247-6665 

予算: 3.2.5 発達教室事業費 (一般会計)成 

長 

 

青少年問題協議会委員の活動 8 万円  青少年育成自主活動事業への補助 30 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

 青少年の育成や保護、指導などに関する総合

的な問題対策について必要な事項を調査・審議

します。 

 

主な経費 

・青少年問題協議会委員の報酬 3 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 8 万円

 

育成会の活動を支援するため、その活動に対

し補助をします。 

 

主な経費 

・育成会活動の補助 30 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 30 万円

 

予算: 9.5.13 青少年対策費 (一般会計) 予算: 9.5.13 青少年対策費(一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
６ 子ども・青少年の育つ環境の整備   

 

小山田杯少年少女球技大会の開催 31 万円

(担当: 子ども教育グループ)

成 

長 

少年少女の心身の健全な育成や地域でのふれ

あい交流と連帯意識を養うため、小山田杯少年

少女球技大会を開催します。 

 

■期 日 ７月 29 日（日） 

■場 所 総合体育館、中学校体育館 

■種 目 キンボール（予定） 

 

主な経費 
・参加賞 10 万円

・入賞メダル 7 万円

・キンボール 8 万円

・その他の経費 6 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 31 万円

 

予算: 9.5.13 青少年育成事業費 (一般会計)

 

子どもみこし大会の開催 2 万円  子ども会安全会費の助成 19 万円

(担当:子ども教育グループ) (担当:子ども教育グループ)

夏のイベント「くりんこ祭り」に合わせて、

子どもみこし大会を開催します。 

 

■期 日 ７月２８日（土） 

■場 所 商工会周辺 

 

主な経費 

・ハッピのクリーニング代 など 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

 

 育成会事業に関わる子ども会の安全会費（保

険掛金）と長野地方子ども会育成連絡協議会の

会費を補助します。 

 

主な経費 

・子ども会安全会費 15 万円

・子ども会育成連絡協議会費の補助 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・育成会の負担（幼児・大人） 3 万円

・県からの補助金  1 万円

・町の負担 (一般財源) 15 万円

 

 

予算: 9.5.13 青少年育成事業費 (一般会計) 予算: 9.5.13 青少年対策費 (一般会計)
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Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
７ 家庭・地域教育力の向上 

 

子ども教室、放課後児童クラブの運営・親子わんぱく教室の開催 1,604 万円

(担当: 子ども教育グループ)

子ども教室は、放課後の教室・校庭・体育館など広い学校施設の中で、児童がのびのび、いきいき

とさまざまな活動ができる事業です。子どもたちは自らの意志でさまざまな活動を通した、豊かな経

験・体験をすることができます。 

活動の拠点として小学校の空き教室を利用するとともに、遊びの場・居場所の提供を行う「子ども

教室登録」と、保護者の方が就労されている児童をお預かりし、町が責任をもって保護する「児童ク

ラブ登録」に登録の区分を分けて活動します。 

 

 ■子ども教室登録 
  
 子ども教室は放課後、子ども達への遊び 

   場・居場所の提供をし、自らの意志で自由 
 に教室へ来て活動する場所です。校庭や体 
 育館、各教室といった学校施設で、スタッ 
 フの見守りのなかで活動することができま 
 す。 
 子ども達の自主的な活動を支援する「体 
 験活動」（週２回程度）があり、野菜づくり 
 の指導やスポーツ教室、料理教室など、地域 
 の大人にも支援していただきながら子ども達 
 を育てる場所です。 
 成 

長 

 

■放課後児童クラブ登録  

  

就労等によって、放課後に留守になる家庭の児童をお預かりします。参加時間の管理だけ

でなく、さまざまな保護機能をしっかりと持たせています。 
 

 
対象は、町内に在住し、放課後に保護者のいない家庭の小学校１年生～3 年生の児童です。 

 

 

主な経費 
・材料やおやつ など 120 万円 

・子ども教室、わんぱく教室 (体験学習) 講師への謝礼 28 万円 

・臨時職員の賃金 608 万円 

・嘱託職員の人件費  796 万円 

・その他の経費 52 万円 

 

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

 

・利用者の負担 290 万円 

・県の負担 415 万円 

・町の負担 (一般財源) 899 万円 

予算： 3.2.1 子ども教室放課後児童クラブ事業費 （一般会計）

9.5.13 子ども教室推進事業費 (一般会計)   

9.5.13 親子わんぱく教室事業費 (一般会計) 
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
８ 学校教育の充実 

 

栗ガ丘小学校の管理運営 3,894 万円

(担当: 子ども教育グループ)

平成２4 年４月１日現在で、６30 人の児童が通学しています。 

「たくましい体と豊かな心を持ち、自ら学び伸びゆく子ども」を学校目標とし、その実現に向けて

次の通り取り組んでいます。 

 

① 教科・道徳指導の充実 

② 特別活動と生徒指導の充実 

③ 学校や地域の特性を生かした教育課程の改善・推進 

④ 人権意識を育てる教育の推進 

⑤ 幼保小中一貫教育と生活科指導の推進 

 

主な経費 
・臨時職員や健康診断にかかる医師などへの報酬・賃金 399 万円 

・外部講師などへの謝礼 56 万円 

・体験学習講師（墨田区伝統工芸保存会）への謝礼 23 万円 

・教科用や特別活動などの消耗品 445 万円 

・光熱水費 728 万円 

・コンピュータ機器や印刷機器などの使用料 616 万円 

・警備保障や火災報知機などの保守管理の委託 277 万円 

・施設の修繕 587 万円 

・図書の購入 88 万円 

・教材備品の購入 120 万円 成 

長 

・保健検査料や火災保険料 171 万円 

・各種負担金、交付金 135 万円 

・その他の経費 249 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源) 3,894 万円 

 

 ※教員の人件費は、国・県が負担しています。 

  
 

予算: 9.2.1 小学校管理費(一般会計)       

 9.2.1 小学校環境整備事業費（一般会計）
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
８ 学校教育の充実 

 

小布施中学校の管理運営 3,940 万円

(担当: 子ども教育グループ)

平成 23 年４月１日現在で、325 人の生徒が通学しています。 

「夢 忍耐 思いやり」を学校目標とし、その実現に向けて「誰でも安心して学べる学級・学校づ

くり」を重点とし、「学び合い」「認め合い」「響き合い」をキーワードに、次の通り学校づくりを行い

ます。 

 

○[学び合い：学力向上]       「誰もが安心して学べる授業づくり」 

①勉強から学び合いへの授業改善      ②小集団を生かした個に応じた指導の充実 

③小中連携による学力向上への取組み    ④朝読書の継続 

 

○[認め合い：人間関係づくり]    「誰もが安心して暮らせる人間関係づくり」 

①いじめを許さない集団づくり       ②教師自身の人権感覚の高揚 

③個に応じた支援と            ④地域と連携した人権同和教育と 

家庭との連携及びチームサポート      ボランティア活動の推進 

 

○[響き合い：生徒の主体的活動]   「誰もが安心して生活できる環境づくり」 

三本柱の継続指導 ◇清掃◇合唱◇花づくり 

１①生徒の主体的活動を支援         ②伝統の創造と特色ある学校づくり 

③物的環境づくりと環境保護活動 

 

主な経費 

・臨時職員や健康診断にかかる医師などへの報酬・賃金 526 万円 成 

長 

・教科用や特別活動などの消耗品 407 万円 

・光熱水費 908 万円 

・コンピュータ機器や印刷機器などの使用料 639 万円 

・警備保障や火災報知器などの保守管理の委託 358 万円 

・施設の修繕 386 万円 

・図書の購入 181 万円 

・教材備品の購入 102 万円 

・保健検査料や火災保険料 138 万円 

・各種負担金、交付金 131 万円 

・その他の経費 164 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源) 3,940 万円 

 ※教員の人件費は、国・県が負担しています。 

 

  

       

予算:9.3.1 中学校管理費(一般会計) 

9.3.1 中学校環境整備事業費(一般会計)
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
８ 学校教育の充実  ９ 特色ある教育の推進 

 

学校生活支援員の配置 841 万円  就学の援助など 447 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

学校や家庭での悩みや、心身に障害がある児

童・生徒を支援するために小学校に３名、中学

校に１名の支援員を配置します。 

また、外国籍児童に対する日本語学習や生活

指導を行うための生活指導員を小学校に１名配

置します。 

 

主な経費 
・支援員の報酬・賃金 841 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 841 万円

 

 経済的な理由により学校で教育を受けること

が難しい児童・生徒や、特別支援学級で学習す

る子どもの保護者に学用品や給食費などを援助

し、就学の支援を行います。 

 

主な経費 

・就学への援助 349 万円

・特別支援教育就学への奨励 78 万円

・その他の経費 20 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 15 万円

・町の負担 (一般財源) 432 万円

 

予算:9.2.2 小学校生活支援事業費(一般会計)

9.3.2 中学校生活支援事業費(一般会計)

予算:9.2.2 小学校就学援助費(一般会計)

9.3.2 中学校就学援助費(一般会計)

   

教育委員会の運営 327 万円  教職員住宅の維持管理 358 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

町の教育方針の決定や教育委員会規則などの

制定など、教育に関する重要な事項を決定しま

す。 

 

主な経費 

・教育委員の報酬(４人) 129 万円

・就学指導委員の報酬 など 14 万円

・学校評議員への謝礼(１２人) 12 万円

・委員長交際費 10 万円

・通信運搬費 60 万円

・各種負担金 20 万円

・その他の経費 82 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 327 万円

 町が管理している教職員住宅は９戸です。 

これらの施設を今後も長く使うことができる

ように、適切な管理を行います。 

  

主な経費 

・浴室の改修 317 万円

・住宅の修繕 35 万円

・火災保険料 2 万円

・樹木伐採の委託 など 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 358 万円

予算:9.1.1 教育委員会運営費 (一般会計) 

 9.1.2 教育委員会事務局費 (一般会計) 予算:9.1.3 教職員住宅管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

食育の推進 0 円

(担当: 子ども教育グループ)

幼稚園・保育園で行うキッズキッチンを更に

拡充するなど、小布施の食と農を守り、心豊か

で健康な小布施人の育成を図ります。 

また、平成 18 年度に策定した「小布施町食

育推進計画」の見直しを進めていきます。 

 

成 

長 

 

小・中学校の食育 20 万円

(担当:子ども教育グループ)

食に興味を持つことで感謝する心を養い、食の文化的意味を知り、食の根幹である農業への理解を

深めるなど、「食」に関わる施策を推進します。 

町食育推進計画、食の指導に関する全体計画・学年別年間指導計画に基づいて活動を進めます。 

幼稚園 1 園、保育園 2 園および小学校、中学校が各１校の特性を活かし、就学前園児から中学生ま

で一貫した体系の中での食育を進めます。 

■ 幼・保・小・中で一貫した食育を行う仕組みづくり 

■ 正しいマナーを身につける（箸の正しい使い方など） 

■ 農業体験（大豆づくり、米づくり、小布施丸なす栽 

培など）  
■ 料理体験 ■食育講演会 

■ 給食の保護者試食会   

 

主な経費 

・講師への謝礼  11 万円 

・体験学習などにかかる消耗品 9 万円  

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担（一般財源） 20 万円 

予算: 9.2.1 小学校管理費 (一般会計)

9.3.1 中学校管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

学校給食センターの管理運営 4,356 万円

(担当:子ども教育グループ)

学校給食センターでは、毎日 1,200 食の給食を、幼稚園と小・中学校に「おいしく」「安全で」「衛

生的に」提供しています。 

食材のうち、お米は町内の農家の皆さんのご協力を得て、小布施で収穫されたものだけを使用して

います。野菜、大豆、卵、肉などの食材についても、可能な限り地元産のものを取り入れ、「地産地消」

を進めています。 

 

主な経費 

・調理器具の保守点検などの委託 381 万円・職員・調理員の人件費 1,955 万円

・施設用地の借り上げ 170 万円・衛生用品、調理用品 316 万円

・調理機器（シンク）の入替 37 万円・施設の修繕  218 万円

・その他の経費 200 万円・光熱水費 1,079 万円

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

・町の負担 (一般財源) 4,356 万円

 

※食材費は全額、保護者の皆さんからの給食費でまかなっています。 

～ 給食センターでの「食育」～ 
 

毎日の献立が地域に根ざした生きた食育の教材となるように、献立・指導年間計画に沿って

作成し実施しています。子どもたち、教職員が地元の食材を通して給食、食への関心をより高

め、日々充実した給食時間となるように、また給食から他教科においても食育が展開されるよ

う「給食センターだより」を毎日発行し日々の食育メッセージを発信しています。 

成 

長 

この他、給食センターの栄養士が幼稚園や小学校に出向き、給食や食生活の指導を行い、中

学校ではランチルームで一斉指導を行います。幼稚園児は給食センターを見学し、調理員との

ふれあいや自分たちが食べる給食の調理の様子を知ることを通じて「食」の大切さを身につけ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算: 9.7.1 給食センター管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

児童生徒の見守り体制の充実 6 万円

(担当:子ども教育グループ)

地域ぐるみで犯罪から子どもたちを守るため、地域住民、自治会、育成会、保護者、学校、警察署、

防犯協会などと連携して、不審者が子どもたちに近づきにくい地域づくりを進めるとともに、防犯教

育や被害防止教育の充実を図ります。 

 

主な経費 

・メール配信システム使用料 など 6 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源) 6 万円 

 

「見守り隊」

成 

長 

予算: 9.1.2 教育委員会事務局費 (一般会計)

 

同報無線による「下校時間」の周知 
 

 
 

犬の散歩やウォーキング、買い物

や会社からの帰宅時のちょっと

した時間に子どもたちの「見守

り」をしていただきます。 

小学校の下校の時間を同報無線で

お知らせしますので、地域の皆さん

での「見守り」をお願いします。 

 

 イカのおすし～♪ 

ついていかない～♪

学校での安全教育
 

被害防止教育や防犯教 

室、先生と児童生徒の 

通学路周辺歩きを行い 

ます。 

防犯(青パト)パトロール 
 

防犯指導員やＰＴＡの皆さんにご協力いただいて

います。「地域の目」が犯罪の抑止につながります。

青パトによるパトロールを実施します。 

 

「こどもを守る安心の家」 不審者メールの配信
 

何かあった時に子どもたちが逃げ込

めるよう、地域の皆さんのご協力をい

ただいています。現在８４軒の方にご

登録をいただいています。 

 
 

登録いただいた方へメールで即時に 

不審者情報をお知らせします。 

※町ホームページから登録できます。 
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

外国人英語教師の配置 638 万円  教科学習支援員の配置 176 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

保育園、幼稚園、小学校、中学校で英語によ

るコミュニケーションができる能力を育成する

とともに、外国の生活や文化に関心を深めて国

際感覚を高めるため、外国人英語教師を配置し

ます。 

 

主な経費 

・英語教師の人件費 638 万円

  （2 名分） 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 638 万円

 

 小中学校に教科学習支援員配置を行い、複数

教員による授業、及び個別少人数授業などを行

います。 

 

主な経費 

・支援員の賃金 176 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 176 万円

予算: 9.1.1 外国人英語教師設置費 (一般会計)

予算:9.2.2 小学校教科学習支援事業(一般会計)

9.3.2 中学校教科学習支援事業(一般会計)

   

学力向上の支援 198 万円  家庭読書の日 25 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

大学生・教員経験者などで意欲や情熱、指導

力を持った地域の人材に「学力向上支援員」と

して登録いただき、学力向上の支援を行います。

 

主な経費 

・支援員の賃金 191 万円

・その他の経費 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 198 万円

 

 家庭・幼保小中が連携し、家庭で子どもが読

書に親しむきっかけづくりを行うため、「家庭読

書の日」を設定し基礎学力の向上を図ります。

 

主な経費 

・講演会講師への謝礼 22 万円

・その他の経費 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 25 万円

予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計) 予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計)
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

パスポートのいらない英国留学体験 95 万円  学力調査の委託 41 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

外国語を通して言語や文化に対する興味・関

心と理解を深めるため、国内の英語国際研修セ

ンターへの留学体験を行います。 

 

主な経費 

・自動車の借上料 24 万円

・旅費 14 万円

・研修の委託 57 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・生徒の負担 15 万円

・町の負担 (一般財源) 80 万円

 

 学力向上のため、全国学力調査（国語、数学、

理科）の参加及び自己調査（採点、分析）を行

います。 

 

主な経費 

・学力調査の委託 41 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 41 万円

 

予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計) 予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計)

   

（新）学習支援セミナーの開催 132 万円  特別支援教育の推進 76 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

学習支援館構想として、学習塾と連携し、家

庭への経済的負担をおさえながら、学習スキル

アップと成績向上を目指します。 

 

主な経費 

・講師の委託 111 万円

・プリント代 など 21 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1 万円

 

 特別な支援を必要とする児童生徒に対し、幼

児期からの相談体制を整備し、幼保小中一貫し

た特別支援の充実を図ります。 

 

主な経費 

・教育相談員の賃金 76 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 76 万円

 

予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計) 予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

育英金の貸し付け 0 円  法政大学・小布施町地域創造研究所の運営 224 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 交流グループ)

成 

長 

 高校生・専門学校生・短大学生・大学生に対

して育英金の貸し付けを行います。 

町民、行政、大学が一体となって、地方分権

時代に対応した政策形成や人材育成などソフト

面のまちづくり研究を進め、これからの町の施

策に反映させていきます。 

日本学生支援機構やその他の団体から別に

学資などの貸し付けを受けておらず、生計中

心者の町民税額が一定額以下であることなど

の要件があります。 

定住促進や交流産業の振興などの重要課題に

ついて研究・立案を行うとともに、シンポジウ

ムや講演会により町民の皆さんに学びの場を提

供していきます。 
 

貸付月額 
 ・高等学校    公立 14,000 円以内 
主な経費          私立 24,000 円以内 
・シンポジウムなどの講師謝礼 178 万円

・高等専門学校     19,000 円以内 
・その他の経費 46 万円

・大学、短期大学  
公立(自宅通学)   32,000 円以内 =============== 財源内訳 =============== 
公立(自宅外通学)  40,000 円以内  
私立(自宅通学)   40,000 円以内 ・町の負担 (一般財源) 224 万円
私立(自宅外通学)  55,000 円以内  

 

※この事業は、育英金貸付基金を運用して行っ

ています。 

予算: 2.1.6 官学協働事業費 (一般会計)

 

まちじゅうをキャンパスに 120 万円

(担当: 交流グループ)

全国から大学生が集まり、小布施のまちづくりを学び、提言・実践につなげる「地域づくりインタ

ーン」を行います。インターン生は町内各所で活動し、学生ならではの視点と発想でまちづくりを考

えます。 

さらに、大学単位の「フィールドワーク」や「ゼミ合宿」などの受け入れも積極的に行っていきま

す。 

 

主な経費 

・インターンシップ活動交付金 100 万円 

・打合せなどの旅費 など 20 万円 

  

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担（一般財源） 120 万円 

 

予算: 2.1.6 官学協働事業費 (一般会計)

 



事業別予算説明

【Ⅳ 学び】　生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 2億7,266 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 生涯学習活動の推進 生涯学習チャレンジ講座 82万円 生涯学習グループ 73

一般教養講座 38万円 生涯学習グループ 73

専門講座 47万円 生涯学習グループ 73

生涯学習町民のつどいの開催 39万円 生涯学習グループ 74

文化協会等の活動支援 45万円 生涯学習グループ 74

成人式の開催 34万円 生涯学習グループ 74

社会教育委員活動の推進 254万円 生涯学習グループ 75

公民館の管理運営 785万円 生涯学習グループ 75

公民館分館活動の支援 156万円 生涯学習グループ 75

北斎ホールの管理運営 461万円 生涯学習グループ 75

地域伝統文化活性化事業の推進 825万円 生涯学習グループ 76

2 総合的な学習･情報拠点 デジタルアーカイブ事業 658万円 生涯学習グループ 76

   の整備  　 まちとしょテラソの運営 4,196万円 生涯学習グループ 77

3 生涯スポーツの振興 体育団体の支援など 279万円 生涯学習グループ 78

スポーツ推進委員活動 51万円 生涯学習グループ 78

健康づくりの推進 20万円 生涯学習グループ 79

町民運動会の開催 115万円 生涯学習グループ 79

分館対抗球技大会の開催 4万円 生涯学習グループ 79

市町村対抗駅伝大会等への出場 24万円 生涯学習グループ 79

体育施設の維持管理 2,039万円 生涯学習グループ 80

体育施設の整備 2,169万円 生涯学習グループ 80

4 人権教育･啓発の推進 差別のない明るい社会の推進 479万円 生涯学習グループ 81

人権教育の推進 102万円 生涯学習グループ 81

人権フェスティバルの開催 44万円 生涯学習グループ 81

「人権の花」運動の実施 25万円 生涯学習グループ 81

住宅新築資金などの返済 97万円 生涯学習グループ 82

男女共同参画社会づくり 59万円 総務グループ 82

5 文化･芸術活動の振興 町民ギャラリーの維持管理 131万円 生涯学習グループ 82

美術館･シャトルバスフリーパスの発行 12万円 生涯学習グループ 82

小布施音楽祭開催の補助 100万円 生涯学習グループ 83

巴錦の一軒一株運動 76万円 生涯学習グループ 83

6 文化財の保護･継承と 文化財の保護 307万円 生涯学習グループ 83

   活用   　

7 文化施設･環境の整備 歴史民俗資料館の管理運営 192万円 生涯学習グループ 84

   充実 歴史民俗資料館 春秋の企画展の開催 21万円 生涯学習グループ 84

高井鴻山記念館の管理運営 1,381万円 生涯学習グループ 85

高井鴻山記念館特別展などの開催 169万円 生涯学習グループ 85

おぶせミュージアム・中島千波館の管理運営 3,749万円 生涯学習グループ 86

収蔵館の増築 3,940万円 生涯学習グループ 86

おぶせミュージアム企画展などの開催 2,095万円 生涯学習グループ 87

千曲川ハイウェイミュージアムの管理運営 1,474万円 生涯学習グループ 88

千曲川ハイウェイミュージアム企画展の開催 492万円 生涯学習グループ 88



【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進 

 

生涯学習チャレンジ講座 82 万円

(担当: 生涯学習グループ)

「自分を高め、地域に生かす」をテーマに、若

者からお年寄りまで幅広い皆さんが受講できる

各種の講座を開き、広く学習の機会と交流の場を

提供します。 

学 

び 

 

主な経費 

・講師への謝礼 70 万円 

・その他の経費 1２万円 

 

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

 

・受講者の負担 23 万円 

・町の負担 (一般財源) 59 万円 

 

予算: 9.5.12 生涯学習チャレンジ講座事業費 (一般会計)

 

一般教養講座 38 万円  専門講座 47 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

各界で活躍されている方や地域で研究を重ね

られている方、さらには優れた特技をお持ちの

方などを講師に迎え、幅広い知識や豊かな感性

を見につけるための講座を開催します。 

文化・芸術、食文化、健康・生きがい、スポ

ーツの 4 つのコースを設け、目的に合わせて学

べます。また、子ども対象のチャレンジ教室も

開催します。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 30 万円

・その他の経費 8 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 38 万円

 

 先人が育てた豊かな風土と、生活文化への関

心を高め、笑いながら内外で、人と交流の気質

を深め楽しく集い、新しい価値と創造の場を提

供します。なお、各教室は 6 月から開催します。

・髙井鴻山翁に学ぶ教室 

・哲学教室 

・郷土めぐり健康教室 

・石造物巡り教室 

■講座 （各講座１０回） 
 
・太極拳教室   ・切り絵教室  

・折り紙教室   ・紙粘土教室 

・ビーズ教室   ・男性のための料理教室 

・ヨガ教室    ・型染教室      

・パソコン教室  ・イス体操教室 

・落語教室・麻雀教室・ゴルフ教室 など 

 

主な経費 

・講師への謝礼 43 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・受講者の負担 4 万円

・町の負担 (一般財源) 43 万円

予算: 9.5.12 一般教養講座事業費 (一般会計) 予算: 9.5.12 専門講座事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進 

 

生涯学習町民のつどいの開催 39 万円  文化協会等の活動支援 45 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

日頃の個人・グループの文化活動やボランテ

ィア活動などの成果を発表する場として、「生涯

学習町民のつどい」を開催し、町民の参加と交

流を図ります。 

 

生涯学習町民のつどい・総合文化祭 

■作品展：１０月 20 日（土）～21 日（日）

■芸能祭：１１月 4 日（日） 

■菊花展：１１月 １日（木） 

～１１月１０日（土）
 

主な経費 

・菊花展の小屋組立解体の委託 28 万円

・総合文化祭作品などの運搬 7 万円

・パンフレットの印刷 4 万円
 

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

・町の負担 (一般財源) 39 万円

 文化・芸術活動の活性化と次代への継承のた

め、社会教育関係団体の活動を支援します。 

 

主な経費 

・小布施町文化協会への補助 45 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 45 万円

 

学 

び 

予算: 9.5.2生涯学習町民のつどい事業費 (一般会計) 予算: 9.5.1 社会教育総務費 (一般会計)

 

成人式の開催 34 万円

(担当: 生涯学習グループ)

新成人としての門出を祝福するため、式典と

交流会を開催します。 

交流会は、新成人の皆さんが実行委員会を

組織して企画運営を行います。 

 

 ■期日：平成２５年１月 13 日（日） 

 ■場所：北斎ホール 

 

主な経費 

・式典記念品 26 万円

・交流会の開催 8 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 34 万円

 

予算: 9.5.1 成人式事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進 

 

社会教育委員活動の推進 254 万円  公民館の管理運営 785 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

社会教育に関することを教育委員会に助言す

る社会教育委員の活動を推進します。 

 

主な経費 

・職員の人件費 223 万円

・社会教育委員の報酬 (5 人) 4 万円

・その他の経費 27 万円

 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 254 万円

 

 各種団体やサークルの活動、会合などで気持

ち良くご利用いただけるよう、公民館施設の維

持管理を行います。 

なお、北斎ホール・公民館施設・体育施設の

利用申し込みは、公民館で受け付けています。

 

主な経費 

・職員の人件費 694 万円

・火災保険料 8 万円

・公民館補償制度掛金 19 万円

・その他の経費 64 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・利用者の負担 50 万円

・町の負担 (一般財源) 735 万円

 

 

予算: 9.5.1 社会教育総務費 (一般会計) 予算: 9.5.2 公民館管理費 (一般会計)

   

公民館分館活動の支援 156 万円  北斎ホールの管理運営 461 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

自治会ごとに設置された公民館の分館活動を

推進するため、活動実績に応じた助成を行いま

す。 

 

主な経費 

・分館長の報酬 (28 人) 70 万円

・分館活動への補助 80 万円

・その他の経費 6 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 156 万円

 

 

 勤労青少年や各種団体の活動・発表の場とし

て気持ち良くご利用いただけるよう、北斎ホー

ルの維持管理を行います。 

 

主な経費 

・光熱水費 58 万円

・施設の修繕 50 万円

学 

び 

・施設の保守点検などの委託 160 万円

・臨時職員の賃金 138 万円

・その他の経費 55 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・利用者の負担 100 万円

・町の負担 (一般財源) 361 万円

 

 

予算: 9.5.2 分館活動費 (一般会計) 予算: 9.5.3 北斎ホール管理費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進  ２ 総合的な学習・情報拠点の整備 

 

地域伝統文化活性化事業の推進 825 万円

(担当: 生涯学習グループ)

長野県北信地方に古くから伝わる「北信流お肴謡」の保存継承や調査研究を通じて、地域の伝統文

化の継承と地域の活性化を推進します。 

また、食の生産活動である農業の根幹、お肴謡の精神、謡の源流である能楽の本質は全ての人間の

営みそのものであり、「感謝の気持ち」を稲作の体験活動と日本の伝統を通して学ぶ「農学×能楽（の

うのう）プロジェクト」を行います。 

 

主な経費 
・講師の謝礼          195 万円 

・発表会、ワークショップ    310 万円 

・記録保存の委託        308 万円 

・その他の経費         112 万円 

 

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

 

・国の負担           741 万円 

・町の負担 (一般財源)            84 万円 

 

予算: 9.5.12 地域伝統文化総合活性化事業 (一般会計)

 

デジタルアーカイブ事業 658 万円

(担当: 生涯学習グループ)

小布施町の文化（文化財的な文化、生活＝小布施ならではの風土的文化）の収集を行い、そのまと

めと公開（発信）を行っていきます。 

収集された情報を蓄積するシステム、小布施正倉（デジタル化された「保存記録」のデーターベー

ス）を充実させます。未来へのタイムカプセルとすると同時に、私たちが先人から学び、今をどのよ

うに生き抜いていくのかという羅針盤の役目を果たすように、小布施の人物、行事など撮影し、デジ

タル化します。町民の皆さんと一緒にデジタルアーカイブを考え、協働で事業を進めていきます。 

 

学 

び 

主な経費 

・臨時職員の人件費         297 万円 

・ソフト開発、データ作成の委託   286 万円 

・講師の謝礼            150 万円 

・その他の経費           125 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源)       1658 万円 

 

予算: 9.5.4 デジタルアーカイブ事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
２ 総合的な学習・情報拠点の整備 

 

まちとしょテラソの運営 4,196 万円

(担当:生涯学習グループ)

「学びの場」「子育ての場」「交流の場」「情報発信の場」という４つの柱による「交流と創造を楽し

む、文化の拠点」という理念のもとで、町民の皆さんに親しまれる集いの場になるよう運営します。

読書を楽しみ、必要な情報を迅速かつ的確に得ることができる生涯学習の環境づくりを進めるとともに、

いつでも利用者の「役に立つ」図書館運営を目指します。 

 また、芸術や文学を鑑賞し、文化の創造に関われるように、子育て支援や町内外の人との交流に努

め、生活情報の入手、町内外の情報収集機能を持たせるなど、豊かな生活を過ごせるよう情報発信機

能を持たせた図書館を運営します。 

 

主な経費  

・臨時職員の人件費              679 万円 

・清掃用具等の使用料         160 万円 
・職員の人件費 1,562 万円 

・消耗品・印刷製本費・光熱費 684 万円 

・機械、システムの保守 295 万円 

・図書等の購入 462 万円 

・植栽の工事 140 万円 

・講師への謝礼          118 万円 

・その他の経費                  196 万円 

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

 

・県の負担 510 万円 

・町の負担 (一般財源) 3,686 万円 

予算: 9.5.4 図書館管理費（一般会計） 

9.5.4 図書館整備事業費（一般会計）

 

 

 

 

 学 

び 
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
３ 生涯スポーツの振興 

 

体育団体の支援など 279 万円

 (担当: 生涯学習グループ)

町の体育振興のために活動している各種体育団体を支援します。また、自然と親しみながら健康の

増進を図ることを目的に、海の家を開設します。 

 

主な経費 

・町体育協会への補助 100 万円 

・町スポーツ少年団への補助 15 万円 

・町少年硬式野球連盟への補助 10 万円 

・町早起き野球連盟への補助 5 万円 

・全国スポーツ大会出場への補助 30 万円 

・小布施見にマラソンへの補助 100 万円 

・浜茶屋の利用料・宿泊料の補助 17 万円 

・その他の経費 2 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源)           279 万円 

 

予算: 9.6.1 保健体育総務費(一般会計)

 

スポーツ推進委員活動 51 万円

(担当: 生涯学習グループ)

スポーツ推進委員は町民の皆さんにスポーツへの関心を高め理解を深めていただくために活動して

います。魅力あるスポーツ行事の企画立案や、スポーツ教室での指導などを行い、スポーツの楽しさ

を伝えます。 

学 

び 

 

主な経費 

・スポーツ推進委員の報酬 (6 人) 18 万円 

・協議会への負担金 5 万円 

・その他の経費 28 万円 

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 51 万円 

 

予算: 9.6.1 スポーツ推進委員活動費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
３ 生涯スポーツの振興 

 

健康づくりの推進  20 万円  町民運動会の開催 115 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

自分の体力を見直すきっかけとして体力診断

を行うとともに、運動不足の方を対象に楽しい

遊びを取り入れたニュースポーツ教室やウォー

キング教室を開催します。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 5 万円

・その他の経費 15 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 20 万円

 

 町民の皆さんの親睦と交流を深めることを目

的に、自治会やコミュニティ対抗で行う町民運

動会を開催します。 

 

■開 催 日：１０月 7 日（日） 

■開催場所：栗ガ丘小学校グラウンド 

 

主な経費 
・賞品の購入 92 万円

・その他の経費 23 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 115 万円

 

 

予算: 9.6.1 健康づくり事業費 (一般会計) 予算: 9.6.1 町民運動会事業費 (一般会計)

   

分館対抗球技大会の開催 4 万円  市町村対抗駅伝大会等への出場  24 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

分館対抗による球技大会を、２種目開催しま

す。 

 

■開 催 日：６月 24 日（日） 

■開催場所：総合体育館、中学校体育館 

■種    目：ソフトミニバレーボール 

 

■開 催 日：平成２5 年３月上旬 

■開催場所：総合体育館、中学校体育館 

■種    目：バドミントン 

 

主な経費 

・代杯の購入 2 万円

・その他の経費 2 万円

================ 財源内訳 ============== 

・町の負担 (一般財源) 4 万円

 

 県市町村対抗駅伝競走大会へ出場するための

経費です。 

また、県縦断駅伝競走大会へ須高チームとし

て出場する須高陸上協会の経費の一部を負担し

ます。 

 

学 

び 

主な経費 

・県縦断駅伝競走大会負担金 6 万円

・県市町村対抗駅伝競走大会負担金 1 万円

・選手の交通費 5 万円

・選手への謝礼 1 万円

・その他の経費 11 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 24 万円

予算: 9.6.1 分館対抗球技大会事業費 (一般会計) 予算: 9.6.1 各種競技大会経費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
３ 生涯スポーツの振興 

 

体育施設の維持管理 2,039 万円

 (担当: 生涯学習グループ)

皆さんのスポーツ活動の場として、気持ち良く

ご利用いただけるよう、施設の維持管理を行いま

す。 町の各種体育施設 

 

■体育館    総合体育館 

トレーニングセンター 

文化体育館 

北部体育館 

小学校体育館 

中学校体育館 

■グラウンド  町営グラウンド 

松川総合グラウンド 

小学校グラウンド 

中学校グラウンド 

■テニスコート 町営テニスコート 

        総合公園テニスコート 

■その他    総合公園マレットゴルフ場

        総合公園 100ｍコース 

また、須高行政事務組合が運営している須坂 

市のサマーランド（総合プール）の運営費を構 

成市町村（須坂市・高山村・小布施町）で負担 

します。 

 

主な経費 
・須高行政事務組合への負担金 502 万円 

・光熱水費 449 万円 

・土地の借り上げ 483 万円 

・管理の委託 168 万円 

・施設の修繕 284 万円 

・電話料、火災保険料 24 万円 

・その他の経費 129 万円 
 

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

・利用者の負担 489 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,550 万円 
 

予算: 9.6.2 体育施設管理費(一般会計)

 

体育施設の整備 2,169 万円

(担当: 生涯学習グループ)

老朽化しているトレーニングセンター屋根の修繕と総合体育館前トイレの修繕を行います。 学 

び また、雁田山のハイキングコース整備を行い、安全に快適に歩くことができるコースづくりを行い

ます。 

 

主な経費 
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ屋根の修繕  95９万円 

・総合体育館前トイレの修繕 1,000 万円 

・雁田山ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽの整備 200 万円 

・雁田山ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ入口看板の設置 10 万円 
 

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

・町の負担 (借金) 900 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,269 万円 

予算: 9.6.2 体育施設整備事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
４ 人権教育・啓発の推進 

 

差別のない明るい社会の推進  479 万円  人権教育の推進 102 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

差別のない明るい社会の実現に向けた取り組

みを、関係協議会とともに進めます。 

 

 あらゆる人権問題について意識を高めるため

の啓発や、正しい知識を持つための学習会を行

い、差別を許さないまちづくりを進めます。 

 主な経費 
主な経費 ・部落解放関係団体への補助 315 万円

・集会所などの管理の委託 30 万円

・集会所などの修繕 31 万円

・委員の報酬 24 万円

・その他の経費 79 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 479 万円

 

・講師への謝礼 97 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 10 万円

・町の負担 (一般財源) 92 万円

 

 

予算: 3.1.4 人権・同和政策費 (一般会計)

9.5.9 人権・同和教育費 (一般会計) 予算: 9.5.9 人権教育促進事業費 (一般会計)

   

人権フェスティバルの開催 44 万円  「人権の花」運動の実施 25 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

すべての町民が、同和問題をはじめとする人

権問題に正しい認識を持ち、一人ひとりの人権

が尊重されるまちづくりを実践していくことを

誓い合う場として開催します。 

学 

び 

 

■期日：１２月１日（土） 

■場所：北斎ホール 

 

主な経費 

・講師への謝礼 35 万円

・手話通訳への謝礼 2 万円

・会場看板・冊子 5 万円

・その他の経費 2 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 9 万円

・県の負担 35 万円

 

 長野地域人権啓発活動活性化事業として、今

年度は小布施町が「人権の花」運動を行います。

北信地域の小学校７校に花の種と人権標語入り

ﾌﾟﾗﾝﾀｰをお配りし、協力して花を栽培すること

で思いやりの気持ちを育てます。 

 

主な経費 

・花の種・培養土・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ・看板 18 万円

・記念品 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 25 万円

 

 

予算: 9.5.9 地域人権啓発活動活性化事業費 (一般会計) 予算: 9.5.9 地域人権啓発活動活性化事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
４ 人権教育・啓発の推進  ５ 文化・芸術活動の振興   

 

住宅新築資金などの返済 97 万円  男女共同参画社会づくり 59 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 総務グループ)

 男女共同参画社会推進委員会は、家庭・地域・

職場などあらゆる場面で男女がともにその能力

を発揮し、自分らしく暮らせる社会の実現を目

指して活動しています。 

啓発イベントの開催、ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の調和）の推進、女性の一層

の参画促進などに取り組みます。 

理由のない差別により、生活環境などの改善

が必要な地域の住宅改修のための資金を貸し出

していましたが、現在は新規の貸し付けを行っ

ていないため、返済事務のみを行っています。

 

主な経費 

・借入金の返済 84 万円
 ・その他の経費 13 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・貸付元利収入 97 万円

 

 

主な経費 
・男女共同参画社会推進委員の報酬 10 万円

・講演会講師への謝礼 35 万円

・視察研修の旅費 14 万円

・その他の経費 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 59 万円

 

予算: 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 予算: 2.1.10 男女共同参画社会づくり費 (一般会計)

   

町民ギャラリーの維持管理 131 万円  美術館・シャトルバスフリーパスの発行 12 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

学 

び 

各種団体・グループ活動の発表の場である町

民ギャラリーの維持管理を行います。 

 

主な経費 

・光熱水費 67 万円

・施設管理の委託 24 万円

・土地の借り上げ 20 万円

・施設の修繕 10 万円

・その他の経費 10 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・利用者の負担  15 万円

・町の負担 (一般財源) 116 万円

 

 町内にある町営、民営の美術館とシャトルバ

スを、年間を通して利用できるフリーパスを発

行します。 

 

主な経費 

・フリーパスの印刷 12 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 12 万円

 

予算: 9.5.11 町民ギャラリー管理費 (一般会計) 予算: 9.5.11 文化振興事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
５ 文化・芸術活動の振興  ６ 文化財の保護・継承と活用  

 

小布施音楽祭開催の補助 100 万円  巴錦の一軒一株運動 76 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

町民の皆さん自らが行う芸術文化活動である

小布施音楽祭の開催を支援します。感性豊かな

小布施の子どもを育てるため、小中学生には無

料チケットを配布します。 

 

主な経費 
・小布施音楽祭への補助 100 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 100 万円

 

 

北斎が描いた名菊「巴錦」を、保存会の皆さ

んの協力をいただきながら巴錦の株を町内のお

庭や花壇に植えていただく一軒一株運動を昨年

に引き続き推進します。 

 

主な経費                         
・巴錦育成指導謝礼・委託 など 56 万円

・巴錦展示用資材 15 万円

・その他の経費 5 万円

 

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

 

・町の負担 (一般財源) 76 万円

 

予算: 9.5.11 文化振興事業費 (一般会計) 予算: 9.5.11 文化振興事業費 (一般会計)

 

文化財の保護 307 万円

(担当: 生涯学習グループ)

町宝として指定した有形文化財、史跡等の保

護や標柱などの修繕、新たな文化財の調査を行

います。 

祭り屋台５基が町宝に！ 

 

おぶせﾐｭｰｼﾞｱﾑ・中島千波館の屋台庫に収蔵

されている５基の祭り屋台（中町・伊勢町・福

原・六川・横町）が平成 23 年 12 月 20 日に

町宝に指定されました。 

学 

び 

地元自治会に史跡の清掃を委託するほか、重

要文化財の維持管理に補助を行います。 

   

主な経費 
・審議会委員への報酬、調査協力の謝礼  25 万円

・臨時職員の賃金 96 万円

・調査・資料作成の委託 93 万円

・その他の経費 93 万円

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源)          307 万円

 

予算: 9.5.10 文化財保護費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

歴史民俗資料館の管理運営 192 万円  歴史民俗資料館 春秋の企画展の開催 21 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

小布施町の初代公民館長である林柳波を顕彰

するとともに、町ゆかりの重要な歴史民俗資料

の展示を中心とした館の運営を行います。 

 

 

学 

び 

主な経費 

・臨時職員の賃金 102 万円

・資料寄贈等の謝礼 10 万円

・植木手入れの委託 14 万円

・暖房器の設置 20 万円

・施設の修繕 10 万円

・光熱水費 7 万円

・その他の経費 29 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・歴史民俗資料館入館料 10 万円

・町の負担 (一般財源) 182 万円

 

子どもから大人まで楽しめる昔体験学習など

の企画展を春秋に開催します。期間中は林柳波

を唄うイベントを合わせて開催し、柳波の顕彰

に努めます。 

通常は土･日･祝日のみの開館ですが、企画展

期間中は毎日開館します。 

 

■春の企画展 

会期：4 月２0 日（金）～6 月 4 日（月） 

■秋の企画展 

会期：9 月 14 日（金）～ 

 

主な経費 
・体験学習など講師への謝礼 13 万円

・看板、パンフレット等の印刷 など 8 万円

================ 財源内訳 ============== 

・町の負担 (一般財源) 21 万円

 

 

予算: 9.5.5 歴史民俗資料館管理費 (一般会計) 

9.5.5 歴史民俗資料館整備事業費 (一般会計) 予算: 9.5.5 歴史民俗資料館企画展費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

高井鴻山記念館の管理運営 1,381 万円

学 

び 

  

(担当: 生涯学習グループ)

高井鴻山に関する学習の機会を充実するとと

もに、より多くの皆さんにご利用いただけるよ

う4月から９月まで開館時間を午後６時まで延

長します。 

 

主な経費 

・嘱託・臨時職員の賃金 785 万円

・パンフレットの印刷 など 182 万円

・光熱水費 80 万円

・土地の借り上げ 70 万円

・警備、植木手入れなどの委託 74 万円

・施設の修繕 40 万円

・その他の経費 150 万円

================ 財源内訳 ============== 

・高井鴻山記念館入館料  1,131 万円

・高井鴻山記念館冊子売上金 250 万円

 

  

予算: 9.5.6 高井鴻山記念館管理費 (一般会計)

～ 中学生以下のお子さんは無料です ～
 

高井鴻山記念館やおぶせミュージアム・中島

千波館など下記の施設は、中学生以下のお子さ

んは無料で入館できます。 

■北斎館  ■高井鴻山記念館 

■おぶせミュージアム・中島千波館 

■千曲川ハイウェイミュージアム 

■歴史民俗資料館  

■フローラルガーデンおぶせ 

 

「年間を通じて企画展をじっくり鑑賞した

い！」という方には、「美術館フリーパス」が

お勧めです。上記施設に下記の民間５施設を加

えた１１館に一年間入場でき、シャトルバスも

乗り放題です。ぜひお求めください。 

（大人 3,000 円、高校生 1,500 円） 

■日本のあかり博物館 

■古陶磁コレクション「了庵」 

■現代中国美術館 

■おぶせ藤岡牧夫美術館 

■岩松院 

 

高井鴻山記念館特別展などの開催 169 万円

(担当: 生涯学習グループ)

春と秋に、高井鴻山を顕彰する特別展や催しを、秋に高井鴻山席書大会を開催します。 

 

■春の企画展 

  会期：４月２0 日（金）～ 6 月５日（火） 

 

■秋の企画展 

  会期：未 定 

 

■高井鴻山席書大会  開催日：１０月２０日（土） 

「生涯学習・町民のつどい」の一環として、書道を通し 

て豊かな心を養うことを目的に、席書大会を開催します。 

 

主な経費 

・企画展チラシ、看板類の作成 67 万円 ・席書大会審査員への謝礼     1 万円 

・企画展広告料         13 万円  ・席書大会入選者への賞品     3 万円 

・企画費、作品借用の謝礼 など  31 万円 ・その他企画展にかかる経費   54 万円 

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

・高井鴻山記念館入館料                         169 万円 

予算: 9.5.6 高井鴻山記念館企画展費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

おぶせミュージアム・中島千波館の管理運営 3,749 万円

(担当: 生涯学習グループ)

平成４年に現代日本画家、中島千波画伯の作品を常設展示する美術館として開館した「おぶせミュ

ージアム・中島千波館」は、地域文化と密接な関わりのある貴重な文化財の保存活用と、日常生活に

やすらぎと感動を与えてくれる芸術文化に親しむ風土をつくることを目的に、地域や作家とともに歩

む、生きた美術館として運営をしています。 

より多くの皆さまにご利用いただけるよう、引き続き４月から９月まで開館時間を午後６時まで延

長します。 

 

主な経費 

・光熱水費 451 万円 ・警備業務などの委託 340 万円

・土地の借り上げ 885 万円 ・友の会への補助金 5 万円

・施設の修繕 50 万円 ・職員の人件費 473 万円

・臨時職員の賃金 671 万円 ・パンフレット等印刷 112 万円

・美術品の購入 532 万円 ・その他の経費 230 万円

 

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

 

・おぶせミュージアム入館料 など 1,105 万円

・町の負担 (基金からの繰入) 500 万円

・町の負担 (一般財源) 2,144 万円

予算： 9.5.7 おぶせミュージアム管理費 (一般会計)

 

収蔵庫の増築 3,940 万円

(担当: 生涯学習グループ)

平成 24 年度のおぶせミュージアム開館 20

周年に向け、中島画伯の作品を収蔵するために、

現在手狭となっている収蔵庫の増築を行いま

す。 

   

主な経費 

・収蔵庫の工事 など 3,940 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (基金からの繰入れ) 3,940 万円

 予算: 9.5.7おぶせミュージアム整備事業費 (一般会計)

 

学 

び 
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

おぶせミュージアム企画展などの開催 2,095 万円

(担当: 生涯学習グループ)

今年度も地元ゆかりの作家や注目の若手作家など、ジャンルを問わず、意欲あふれる作家たちの作

品を紹介していきます。開館 20 周年記念の特別展を開催します。 

また、町民の皆さんの学習の場として、作家によるギャラリートークやデッサンセミナー、ギャラ

リーコンサートなどの体験的事業を取り入れた企画展を開催します。 

 

■開館 20 周年記念 「水戸岡鋭治展」 

会期：５月 18 日(金)～6 月２6 日(火) 

鉄道デザイナーとして活躍する水戸岡鋭治氏 

の展覧会。小布施のシャトルバス「ろまん号」 

もデザインしていただきました。 

 

 

■「春山文典展」 

会期：6 月 29 日(金)～8 月 21 日(火) 

   小布施出身で現在、横浜美術大学長を務める 

  彫刻家の春山文典氏の個展。 

 

 

■「押元一敏展」 

会期：8 月 24 日(金)～１0 月 9 日(火) 

現在活躍している若手作家に注目する個展。 

 

 

■開館 20 周年記念「横浜美術館所蔵による中島千波・清之親子展」 

会期：１０月 12 日(金)～１２月 11 日(火) 

横浜美術館の協力をいただき、中島千波・清之親子による名作の競演を予定しています。 学 

び 

 

■おぶせミュージアムコレクション展」 

会期：１２月 14 日(金)～平成 25 年２月 13 日(水) 

中島千波画伯の父・清之氏をはじめ、小布施ゆかりの作家や北信濃ゆかりの作家などの収蔵品、

  をご紹介します。 

 

■東京藝術大学デザイン科描画系「ShinPA！! !！!！!」 

会期：平成 25 年２月 16 日(土)～５月中旬 

東京藝術大学大学院デザイン科出身の若手作家たちによるグループ展。 

 

主な経費 

 ・企画展チラシ、看板類の作成 743 万円 ・作品輸送費、謝礼 など 959 万円

 ・各種教室、ワークショップの開催 116 万円 ・その他の経費 277 万円

 

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

 

・おぶせミュージアム入館料 など 2,095 万円

 

予算: 9.5.7 おぶせミュージアム企画展費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

千曲川ハイウェイミュージアムの管理運営 1, 474 万円

(担当: 生涯学習グループ)

千曲川ハイウェイミュージアムは、町民の皆さんの憩いの場「小布施総合公園」の中核施設であり、

高速道・一般道からも利用可能な美術館です。 

より多くの皆さんにご利用いただけるよう、４月から９月までは開館時間を午後６時まで延長して

います。なお、中学生以下のお子さんは無料で入館いただけます。 

昨年、町民の方々から新しい活用方法についてご意見をいただきましたが、今年度中に民間事業者

を公募し、早ければ来年度（平成 25 年度）からの事業実施に向け、事業手法と事業者の選定を進め

ます。 

 

主な経費 
・光熱水費 360 万円 ・保守点検業務などの委託       163 万円 

・嘱託・臨時職員の人件費 682 万円 ・その他の経費                 222 万円 

・施設の修繕  47 万円  

 

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

 

・千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ入館料       8 万円 

・町の負担 (一般財源)            1,466 万円 

予算: 9.5.8 ハイウェイミュージアム管理費 (一般会計) 

 

千曲川ハイウェイミュージアム企画展の開催 492 万円

(担当: 生涯学習グループ)

親子で楽しめる企画展やワークショップを開催します。 
学 

び 

■｢昭和の懐かしの風景画・毛利フジオの世界展」  

会期：４月１４日（土）～７月 9 日（月） 

昭和３０年代の情景をリアルタッチで描いた作品約１００点を展示します。 

■「夏の企画展」               ■「秋の企画展」  

会期：７月１３日（金）～９月２４日（月）     会期：９月 ～１１月 

■「野鳥展」                 ■（新）小布施サイエンス教室（通年） 

会期：１１月 ～                 科学の楽しさに触れる教室を開きます。 

  

主な経費 
・企画展の展示・作品輸送委託 123 万円 ・企画展チラシ、看板類の作成   58 万円 

・作品借用、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの謝礼 など 136 万円 ・小布施ｻｲｴﾝｽ教室補助員賃金   29 万円 

・その他企画展にかかる経費 146 万円 

 

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

 

・千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ入館料     292 万円 

・千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ冊子売上代金   200 万円 

予算: 9.5.8 ハイウェイミュージアム企画展費 (一般会計)
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事業別予算説明

【Ⅴ 産業】　農業 商業 工業 観光 雇用 2億9,887 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 六次産業の推進 6次産業センターの管理運営 987万円 産業振興グループ 89

2 小布施ブランドの確立 小布施ブランド戦略事業 2,996万円 産業振興グループ 89

3 都市農村交流の促進 小布施六斎市の開催 726万円 産業振興グループ 90

都市農村交流事業 146万円 産業振興グループ 90

４ 持続的な小布施農業の 林業の振興 406万円 産業振興グループ 91

    振興　　　　  農業共済の促進 507万円 産業振興グループ 91

家庭菜園の充実など 24万円 産業振興グループ 91

農業会議の開催 64万円 産業振興グループ 91

農業再生協議会の事務と米の生産調整 195万円 産業振興グループ 92

新規就農者の支援 2,290万円 産業振興グループ 92

農作物の有害鳥獣駆除 559万円 産業振興グループ 93

有害鳥獣対策緩衝帯の整備 18万円 産業振興グループ 93

モンキードッグの管理・育成 20万円 産業振興グループ 93

農業委員会の運営 655万円 産業振興グループ 94

農業資金の利子補給など 169万円 産業振興グループ 94

認定農業者の育成 0円 産業振興グループ 94

ふるさと創造館の管理運営 275万円 産業振興グループ 95

縁結びの会（労働力補完システム）の運営 0円 産業振興グループ 95

土地改良事業 1,994万円 産業振興グループ 95

畜産の振興 54万円 産業振興グループ 95

５ 魅力ある商店街づくり 空き店舗活用に対する補助 160万円 産業振興グループ 96

６ 商工業の経営基盤の 商工会事業に対する補助など 1,232万円 産業振興グループ 96

    充実　            商工貯蓄共済融資利子の補助 50万円 産業振興グループ 96

県制度資金融資保証料の補助 300万円 産業振興グループ 96

町中小企業者等一般融資保証料等の補助 269万円 産業振興グループ 97

中小企業緊急雇用安定への助成 50万円 産業振興グループ 97

（新）住宅リフォーム等の促進 2,000万円 地域整備グループ 97

７ 観光情報の発信 東京小布施会の活動支援 99万円 産業振興グループ 97

観光案内、観光パンフレットの作成など 437万円 産業振興グループ 98

小布施文化観光協会などの活動支援 855万円 交流グループ 98

８ おもてなしと交流の カントリーウォークの開催 282万円 産業振興グループ 99

    観光産業の展開 森の駐車場の管理運営 265万円 産業振興グループ 100

松村駐車場の管理運営 448万円 産業振興グループ 100

北斎館周辺会議の充実 0円 交流グループ 100

シャトルバスの運行 890万円 産業振興グループ 100

広域観光の推進 56万円 産業振興グループ 101

観光施設の管理 399万円 産業振興グループ 101

民間国際交流の支援 12万円 交流グループ 101

行政改革グループ 99268万円
（新）いやしとつぶやきのゆるキャラ「おぶ
せくりちゃん」「おぶせまろんちゃん」



事業別予算説明

【Ⅴ 産業】　農業 商業 工業 観光 雇用

区　　分 事　業　名 担　当 ページ

８ おもてなしと交流の （新）物語ボックスの修繕 36万円 交流グループ 101

    観光産業の展開（続き）墨田区との交流 65万円 交流グループ 102

地域間交流の推進 65万円 交流グループ 102

各種交流事業のサポート 0円 交流グループ 103

９ 花のまちづくりの推進 フラワーセンターの管理運営 2,966万円 産業振興グループ 103

花のまちづくり事業（オープンガーデンの拡大） 159万円 地域整備グループ 104

花仲間ガーデニング大楽校の開催 98万円 地域整備グループ 104

フローラルガーデンおぶせの管理運営 1,831万円 産業振興グループ 105

沿道花壇の管理 882万円 地域整備グループ 105

地域の花づくりの推進 188万円 生涯学習グループ 105

10 勤労者福祉の充実 勤労者の支援 382万円 産業振興グループ 106

駅前駐輪場の管理 16万円 産業振興グループ 106

起業者の支援 3,042万円 産業振興グループ 106
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
１ 六次産業の推進  ２ 小布施ブランドの確立 

 

６次産業センターの管理運営 987 万円

(担当: 産業振興グループ)

町の基盤産業である農業の振興を図り、多様化する消費者ニーズに応じた農産物の産地化を進めま

す。新果樹のテスト販売や農家、企業等と連携を図り小布施ブランドにつなげる戦略を研究展開しま

す。 

 また、農産物や農産加工品、花苗などの販売、農村レストランなどの事業を指定管理者である小布

施町振興公社に委託し、誘客により町のにぎわいを創出します。 

 

主な経費 

・施設の管理委託    540 万円 

・土地の借り上げ 175 万円 

・火災保険料 ４万円 

・施設の修繕 268 万円 

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

 

・町の負担 (一般財源) 987 万円 

 

予算: 5.1.3 6 次産業センター管理運営費 (一般会計)

 

小布施ブランド戦略事業 2,996 万円

(担当: 産業振興グループ)

「小布施屋」の名で差別化されるブランド力を持つ農産物の拡大に力を入れ、他産地との差別化を

図り、ブラムリー、チェリーキッス（酸果桜桃）などを優秀な加工品として、町内のレストランやス

イーツ店などでフェアを開催し、ブランド化を推進します。 

また、振興公社との連携強化や、日本全国で農業による地域の活性化に取り組む農業生産法人など

との協働による農業振興を図り、力強い農業の確立に取り組みます。 

 

主な経費 

・嘱託職員等の人件費   228 万円 

・ブランドＰＲ等の旅費 351 万円 

・ブランド戦略事業の委託  1,729 万円 

・ブランド戦略用広告の印刷  273 万円 

・苗木購入の補助 85 万円 

・農業、農村紹介サイトの運営 66 万円 

・その他の経費 264 万円 

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

 

・販売所の使用料 20 万円 

・町の負担 (一般財源) 2,976 万円 

 

予算: 5.1.3  小布施ブランド戦略事業費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
３ 都市農村交流の促進  

 

小布施六斎市の開催 726 万円

(担当: 産業振興グループ)

町内で生産される農産物や商工業の特産、名産品を広く情報発信する場として、「小布施六斎市」を

開催します。 

 森の駐車場周辺街路をメイン会場に農業、商業、工業さらに文化イベントを融合し、各自治会所有

の神楽や獅子舞を披露し、大きなにぎわいや文化経済効果を産む「祭り」として開催します。 

 

■ 開催日：10 月 20・21 日 

■ 森の駐車場周辺街路 

主な経費 

・イベント出演者への謝礼    94 万円

・会場看板 など  105 万円

・広告料 66 万円

・会場設営費 など   461 万円

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

 

・物産展出展者の負担  22 万円

・町の負担 (一般財源)   704 万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算: 5.1.3 小布施六斎市事業費 (一般会計)

 

都市農村交流事業 146 万円

(担当: 産業振興グループ)

都会に住む皆さんとの交流を深め、にぎわいを創出し、活力あるまちづくりを推進するため、春（5

月）と秋（１１月）の年 2 回、北斎生誕の地である東京都墨田区の皆さんとの 1 泊 2 日の「農業体

験の旅」を開催します。 

春： 5 月１９日（土）、20 日（日）……農業体験（りんごの摘花） 

秋：１１月１０日（土）、１１日（日）……りんごなどの収穫体験 

主な経費 

・農家民泊の謝礼 38 万円 

・打ち合わせ旅費 15 万円 

・バスの借り上げ 42 万円 

・農家民泊施設改修への補助 5 万円 

・その他の経費 46 万円 

============= 財源内訳 ============ 

・参加者の負担 40 万円 

・町の負担 (一般財源) 106 万円 

予算: 5.1.3 都市農村交流事業費 (一般会計)
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業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進  

 

林業の振興 406 万円  農業共済の促進 507 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

日本各地で松枯れの被害をもたらしている松

くい虫（マツノマダラカミキリ）を駆除し、被

害拡大を防止します。また、杉などの間伐に対

して補助を行います。 

 

主な経費 

・松くい虫等駆除の委託 326 万円

・林業関係の負担金 9 万円

・間伐対策事業への補助 26 万円

・森林整備地域活動支援の負担金 8 万円

・その他の経費 37 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担金 184 万円

・町の負担 (一般財源) 222 万円

 

 農業共済は、自然災害によって農作物に被害

を受けたとき、農業経営を守るため共済金を支

払う保険です。 

家畜基幹診療センターの運営費、果樹共済の

掛金の一部を負担します。 

 

主な経費 

・果樹共済掛金の一部負担金 328 万円

・家畜診療センター運営費の負担金 179 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 507 万円

 

予算: 5.2.1 林業総務費 (一般会計) 予算: 5.1.7 農業共済費 (一般会計)

   

家庭菜園の充実など 24 万円  農業会議の開催 64 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

遊休荒廃農地の解消のため、家庭菜園を行う

方に農地をお貸しします。 

 

主な経費 

・土地耕起の委託 3 万円

・家庭菜園用地などの借り上げ 19 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・家庭菜園の利用者負担 14 万円

・町の負担 (一般財源) 10 万円

 

 農商工観連携による新たな地域農業の活性化

に向け、農業会議を開催します。 

 今年度は「もぎとり体験」を行い、農産物な

どのＰＲを実施します。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 42 万円

・新規就農パンフレットの作成印刷 17 万円

・楽園信州協議会負担金 4 万円

・その他経費 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 64 万円

 

予算: 5.1.3 農業振興費 (一般会計) 予算: 5.1.3 農業振興費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進   

 

農業再生協議会の事務と米の生産調整 195 万円

(担当:産業振興グループ)

国や県、町が策定した「生産数量目標」に即して主要農産物（米、麦、大豆など）の生産を行った

販売農家の皆さんに、生産に要する費用と販売価格との差額を交付金として支払うための事務を行い

ます。 

 

主な経費 

・臨時職員の賃金 108 万円 

・農業者戸別所得補償制度推進事務の補助 87 万円 

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

 

・県の負担 87 万円 

・町の負担 (一般財源) 108 万円 

 

予算:5.1.3 農業振興費 (一般会計)

 

新規就農者の支援 2,290 万円

(担当:産業振興グループ)

遊休農地の増加と農業従事者の高齢化が進む中、小布施町の農業の維持及び発展を図るため意欲あ

る新規就農者を支援します。今年度は、国の政策の中でも新規就農者支援が大きく位置づけられてお

り、全国的に新規就農者を確保しようとする動きが活発になることが想定されます。 

そこで、小布施町では昨年度の事業をさらに拡大し、「都市農村交流事業」、「若者会議」などとの事

業間の連携を強め、より意欲ある新規就農者を確保していきます。 

 

主な経費 

・生活費の支援  690 万円 

・住宅費の支援 240 万円 

・農業経営に係る経費の支援 317 万円 

・新規就農推進事業の委託   340 万円 

・その他の経費 703 万円 

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

 

・国の負担 450 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,840 万円 

 

予算:5.1.3 農業振興費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進   

 

農作物の有害鳥獣駆除 559 万円  有害鳥獣対策緩衝帯の整備 18 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

農作物に被害を与える鳥や猿、イノシシなど

を駆除します。 

 今年度は昨年度に引き続き、雁田山麓全域に

イノシシ、サル対策用の防除柵を設置します。

 

主な経費 

・有害鳥獣駆除推進協議会への補助 

108 万円

・猿、イノシシ駆除に対する報償費 

 116 万円

・イノシシ対策用波トタン、猿対策用電気柵 

               335 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 335 万円

・町の負担 (一般財源) 224 万円

 有害鳥獣による農作物などの被害を防ぐた

め、雁田山麓に緩衝帯を整備し野生動物が出に

くい環境を整備します。 

 

主な経費 

・緩衝帯ボランティア軍手 など 13 万円

・ボランティア保険 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 10 万円

・町の負担 (一般財源) 8 万円

 

予算: 5.1.3 有害鳥獣対策費 (一般会計) 予算: 5.1.3 有害鳥獣対策費 (一般会計)

 

モンキードッグの管理・育成 20 万円

(担当: 産業振興グループ)

雁田山麓に生息する猿による農作物への被害を防ぐため、猿を追い払うモンキードッグを育成しま

す。現在活躍中の 3 頭による巡回を行います。 

緩衝帯整備事業とあわせ、地域住民の皆さんとの協働で有害鳥獣対策に取り組みます。 

 

主な経費 
・飼主研修講師への謝礼 6 万円 

・疥癬病等の治療費代 13 万円 

・その他の経費 1 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 20 万円 

予算: 5.1.3 モンキードッグ育成事業費 (一般会計)

 

雁田山周辺で犬の散歩をされている方で、モンキードッグにご協力いただける

方を募集しています。訓練費用等は町が負担します。 
 

■問い合わせ・申し込み 役場 産業振興グループ  TEL 247-3111 
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進  

 

農業委員会の運営 655 万円

(担当: 産業振興グループ)

優良農地を守るため、農地法に基づいた農地の移動や転用の決定を行います。 

また、意欲ある農業者や新規就農者をはじめとする担い手への農地の集積、遊休荒廃農地の調査、

解消に取り組み、農地の有効利用促進を行います。 

 

主な経費 

・農業委員の報酬(15 人)  385 万円 

・臨時職員の賃金 113 万円 

・農地台帳システムの保守更新委託  101 万円 

・農業委員運営に関する図書の購入   16 万円 

・研修、会議出席に要する旅費   15 万円 

・須高地区農業委員会協議会の負担金  6 万円 

・その他の経費 19 万円 

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

 

・県の負担 196 万円 

・町の負担 (一般財源) 459 万円 

 

予算: 5.1.1  農業委員会運営費 (一般会計)

 

農業資金の利子補給など 169 万円  認定農業者の育成 0 円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

農業者が経営改善や生産性の向上、合理化を

目的として借り入れた資金に対し、利子への補

助を行います。また、農家実行組合の活動を支

援します。 

 

主な経費 
・農業近代化資金利子への補助 13 万円

・農業経営基盤強化資金利子への補助 58 万円

・認定農業者資金利子への補助 77 万円

・農家実行組合活動への補助 20 万円

・その他の経費 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 20 万円

・町の負担 (一般財源) 149 万円

 効率的で安定した農業経営を目指した「農業

経営改善計画」を作成し、町がその計画を認定

した農業者のことを「認定農業者」といいます。

認定農業者に農地の集積を進めるとともに、

低利の資金の融通（利子補給）、税制の特例等の

支援を行います。 

 

 

予算: 5.1.2 農業総務費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進  

 

ふるさと創造館の管理運営 275 万円  縁結びの会（労働力補完システム）の運営 0 円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

ふるさと創造館は、町民同士の交流の場とし

て、お菓子づくりやジュースしぼり、焼き物づ

くりなど、農村地域における生活文化の向上を

目指すための施設です。 

管理は小布施町振興公社が指定管理者制度に

より運営します。 

 

主な経費 
・施設用地の借り上げ 101 万円

・火災保険料 8 万円

・施設の修繕 52 万円

・施設管理の委託 114 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 275 万円

 季節により多くの労働力が必要となる農作業

に対応するため、必要とする農家へ安定的に労

働力を提供する制度です。 

運営は農業改良普及センター、ＪＡ、町が中

心となり、農家と非農家の縁結びや講習会など

の技術指導を行います。 

 

予算: 5.1.3 ふるさと創造館管理運営費 (一般会計)

   

土地改良事業 1,994 万円  畜産の振興 54 万円

(担当: 産業振興グループ)  (担当: 産業振興グループ)

土地改良区の運営費などを負担します、 

また、農免道路などを整備した際の借り入れ

に対する償還への補助を行います。 

 昨年度に引き続き農業生産基盤の整備のた

め、土地改良区とともに町内にある設備の保守

点検を行うストックマネジメント事業に取り組

みます。 

 

主な経費 
・農道等借入金償還補助金(農免道路他 16 路線)

   1,736 万円

・小布施土地改良区揚水機場効果算定 

 200 万円

・日滝原土地改良区負担金 47 万円

・その他の経費 11 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 1,994 万円

 畜産農家に対し牛の購入費の一部を補助し、

農業所得の向上と安定を図ります。 

家畜の堆肥は有機肥料として農地を豊かに

し、農業生産力のアップにも貢献しています。

 

主な経費 

・家畜導入に対する補助 36 万円

・須高家畜防疫協議会の負担金 14 万円

・北信食肉センターの負担金 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 54 万円

 

予算: 5.1.5 農地対策費 (一般会計) 予算: 5.1.3 農業振興費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
５ 魅力ある商店街づくり   ６ 商工業の経営基盤の充実 

 

空き店舗活用に対する補助 160 万円  商工会事業に対する補助など 1,232 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

高い企業理念をもつ会社や、その活動が社会

的に認知され、多くの消費者の信頼を得る企業

等を誘致して、これら企業に“小布施町をベー

スにした、新たな企業活動を展開”していただ

くことによって、町産業の活性化を図ります。

これら企業の活動の拠点として、空き店舗な

どを利用していただき、活力ある商店街づくり

を進めます。 

 

主な経費 
・空き店舗等の改修に対する補助 160 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 160 万円

 町の商工業発展のため、商工業が行う事業に

対して補助を行います。 

そのほか、商工業を振興するため、各種の施

策を進めます。 

 

主な経費 

・商工会一般事業への補助 100 万円

・商工会小規模事業指導への補助 350 万円

・くりんこ祭りへの補助 60 万円

・安市行事への補助 150 万円

・臨時職員の賃金 528 万円

・その他の経費 44 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 384 万円

・町の負担 (一般財源) 848 万円

 

予算: 6.1.2 空き店舗対策事業費 (一般会計)

   予算: 6.1.1 商工総務費 (一般会計) 

 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計)

   

商工貯蓄共済融資利子の補助 50 万円  県制度資金融資保証料の補助 300 万円

(担当: 産業振興グループ)  (担当: 産業振興グループ)

経営改善に必要な資金の借り入れを円滑に受

けられるよう、商工業者が商工会から受ける商

工貯蓄還元融資の利子を補助します。 

 

主な経費 

・商工貯蓄共済融資利子の補助 50 万円

 （融資残高の 2.4％） 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 50 万円

 

 商工業者が、経営の安定のため運用資金を金

融機関から借りる場合、長野県信用保証協会か

ら保証を受ける必要があります。その保証料を

補助します。 

 

主な経費 

・県制度資金融資保証料の補助 300 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・保証料の還付金 15 万円

・町の負担 (一般財源) 285 万円

 

 

予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計) 予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計)

 



 

- 97 - 

産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
６ 商工業の経営基盤の充実  ７ 観光情報の発信 

 

中小企業者等一般融資保証料等の補助  269 万円  中小企業緊急雇用安定への助成 50 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

経営の安定と発展のため、商工業者が金融機

関から受けた一般融資に対し保証料を補助しま

す。 

また、景気悪化による中小企業への緊急支援

として、融資を受けた中小企業の利子や保証料

に対し補助をします。 

 

主な経費 
・町中小企業者等一般融資保証の補助 5 万円

・町中小企業者等緊急支援利子の補助 222 万円

・町中小企業者等緊急支援融資保証の補助 42 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 269 万円

 

 景気悪化による中小企業への緊急支援とし

て、中小企業者がその雇用する労働者を一時的

に休業させた場合や教育訓練させた場合に支払

った経費に対し補助をします。 

 

主な経費 

・小企業緊急雇用安定助成への補助 50 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 50 万円

 

予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計) 予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計)

   

（新）住宅リフォーム等の促進 2000 万円  東京小布施会の活動支援 99 万円

(担当: 地域整備グループ)  (担当: 産業振興グループ)

町民が安心して暮らせる住環境の向上と地域

経済の活性化を図るため、町内施工業者により

行われる住宅リフォーム等の費用の一部を補助

します。 

申請の受付けは、6 月・8 月・10 月に期間

を定めて実施をします。 

 

主な経費 

・住宅リフォーム等への補助 2,000 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 2,000 万円

 

 東京近郊に住む小布施町出身の皆さんで組織

する「東京小布施会」は、ふるさとの発展を願

い、さまざまな活動を行っています。 

毎年１１月に総会を行い、会員の皆さんとの

交流、情報交換を行っています。ぜひご参加く

ださい。 

 

主な経費 

・東京小布施会総会の記念品・バス借上げ など 99 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 99 万円

 

予算: 7.5.1 住宅ﾘﾌｫｰﾑ等促進事業費 (一般会計) 予算: 6.1.3 観光振興費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
７ 観光情報の発信 

 

観光案内、観光パンフレットの作成など 437 万円

(担当: 産業振興グループ)

 観光パンフレットを作成し町の魅力を PR するとともに、訪れる人と交流をしながら「住む人には

潤いと魅力を感じる暮らし」「訪れる人には安らぎと安心感」を与えるまちづくりを進めます。 

 

主な経費 

・観光パンフレットの印刷    262 万円 

・広告宣伝 50 万円 

・木柱案内看板等の修繕 17 万円 

・観光案内看板土地の借り上げ 63 万円 

・その他の経費 45 万円 

 

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

 
 

・町の負担 (一般財源) 437 万円 

予算： 6.1.3 観光案内事業費 (一般会計)

 

小布施文化観光協会などの活動支援 855 万円

(担当:交流グループ)

小布施文化観光協会が行う事業や、その他の各種イベントに対し補助します。 

また、商工会が実施するキャンドルイベントに対し補助します。 

 

■小布施文化観光協会の事業 

観光案内、観光宣伝、ホ－ムペ－ジの維持管理、研修視察 など 

 

主な経費 

・長野電鉄小布施駅舎の借上 189 万円 

・講演会講師の謝礼 50 万円 

・小布施文化観光協会への補助 100 万円 

・小布施文化観光協会事務所設置への負担 333 万円 

・小布施文化観光協会事業への負担 168 万円 

・ファイヤーフェスティバルへの補助 15 万円 

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

 

・町の負担 (一般財源) 855 万円 

 

予算: 6.1.3 観光振興費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
７ 観光情報の発信  ８ おもてなしと交流の観光産業の展開 

 

（新）いやしとつぶやきのゆるキャラ「おぶせくりちゃん」「おぶせまろんちゃん」 268 万円

(担当: 行政改革グループ)

Twitter（ツイッター）で小布施をつぶやくゆるキャラ「おぶせくりちゃん」「おぶせまろんちゃん」

の着ぐるみを制作し、ゆるキャラファンとTwitterファンの相乗効果により、町の魅力を全国に発信

します。 

 

主な経費 

・ゆるキャラ着ぐるみ制作 84 万円 

・イベントガイドブックの作成 134 万円 

・その他の経費 50 万円 

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

 

・県の負担  134 万円 

・町の負担 (一般財源) 134 万円 

 

 

 

 

 

予算: 2.1.6 イベントＰＲ費(一般会計)

 

カントリーウォークの開催 282 万円

(担当: 産業振興グループ)

町内をゆっくり散策し地域の良さを再発見するとともに、町の内外から多くの参加者が集うふれあ

いの機会としてウォ－キングを開催します。ウォ－キングを小布施の新しい観光資源として、観光を

「見る観光」から「自然や文化、人と触れ合う交流観光」に変えていきます。今年 11 月にウォ－キ

ングサミット（仮称）を開催し、小布施町から全国に向けてウォ－キングの魅力を発信します。 
  

■花巡り健康ウォーク（西部） 

開催日：4 月 21 日（土） 

■深緑さわやかウォーク（東部） 

開催日：6 月 16 日（土） 

■秋の農村散策ウォーク（北部） 

開催日：9 月 22 日（土） 

 ■ウォ－キングサミット（町内） 

   開催日：11 月下旬 
 

主な経費 

・広告宣伝料 180 万円 

・その他の経費 102 万円 

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

・参加者の負担 120 万円 

・町の負担 (一般財源) 162 万円 

予算: 6.1.3 カントリーウォーク事業費 (一般会計)

 

おぶせまろんちゃん 

おぶせくりちゃん 
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開   

 

森の駐車場の管理運営 265 万円  松村駐車場の管理運営 448 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

交流の和を広げる空間としての要素を備え

た駐車場で、オープン 5 年目を迎えます。地元

農産物を中心とした販売所も備え、一帯をイベ

ント空間としても活用し、更なる交流の場を提

供します。 

 

主な経費 

・管理人の賃金 154 万円

・管理用品 など 71 万円

・警備の委託 9 万円

・その他の経費 31 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・森の駐車場使用料 265 万円

 行楽期の町内道路の渋滞解消などのため、駐

車場の利用促進と管理を行います。 

 

主な経費 

・土地の借り上げ 256 万円

・管理人の賃金 120 万円

・その他の経費 72 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・松村駐車場使用料 201 万円

・町の負担 (一般財源) 247 万円

 

予算: 6.1.3 森の駐車場管理費 (一般会計) 予算: 6.1.3 松村駐車場管理費 (一般会計)

   

北斎館周辺会議の充実 0 円  シャトルバスの運行 890 万円

(担当: 交流グループ) (担当: 産業振興グループ)

北斎館周辺には大勢の来町者が訪れていま

す。各商店がおもてなしの心で接することが大

切です。 

小布施町の理解や、交流の重要性を考え、共

通の認識を図るため、文化観光協会と連携し意

見交換会を開催します。 

 

 パーク＆ウォーク（自家用車は郊外の駐車場

に停め、町内は歩いて散策）を推進するため、

観光シーズンを中心に町内を周遊するシャトル

バスを運行します。 

 

主な経費 

・シャトルバス運行負担金 805 万円

・その他の経費 85 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・シャトルバス乗車賃 285 万円

・企業からの協賛金 60 万円

・シャトルバスシート広告料 6 万円

・町の負担 (一般財源) 539 万円

 

予算: 6.1.3 シャトルバス運行事業費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開 

 

広域観光の推進 56 万円  観光施設の管理 399 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

 観光の拠点を点から面へと広げるため、北信

地域の市町村や観光協会とともに観光 PR など

を行います。 

主な事業として、北信の市町村の美術館など

首都圏への PR や、県観光協会と連携した事業

に参加し、広域観光を展開します。 

 

主な経費 
・上信越ふるさと街道協議会負担金 1 万円

・信州まつもと空港利用促進協議会負担金 1 万円

・観光圏事業負担金 54 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 5 万円
 

 観光施設にある公衆トイレやふるさと交流セ

ンター、ガイドセンターの管理にかかる経費で

す。なお、ガイドセンターの運営は、ア・ラ小

布施に指定管理委託しています。 

 

主な経費 

・光熱水費 など 22 万円

・火災保険料 11 万円

・土地の借り上げ 115 万円

・北斎館トイレ管理負担金 229 万円

・その他経費 22 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・光熱水費負担金 18 万円

・町の負担 (一般財源) 381 万円

予算: 6.1.3 観光案内事業費 (一般会計) 予算: 6.1.3 観光施設等管理費 (一般会計)

   

民間国際交流の支援 12 万円  （新）物語ボックスの修繕 36 万円

(担当: 交流グループ) (担当: 交流グループ)

町内に住む外国籍の方々にとってより住みや

すいまちづくりや交流の場を考える「外国籍住

民ネットワーク」や、国際交流活動に取り組む

「小布施国際交流クラブ」などの活動を支援し、

国際交流を推進します。 

 

 

主な経費 

・国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ交付金 10 万円

・国際交流への謝礼 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 12 万円

 

 小布施に伝わる昔話

を紙芝居風にし、平成

13 年に町内 10 カ所

に設置した物語ボック

スは、町内外の多くの

方々に親しまれてきま

した。 

近年、老朽化が激し

く、皆さんにまた安心

して物語を楽しんでい

ただけるよう、修繕を

行います。 

    

主な経費 
・物語ボックスの修繕 36 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 36 万円

予算: 2.1.6 国際交流事業費 (一般会計) 予算: 2.１.6 地域間交流事業費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開 

 

墨田区との交流 65 万円

(担当: 交流グループ)

東京都墨田区と小布施町とは、北斎を通じたご縁で数々

の交流事業を行っています。 

春には伝統工芸の職人さんを小布施にお迎えして展示会

を行ったり、栗ガ丘小学校 6 年生が修学旅行で職人さんの

もとを訪ねたりして交流を深めています。また、東京スカ

イツリー開業や各種イベントにあわせて物産交流を行うな

ど、住民の皆さん同士の多面的な交流を連携の強化につな

げ、両地域の活性化を目指します。 

 

■すみだ伝統工芸技人展 

・期 日：5 月 3 日（木）～6 日（日） 

・会 場：おぶせミュージアム・中島千波館 木造館 

 

主な経費 

・伝統工芸技人展等の謝礼         22 万円 

・打合せ、物産交流などの旅費       30 万円 

・交流会、会場設営費など         13 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源)           65 万円 

予算: 2.1.6 地域間交流事業費 (一般会計)

 

地域間交流の推進 65 万円

(担当: 交流グループ)

人のつながりを大切に、被災地支援をきっ

かけにより親交の深まった岩手県大船渡市な

ど、全国の交流市町村との関係性を一層強く

していきます。 

地域間交流を通じて双方の認知度を上げ、

企業や団体のネットワークの拡大を図り、交

流産業の推進、文化交流の進展につなげてい

きます。 

 

主な経費 
・交流事業の旅費 54 万円 

・交流市町村・団体への謝礼 など 11 万円 

 

 

============= 財源内訳 ============= 

 

・町の負担 (一般財源) 65 万円 

予算: 2.1.6 地域間交流事業費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開  ９ 花のまちづくりの推進  

 

各種交流事業のサポート 0 円

(担当: 交流グループ)

「境内アート小布施」、「北信濃小布施映画祭 & 60 秒シネマコンペティション」、「おぶせ T シャ

ツ畑」など、町民の皆さんが中心となって、内外の関係者と協力しながら企画運営する交流事業をサ

ポートします。 

温もりのある手づくりアートや映像文化に直に触れる場、地域の方々と広く全国から集まるクリエ

イターの皆さんとの交流の場として、充実を図っていきます。更には、「現代の鴻山・北斎」とも言

うべき若きクリエイターの発掘につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラワーセンターの管理運営 2,966 万円

(担当: 産業振興グループ)

フラワーセンターは、花苗やプラグ苗の生産と販売を行っています。プラグ苗は、個人の人でも３

トレイから注文できますので、ご利用ください。 

 特に、トルコギキョウのプラグ苗の生産に力点をおいて、町内および近隣市町村の農家の皆さんの

花栽培の振興に向けた活動を進めています。 

 

主な経費 

・種、苗、土 など  500 万円 

・光熱水費 472 万円 

・嘱託職員・臨時職員の人件費 955 万円 

・土地の借上げ 155 万円 

・機械設備等の修繕 130 万円 

・その他の経費 754 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・花苗などの売上収入 2,966 万円 

 

 

予算: 5.1.4 フラワーセンター管理費 (一般会計)

  

境内アート小布施 おぶせ T シャツ畑 

2011 善光寺花回廊（信毎平成 23 年 5 月 3 日号）

善光寺門前通りをおぶせフラワーセンターで育て

た花苗が飾りました。 
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
９ 花のまちづくりの推進   

 

花のまちづくり事業（オープンガーデンの拡大） 159 万円

(担当: 地域整備グループ)

住民活動と行政の役割を明確にしながら、官民協働による花のまちづくり事業を推進します。 

平成１２年から始まった「おぶせオープンガーデン」は、全国で初めて民間と行政が一体となった

取り組みとして注目され、同様の取り組みが全国に広がっています。 

 町中心部から農村部への拡大を推進し、１２０軒（店舗、公共施設含む）の皆さんの参加を目指し

ます。花で溢れるまちづくりを進め、花を通じた交流の輪を広げます。 

 

主な経費 

・案内看板、マナ－看板    37 万円 

・オープンガーデンブックの作成 105 万円 

・日本花の会、英国王立園芸協会負担金 7 万円 

・その他の経費 10 万円 

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

 

・オープンガーデンブック売上収入 20 万円 

・町の負担 (一般財源) 139 万円 

 

 

予算: 6.1.3 花のまちづくり事業費 (一般会計)

 

花仲間ガーデニング大楽校の開催 98 万円

(担当: 地域整備グループ)

ガーデニングに関する知識を町民の皆さんに楽しく学んでいただきながら、ガーデニングのスキル

アップと花仲間の交流を目的に「花仲間ガーデニング大楽校」を開催します。 

カリキュラムは、植栽やハンギングバスケット、コンテナガーデン講習などの実習のほか、「視察 

研修」や「オープンガーデン見学交流会」など、魅力いっぱいの大楽校を開催します。 

友人、知人、花仲間の皆さんお誘いのうえ、ご参加ください。 

 

主な経費 

・講師への謝礼    35 万円 

・実習苑宿根草、肥料などの購入 63 万円 

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

 

・受講者の負担 23 万円 

・町の負担 (一般財源) 75 万円 

 

 

予算: 6.1.3 花のまちづくり事業費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
９ 花のまちづくりの推進   

 

フローラルガーデンおぶせの管理運営 1,831 万円

(担当: 産業振興グループ)

 花の公園として、また花の情報発信基地として、より親しまれる施設の運営を進めます。 

 また、開園 20 周年記念事業を実施します。 

地元の食材を使ったレストラン「ＯＢＵＳＥ花屋」は、農業・景観・食・観光を融合した新た

な小布施の魅力の場となるよう運営していきます。 

なお、施設の管理・運営は指定管理者（小布施町振興公社）が行います。 

 

主な経費 

・施設運営の委託    1,516 万円 

・20 周年記念事業費 187 万円 

・施設の修繕 100 万円 

・その他経費 28 万円 

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

 

・振興公社負担金 (振興公社の営業収益から)  722 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,109 万円 

 

 

 

予算: 5.1.3 フローラルガーデンおぶせ管理運営費 (一般会計)

 

 

沿道花壇の管理 882 万円  地域の花づくりの推進 188 万円

(担当: 地域整備グループ) (担当: 生涯学習グループ)

町民の皆さんの憩いの空間として、また来町

者の皆さんを花でもてなす空間として、町内の

沿道花壇の推持管理を行い、沿道の良好な景観

形成を図ります。 

また、地域の皆さんによる自主的な花壇づく

りを支援します。 

春には駅前から町中への道路沿いにボランテ

ィアの皆さんにより制作したハンギングバスケ

ットを設置します。 

 

主な経費 

・花壇管理・花苗生産の委託 831 万円

・その他の経費 51 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 882 万円

 

 各自治会で組織する花づくり推進委員会に

花の苗をお配りし、花による地域づくりを進め

ます。 

 

主な経費 

・花苗の購入 161 万円

・花づくり推進委員会への交付金 25 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 188 万円

 

予算: 7.5.1 沿道花壇管理費 (一般会計) 予算: 9.5.1 花づくり推進事業費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
10 勤労者福祉の充実   

 

 

勤労者の支援 382 万円  駅前駐輪場の管理 16 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

長野県労働金庫では、勤労者の皆さんへ生活

資金を有利な金利で貸し出しています。 

県労働金庫へ原資となるお金を預けるととも

に、その利子の一部を補助します。 

 

主な経費 

・長野県労働金庫への預託 300 万円

・生活資金融資利子の補助 5 万円

・町勤労者協議会への交付金 50 万円

・その他の経費 27 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・預託金の返還 300 万円

・町の負担 (一般財源) 82 万円

 

 駅前駐輪場を利用される皆さんが、気持ち良

く、便利に使っていただけるよう、清掃や修繕

を行います。 

 

主な経費 

・管理人の賃金 9 万円

・施設の修繕 など 4 万円

・放置自転車の処理 3 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 16 万円

 

予算: 6.1.4 勤労者対策費 (一般会計) 予算: 6.1.4 駅前駐輪場管理費 (一般会計)

  

起業者の支援 3,042 万円

(担当: 産業振興グループ)

 農業・商業・工業などで新たに事業を起こす

皆さんを支援します。 

 

主な経費 

・起業者支援預託金 3,000 万円

・融資保証料の補助 15 万円

・利子の補助 27 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・起業者支援貸付預託収入 3,000 万円

・町の負担 (一般財源) 42 万円

 

予算: 6.1.4 起業者支援事業費 (一般会計)



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



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 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



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 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  
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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 

 
●●●

（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)
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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 

 

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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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
10 安定給水、安全給水の確立 （水道事業会計） 

 

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 

- 119 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
10 安定給水、安全給水の確立 （水道事業会計） 

 

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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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
10 安定給水、安全給水の確立 （水道事業会計） 

 

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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【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
10 安定給水、安全給水の確立 （水道事業会計）  11 公共下水道の整備促進 （下水道事業特別会計） 

 

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 
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【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)
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【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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【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）  １3 河川、水路の整備 

 

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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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)

 

- 132 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
18 交通安全対策の強化 

 

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 
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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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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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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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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)

 

- 138 - 



【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)
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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 

 

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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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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(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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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)

- 145 - 



【Ⅵ 安全】 環境 景観 防災 防犯 基盤整備 行財政 
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)
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（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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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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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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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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【資料編】 

平成 24 年度一般会計当初予算の概要 

 

 

 
(1) 歳  入 

 

① 町  税 10 億 4,495 万円 [前年度比 △1,505 万円 (＋1.5％)] 

○ 「個人町民税」は、年少扶養控除の廃止等の税制改正等により前年度比 12％増の 4 億 4,604 万

円を見込みました。 

○ 「法人町民税」は、法人税割の伸びを見込み、前年度比 14％増の 3,908 万円を見込みました。 

○ 「固定資産税」は、3 年に一度の評価替えの年の減価などを考慮し、前年度比 6.2％減の 4 億 8,523

万円を見込みました。 

○ このほか、「軽自動車税」は前年度比 1.5％減の 2,871 万円、「町たばこ税」は前年度比 0.5％減

の 4,587 万円、「入湯税」は日帰りに係る入湯税を免除することにより 99.7％減の 2 万円を見込

みました。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

② 地方交付税 15 億 6,000 万円 [前年度比 ＋１,000 万円（＋0.6％）] 

○ 平成 24 年度の地方財政計画によると、地方税、地方交付税等を合わせた地方全体の一般財源の

総額は前年度比 0.2％の増となり、地方交付税は前年度比 0.5％の増、臨時財政対策債は 0.4％の

減、実質的な地方交付税は 0.2％の増となっています。 

○ 地方交付税の算定基礎となる町税の増要因と、事業費補正分の増額などを加味し、地方交付税と

臨時財政対策債を合わせた地方交付税相当額は、前年度同額の 17 億 9,000 万円、地方交付税単

体では 0.6%増の 15 億 6,000 万円を見込みました。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

③ 国・県支出金 4 億 7,718 万円 [前年度比 △6,755 万円 (△12.4％)] 

○ 「国庫支出金」は、子ども手当から子どものための手当への変更に伴う負担金の減などにより、

前年度比 19.7％減の 2 億 6,127 万円を見込みました。 

○ 「県支出金」は、中心市街地再生支援事業補助金の減などにより、前年度比 1.6％減の 2 億 1,591

万円を見込みました。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

④ 地方特例交付金 400 万円 [前年度比 △1,629 万円 (△80.3％)] 

○ 年少扶養控除の廃止等による地方増収分での措置により整理される部分があることから、前年度

比 80.3％減の 400 万円を見込みました。 
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平成 24 年度一般会計当初予算の概要 

 

⑤ 繰 入 金 2 億 450 万円 [前年度比 △1 億 1,012 万円 (△35％)] 

○ 財源不足を補うための「財政調整基金」の繰り入れ（1 億 6 千万円）や、おぶせミュージアム収

蔵庫増築等のための「芸術文化振興基金」の繰り入れ（4,242 万円）等で、文化体育館建設に係

る「教育文化芸術資金積立基金繰入金」のあった前年度に比べ 35％減となります。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

⑥ 町  債 3 億 5,540 万円 [前年度比 ＋3,890 万円 (＋12.3％)] 

○ 建設事業に対する町債は、道路、水路、消防設備、総合体育館前トイレ整備に伴うもので、全年

度比 63.9％増の 1 億 2,540 万円を見込みました。 

○ 地方交付税の財源不足を補う「臨時財政対策債」は、前年度比 4.2％減の 2 億 3,000 万円を見込

みました。 

 

個人町民税
42.7%

法人町民税
3.7%

その他
2.7%

固定資産税
46.4%

町たばこ税
4.4% 
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歳 入 

42億 8,600万円 
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平成 24 年度一般会計当初予算の概要 

 

 

 (2) 歳  出 

① 人 件 費 7 億 3,655 万円 [前年度比 ＋3,883 万円 (＋5.6％)] 

○ 新規採用による職員数の増や昇格、昇給による本給及び手当額が増加しています。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

② 扶 助 費 4 億 8,994 万円 [前年度比 △4,616 万円 (△8.6％)] 

○ 高校卒業までの福祉医療の拡大などは増加していますが、子どものための手当給付金の減（△

5,683 万円）により減額しています。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

③ 公 債 費 4 億 7,317 万円 [前年度比 △368 万円 (△0.8％)] 

○ これまでの先行的な施設整備により高い水準にあった公債費は、借入を制限してきたため 4 億円

台に減少しました。今後も基金などを活用しながら新たな借入の抑制に努め、公債費の軽減に取り

組みます。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

④ 普通建設事業費   3 億 1,569 万円 [前年度比 △1 億 6,955 万円 (△34.9％)] 

 ○ 道路舗装・改良事業（8,777 万円）や水路新設改良事業（6,884 万円）、おぶせミュージアム収

蔵庫の増築（3,940 万円）などであり、文化体育館の建設があった昨年度より減少しています。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

⑤ 物 件 費      9 億 8,557 万円 [前年度比 ＋4,536 万円 (＋4.8％)] 

○ 都市農村交流推進事業委託料（1,241 万円）、地域・観光情報発信ラジオ番組制作委託料（550

万円）、空中写真撮影作業委託料（400 万円）などにより増加しています。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

⑥ 補助費等           6 億 3,688 万円  [前年度比 ＋1,798 万円 (＋2.9％)] 

○ 須坂市へ委託している常備消防業務の運営負担金の増（＋1,788 万円）や、新規就農者支援補助

金の増（＋1,147 万円）などにより増加しています。 
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区 分 

平成 24 年度 

当初予算額（a） 構成比

平成 23 年度 

当初予算額（b） 構成比 

増減率

(a-b)/b

1 町税 10 億 4,495 万円 24.4% 10 億 2,990 万円 23.6% 1.5%

個人住民税 4 億 4,604 万円 10.4% 3 億 9,811 万円 9.1% 12.0%

法人住民税 3,908 万円 0.9% 3,428 万円 0.8% 14.0%

固定資産税 4 億 8,523 万円 11.3% 5 億 1,727 万円 11.8% △6.2%

軽自動車税 2,871 万円 0.7% 2,916 万円 0.7% 

 

  

△1.5%

町たばこ税 4,587 万円 1.1% 4,607 万円 1.1% △0.5%

 

入湯税 2 万円 0.0% 501 万円 0.1% △99.7%

2 地方譲与税 5,530 万円 1.3% 5,630 万円 1.3% △1.8%

3 利子割交付金 400 万円 0.1% 450 万円 0.1% △11.1%

4 配当割交付金 190 万円 0.0% 130 万円 0.0% 46.2%

5 株式等譲渡所得割交付金 40 万円 0.0% 60 万円 0.0% △33.3%

6 地方消費税交付金 9,770 万円 2.3% 9,840 万円 2.2% △0.7%

7 自動車取得税交付金 1,180 万円 0.3% 1,260 万円 0.3% △6.3%

8 地方特例交付金 400 万円 0.1% 2,029 万円 0.5% △80.3%

9 地方交付税 15 億 6,000 万円 36.5% 15 億 5,000 万円 35.5% 0.6%

10 交通安全対策特別交付金 160 万円 0.0% 160 万円 0.0% 0.0%

11 分担金及び負担金 8,079 万円 1.9% 7,572 万円 1.7% 6.7%

12 使用料及び手数料 8,324 万円 1.9% 8,457 万円 1.9% △1.6%

13 国庫支出金 2 億 6,127 万円 6.1% 3 億 2,520 万円 7.4% △19.7%

14 県支出金 2 億 1,591 万円 5.0% 2 億 1,953 万円 5.0% △1.6%

15 財産収入 6,751 万円 1.6% 4,053 万円 0.9% 66.6%

16 寄付金 205 万円 0.0% 611 万円 0.1% △66.5%

17 繰入金 2 億 450 万円 4.8% 3 億 1,462 万円 7.2% △35.0%

18 繰越金 3,500 万円 0.8% 3,500 万円 0.8% 0.0%

19 諸収入 1 億 9,868 万円 4.6% 1 億 8,873 万円 4.3% 5.3%

20 町債 3 億 5,540 万円 8.3% 3 億 1,650 万円 7.2% 12.3%

臨時財政対策債 2 億 3,000 万円 5.4% 2 億 4,000 万円 5.5% △4.2%
 

その他 1 億 2,540 万円 2.9% 7,650 万円 1.7% 63.9%

合計 42 億 8,600 万円 100.0% 43 億 8,200 万円 100.0% △2.2%

平成 24 年度一般会計歳入予算 
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平成 24 年度一般会計歳出予算（性質別）  
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歳 出 

42 億 8,600 万円 
 

 

 

 

 

 
■ 義務的経費 

■ 投資的経費 

□ その他の経費 

 

 

 

 

 

 

 

  
区 分 

平成 24 年度 

当初予算額（a） 構成比

平成 23 年度 

当初予算額（b） 構成比 

増減率

(a-b)/b

義務的経費 16 億 9,966 万円 39.6% 17 億 1,067 万円 39.0% △0.6%

1 人件費 7 億 3,655 万円 17.2% 6 億 9,772 万円 15.9% 5.6%

2 扶助費 4 億 8,994 万円 11.4% 5 億 3,610 万円 12.2% 
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△8.6% 

3 公債費 4 億 7,317 万円 11.0% 4 億 7,685 万円 10.9% △0.8%

投資的経費 3 億 1,569 万円 7.4% 4 億 8,524 万円 11.1% △34.9%

4 普通建設事業費 3 億 1,569 万円 7.4% 4 億 8,524 万円 11.1% △34.9%
 

5 災害復旧事業費   

その他の経費 22 億 7,065 万円 53.0% 21 億 8,609 万円 49.9% 3.9%

6 物件費 9 億 8,557 万円 23.0% 9 億 4,021 万円 21.4% 4.8%

7 維持補修費 4,124 万円 1.0% 2,762 万円 0.6% 43.9%

8 補助費等 6 億 3,688 万円 14.9% 6 億 1,890 万円 14.1% 2.9%

9 積立金 31 万円 0.0% 82 万円 0.0% △62.4%

10 投資・出資金、貸付金 3,300 万円 0.8% 3,300 万円 0.8% 0.0%

11 繰出金 5 億 5,245 万円 12.9% 5 億 3,698 万円 12.3% 2.9%

 

12 予備費 2,120 万円 0.5% 2,856 万円 0.7% △25.8%

合計 42 億 8,600 万円 100.0% 43 億 8,200 万円 100.0% △2.2%
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平成 24 年度一般会計歳出予算（目的別）  
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歳 出 

42 億 8,600 万円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
区 分 

平成 24 年度 

当初予算額（a） 構成比

平成 23 年度 

当初予算額（b） 構成比 

増減率

(a-b)/b

1 議会費 8,014 万円 1.9% 8,933 万円 2.0% △10.3%

2 総務費 5 億 2,254 万円 12.2% 4 億 5,132 万円 10.3% 15.8%

3 民生費 11 億 7,172 万円 27.2% 11 億 9,266 万円 27.1% △1.8%

4 衛生費 2 億 9,428 万円 6.9% 2 億 9,629 万円 6.8% △0.7%

5 農林水産業費 2 億 6,039 万円 6.1% 2 億 3,267 万円 5.3% 11.9%

6 商工費 1 億 651 万円 2.5% 1 億 550 万円 2.4% 1.0%

7 土木費 5 億 8,124 万円 13.6% 5 億 2,416 万円 12.0% 10.9%

8 消防費 2 億 1,468 万円 5.0% 1 億 8,676 万円 4.3% 15.0%

9 教育費 5 億 6,008 万円 13.1% 7 億 9,785 万円 18.2% △29.8%
資
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10 公債費 4 億 7,322 万円 11.0% 4 億 7,690 万円 10.9% △0.8%

11 予備費 2,120 万円 0.5% 2,856 万円 0.7% △25.8%

合計 42 億 8,600 万円 100.0% 43 億 8,200 万円 100.0% △2.2%
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歳入科目などの解説 

 

 

1. 町  税（地方税法） 

町に直接納めていただく税金です。 

（1）町 民 税 … 行政経費を多くの皆さんに負担していただき、その負担を通じて町政に参画して

いただくことを目的としたもので、個人分（均等割、所得割）と法人分（均等割、法人税割）

があります。町民税と県民税（県に納めていただく税金）を合わせて住民税といいます。 

（2）固定資産税 … 所有している不動産の価値に応じて納めていただくもので、町民税とともに町

税収入の大きな柱となっています。 

（3）軽自動車税 … 原動機付自転車、軽自動車など所有している皆さんに納めていただくもので、

ご利用いただいている道路の維持のためなどに使われます。 

（4）町たばこ税 … たばこの製造者･卸売業者が、町内の小売業者に卸したたばこの本数に応じて

納めていだだきます。 

（5）入 湯 税 … 鉱泉浴場（温泉）に入る方に納めていただくもので、町に代わって温泉の経営者

の方に徴収してもらい納めていただきます。環境衛生や観光のために使われます。 

 

2. 地方譲与税（地方揮発油譲与税法、自動車重量譲与税法） 

皆さんが国に納めた税金のうちから、特別の理由により町が譲り受けるものです。 

（1）地方揮発油譲与税 … ガソリンなどの購入時に皆さんが国に納めた地方道路税の一部を譲り受

けるものです。 

（2）自動車重量譲与税 … 皆さんが国に納めた自動車重量税の一部を譲り受けるものです。 

 

3. 利子割交付金（地方税法 71 条の 26） 

預金利子などの収入があったときに納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。 

 

4. 配当割交付金 

株式の配当所得があった方に納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。 

 

5. 株式等譲渡所得割交付金 

株式などの譲渡所得があった方に納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。 

 

6. 地方消費税交付金（地方税法第 72 条の 77 など） 

５％の消費税のうち、地方分の 1％（国は 4％）の一部を譲り受けるものです。 

 

7. 自動車取得税交付金（地方税法第 699 条の 32 など） 

皆さんが自動車を取得したときに納めていただく県税の一部を譲り受けるものです。 

 

8. 地方特例交付金（地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律） 

所得税で控除しきれない住宅借入金等税額控除分を住民税から控除することによる町の減収分を

補てんする交付金が交付されます。 資
料
編 
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【資料編】 

歳入科目などの解説 

 

 

9. 地方交付税（地方交付税法） 

町民の皆さんに一定のサービスを提供するため、国から交付されるものです。 

町が、町民の皆さんに一定のサービスを安定的に提供していくために必要な経費は、町に納めて

いただいている町税や施設の使用料や手数料だけでは賄いきれません。これは全国のほとんどの市

町村でも同じ状況で、国は“地方交付税”という形で必要経費の不足分を賄うことが法律で決めら

れています。 

この“地方交付税”は独特の方法で計算され、毎年町に交付されます。 

【地方交付税の計算の考え方】 

 
地方交付税の額

（経費の不足分）

資
料
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 皆さんに一定のサービスを提供

する 

町の計算上の税収入額の 75％

（基準財政収入額）
＝ － 

 

10. 交通安全対策特別交付金（交通安全対策特別交付金等に関する政令） 

交通反則金が町に交付されるもので、交通安全施設の設置費などに充てられます。 

 

11. 分担金及び負担金（地方自治法第 224 条） 

町が提供する特定のサービスを受ける方に納めていただくものです。保育料負担金、高齢者施設

入所負担金など 

 

12. 使用料及び手数料（地方自治法第 225 条及び 227 条） 

（1）使用料 … 公営住宅使用料、体育館使用料など 

（2）手数料 … 住民票謄抄本交付手数料など 

 

13. 国庫支出金（地方財政法 10 条） 

町が提供する特定のサービスにかかる経費の一部が国から交付されるものです。子どものための

手当負担金、障害者自立支援給付費負担金など 

 

14. 県支出金 

町が提供する特定のサービスにかかる経費の一部が県から交付されるものです。国民健康保険基

盤安定負担金、福祉医療費給付事業補助金、県民税取扱事務費委託金など 

 

15. 財産収入（地方自治法第 237 条） 

町が所有している土地などの貸付けや売却などによる収入です。貸地料、基金利子など 

 

16. 寄 付 金 

使い道を特定しないでいただく一般寄付金と、使い道を特定していただく指定寄付金とにわかれ

ます。 

 

17. 繰 入 金 

特別会計や基金から入ってくるお金のことです。財政調整基金繰入金など 
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【資料編】 

歳入科目などの解説 

 

 

18. 繰 越 金（地方自治法第 233 条の 2） 

昨年度の余ったお金を今年の財源として繰り越したものです。前年度繰越金。 

 

19. 諸 収 入 

他の収入科目に含まれない収入のことです。諸税延滞金、預金利子、貸付金の回収金など 

 

20. 町  債（地方財政法第 5 条など） 

特別の事業に対して多額の資金が必要なときに町が行う借金のことです。いわゆる赤字借金は原

則として認められません。 

 

 

 「一般財源」 と 「特定財源」  

町税や地方交付税など、使い道が決められておらず、自由に使うことができるお金を「一般財源」

といい、分担金・負担金や国・県の支出金、建設事業のための町債（借金）など、使い道が決めら

れているお金を「特定財源」といいます。 

 

 「自主財源」 と 「依存財源」  

町税や使用料・手数料など、町が自ら収納するお金を「自主財源」といい、地方交付税、国・県

支出金、町債など、収入にあたって国などが関わるお金を「依存財源」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
資
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【資料編】 

性質別歳出区分の解説 

  

 

1. 人 件 費（義務的経費） 

町長の給料、議員の報酬、職員の給料、職員手当、共済費などの経費です。（臨時職員に支払う賃

金は含まれません） 

 

2. 扶 助 費（義務的経費） 

生活にお困りの方、障害をお持ちの方の生活の維持に役立ててもらうための経費です。福祉医療

費給付金、施設入所措置費、子どものための手当給付金など 

 

3. 公 債 費（義務的経費） 

借金の返済や利子の支払いに要する経費です。 

 

4. 普通建設事業費（投資的経費） 

道路や学校などの施設の建設に要する経費です。 

 

5. 物 件 費 

臨時職員の賃金、旅費、消耗品費、光熱水費、郵送料、委託料、使用料、備品購入などの経費で

す。 

 

6. 維持補修費 

町が管理する施設や備品の維持修繕に要する経費です。 

 

7. 補助費等 

特定の事業に対して負担や補助をするための経費です。 

 

8. 積 立 金 

お金が足りなくなった時や特定の目的のために使うお金を積み立てておくための経費です。財政

調整基金積立金、社会福祉基金積立金など 

 

9. 投資及び出資金、貸付金 

皆さんへのサービスにつながる財団や民間企業などへの出資や資金の貸付けに要する経費です。

起業者支援預託金、労働金庫預託金など 

 

10. 繰 出 金 

特別会計や、貸付など運用を目的とした基金へ繰り出すお金です。介護保険特別会計繰出金、下

水道事業特別会計繰出金など 

 

 

 

 
資
料
編 
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【資料編】 

目的別歳出区分（款
かん

）の解説 

 

 

1 款 議会費 

議会の活動に要する経費です。議員の報酬及び費用弁償、委員会の運営、議事録の作成のための

経費など 

 

2 款 総務費 

全般的な管理事務や他の款に区分できない経費です。庁舎の管理費や企画調整事務、戸籍事務、

徴税、選挙、統計調査、防災、防犯のための経費など 

 

3 款 民生費 

皆さんの一定水準の生活と安定した社会生活の保障に要する経費です。高齢者の方への生活支援、

保育園の運営、子どものための手当の支給、障害者の方への支援、民生児童委員の活動のための経

費など 

 

4 款 衛生費 

皆さんに健康で衛生的な生活環境を提供するための経費です。各種健康診査、子どもと高齢者の

予防接種、環境政策、ごみ収集、し尿処理、生活灯の設置のための経費など 

 

5 款 農林水産業費 

農業の振興に要する経費です。農業委員会の運営、ブランド戦略の推進、果樹園芸の振興のため

の経費など 

 

6 款 商工費 

商工業の振興や観光事業に要する経費です。商工会が行う事業に対する補助、商店街の活性化、

町営駐車場の管理運営、観光パンフレットの作成のための経費など 

 

7 款 土木費 

土木事業に要する経費です。道路・水路の維持管理、安全な交通環境の維持、良好な都市景観の

推進、町営住宅の維持管理のための経費など 

 

8 款 消防費 

消防業務に要する経費です。須坂市消防署小布施分署の運営、消防団の運営、女性防災クラブの

運営のための経費など 

 

9 款 教育費 

教育事業に要する経費です。教育委員会の運営、幼稚園・小・中学校の運営、体育施設の維持管

理、美術館の運営、公民館活動のための経費など 

 

10 款 公債費 

町債（借金）の償還（返済）に要する経費です。 資
料
編 

 

11 款 予備費 

災害など不測の事態に備えて確保しておくものです。 
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【資料編】 

主な施設の維持管理経費の状況 (平成 24 年度予算) 

 

町が管理する主な施設の維持管理経費は、次のようになっています。 

イベント・企画展の開催経費や施設の大規模な改修費、建設時の町債(借金)の返済額などを除いた、

日常的な維持管理に係る経費を表しています。 

(単位：万円) 

施設維持管理経費 
施  設  名 

給与賃金 委 託 費 光熱水費 修繕工事費 そ の 他 計 

[参 考]

使用料等収入

生活支援ハウス   490 262 752 242

老人福祉センター  11 62 25 68 166 

わかば・つすみ保育園 13,670 1,203 604 70 2,944 18,491 6,569

エンゼルランドセンター 1,345 21 107 10 118 1,601 7

保健センター  6 役場庁舎に含む 5 9 20 

地域活動支援センター  425 10 435 

千年樹の里 健康福祉センター  167 509 26 493 1,195 107

栗ガ丘幼稚園 4,083 30 186 29 438 4,766 1,327

栗ガ丘小学校 316 277 728 178 2,007 3,506  

小布施中学校 454 358 908 110 1,835 3,665 

学校給食センター 1,955 381 1,080 218 722 4,356 

公 民 館 694  1 役場庁舎に含む 3 87 785 50

北斎ホール 138 160 58 50 55 461 100

図 書 館 2,241 295 291 5 1,224 4,056 55

体育館・グラウンド・テニスコート  168 449 284 1,138 2,039 493

歴史民俗資料館 102 14 9 10 37 172 10

高井鴻山記念館 785 74 80 41 402 1,382 1,382

おぶせミュージアム・中島千波館 1,144 340 451 50 1,764 3,749 2,700

千曲川ハイウェイミュージアム 682 162 482 47 101 1,474 500

町民ギャラリー  24 66 10 31 131 15

フラワーセンター 955 62 472 130 1,347 2,966 2,966

フローラルガーデン  1,616 100 115 1,831 

６次産業センター  540 268 179 987 

ふるさと創造館  114 53 108 275 

町営駐車場 274 57 47  6 329 713 518

総合公園 923 327 394 123 257 2,024 163資
料
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千曲川河川公園  231 13 11 94 349 

役場庁舎  408 905 200 148 1,661 
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【資料編】 

町が支出する補助金・交付金の一覧 (平成 24 年度予算) 

 

地域の活性化や産業の振興、福祉の向上などのため、次のような補助金・交付金を支出します。 

 

（0.1 万円＝千円） 

地域福祉の基盤づくり  子ども・青少年の育つ環境の整備 

社会福祉協議会運営補助金 300.0 万円  青少年育成自主活動事業補助金 30.0 万円

  子供会安全会会費 15.0 万円

介護サービスの充実   

学校教育の充実 社会福祉法人等減免補助金 9.0 万円  

  就学援助費補助金 (小学校) 200.2 万円

高齢者の社会参加と生きがいづくり  特別支援教育就学奨励費補助金(小学校) 42.6 万円

老人クラブ事業育成補助金 149.6 万円  課外活動の交付金など (小学校) 59.0 万円

  児童交通災害共済会費(小学校) 13.0 万円

ノーマライゼーション社会の構築  選手派遣補助金 (中学校) 50.0 万円

就学援助費補助金 (中学校) 149.4 万円身体障害者用自動車改造助成事業補助金 10.0 万円  

特別支援教育就学奨励費補助金(中学校) 35.3 万円障害者自立支援対策特別対策事業補助金 255.0 万円  

生徒交通災害共済会費(中学校) 6.8 万円  

介護保険制度の円滑な運営（介護保険特別会計）  課外活動の交付金など(中学校) 26.0 万円

制服購入補助金（中学校） 130.0 万円高齢者スポーツ大会補助金 12.0 万円  

   

社会保障制度の充実  特色ある教育の推進 

インターンシップ活動交付金 100.0 万円民生委員会長活動費交付金 1.2 万円  

 民生委員活動費交付金 99.0 万円  

生涯学習活動の推進 民生委員協議会費 9.6 万円  

社会教育関係団体補助金 45.0 万円行政相談委員活動助成金 1.5 万円  

公民館分館活動補助金 80.0 万円  

子どもの健やかな成長支援  操作技術員交付金 9.6 万円

 不妊治療費補助金 30.0 万円  

生涯スポーツの振興 妊婦健康診査費補助金 34.0 万円  

体育協会補助金 100.0 万円  

生涯を通じた健康の保持・増進  スポーツ少年団補助金 15.0 万円

少年硬式野球連盟補助金 10.0 万円保健福祉委員会交付金 87.0 万円  

早起き野球連盟補助金 5.0 万円  

食育の推進  全国スポーツ大会出場補助金 30.0 万円

 食生活改善推進協議会補助金 2.5 万円  

人権教育・啓発の推進 須高食品衛生協会交付金 1.0 万円  

部落解放同盟小布施町協議会補助金 300.0 万円  

予防・衛生の充実  部落解放同盟須高地区協議会補助金 15.6 万円

人権擁護委員活動助成金 3.0 万円人間ドック健診補助金 45.0 万円  

部落解放・人権政策確立要求小布施町実行委員会活動交付金 10.0 万円インフルエンザ対策予防接種費補助金 466.5 万円  

   資
料
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文化・芸術活動の振興 地域医療体制の整備  

小布施音楽祭補助金 100.0 万円包括的医療資源安定確保支援事業補助金 2,000.0 万円  

   

子育て支援サービスの充実  文化財の保護・継承と活用 

重文薬師堂維持管理交付金 10.0 万円ファミサポ利用助成金 6.0 万円  
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【資料編】 

町が支出する補助金・交付金の一覧 (平成 24 年度予算) 

 

（0.1 万円＝千円） 

文化施設・環境の整備充実 花のまちの協働体制の整備 

友の会補助金(高井鴻山記念館) 5.0 万円 花づくり推進委員会交付金 25.2 万円

友の会補助金(おぶせミュージアム) 5.0 万円  

勤労者福祉の充実  

小布施ブランドの確立 町勤労者協議会交付金 50.0 万円

苗木購入補助金 75.0 万円 勤労者生活資金融資利子補給金 5.4 万円

 町起業支援資金融資保証料補給金 15.0 万円

都市農村交流の促進 町起業支援資金融資利子補給金 27.0 万円

農家民泊施設改修補助金 5.0 万円  

通過交通、観光交通の適正な誘導  

持続的な小布施農業の振興 鉄道軌道輸送対策事業費補助金  529.0 万円

 新規就農者支援補助金 1,897.2 万円

ごみの適正処理の推進 農家実行組合活動交付金 19.7 万円

農業近代化資金等利子補給金 13.1 万円 ごみ減量化推進事業補助金 22.0 万円

農業経営基盤強化資金利子補給金  58.6 万円  

環境美化の推進 町認定農業者資金利子補給金 77.3 万円

農業者戸別所得補償制度推進事務費補助金 86.7 万円 環境美化委員会活動交付金  36.0 万円

農道等借入補助金 1,735.7 万円 犬猫避妊去勢手術助成金 13.0 万円

家畜導入補助金 36.0 万円  

安定給水・安全給水の確立（水道事業会計） 間伐対策事業補助金 26.4 万円

 国有財産等所在市町村交付金 0.2 万円

魅力ある商店街づくり  

河川、水路の整備 空き店舗活用事業補助金 160.0 万円

 深沢川維持管理組合交付金 15.0 万円

商工業の経営基盤の充実  

防災対策の推進と意識の高揚 商工会一般事業補助金 100.0 万円

商工会小規模事業指導費補助金 350.0 万円 自主防災組織交付金 18.6 万円

県制度資金融資保証料補給金 300.0 万円 耐震補強工事補助金 1,480.0 万円

町中小企業者等一般融資保証料補給金 5.0 万円  

消防体制の強化充実 商工貯蓄共済融資利子補給金 50.0 万円

町中小企業者等緊急支援利子補給金 222.0 万円 分団運営交付金  36.9 万円

町中小企業者等緊急支援融資保証料補給金 42.0 万円 県大会参加交付金 10.0 万円

くりんこ祭り実行補助金 60.0 万円 消防団幹部研修視察交付金 10.0 万円

安市行事補助金 150.0 万円 女性防災クラブ運営交付金 50.0 万円

中小企業緊急雇用安定助成事業補助金 50.0 万円  

防犯体制の強化 中小企業退職金共済加入奨励補助金 19.2 万円

住宅リフォーム等補助金 2,000.0 万円 町防犯指導員会交付金 14.4 万円
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観光情報の発信 交通安全対策の強化 

小布施文化観光協会補助金 100.0 万円 町交通安全協会補助金 10.0 万円

ファイヤーフェスティバル小布施実行補助金  15.0 万円 交通災害共済推進交付金 27.3 万円

 交通災害共済掛金給付金 34.0 万円
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【資料編】 

町が支出する補助金・交付金の一覧 (平成 24 年度予算) 

 

（0.1 万円＝千円） 

消費者の自立支援の充実  

消費者の会活動交付金 6.8 万円  

  

景観整備の推進  

 まちづくり事業補助金 164.0 万円

  

町政への直接参加システムの構築  

まちづくり委員会活動交付金 100.0 万円  

  

住民自治活動との連携  

地域づくり活動事業補助金 450.0 万円  

行政事務等推進交付金 162.5 万円  

  

まちづくり活動との連携  

まちづくり活動事業補助金 600.0 万円  

  

国際交流、国際教育の充実  

ワークボランティアキャンプ事業運営交付金 10.0 万円  

  

人事管理の充実  

職員互助会交付金 10.0 万円  

職員福利厚生交付金 21.0 万円  
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【資料編】 

町が支出する負担金等の一覧 (平成 24 年度予算) 

 

法律に基づく事業や町が参加している団体、職員研修などに、次のような負担金等を支出します。 

                                      （0.1 万円＝千円） 

介護サービスの充実 地域医療体制の整備 

長野広域連合負担金(高齢者福祉施設) 46.8 万円 長野広域連合負担金(広域病院) 7.4 万円

小布施土地改良区畑かん負担金(老人福祉センター) 0.5 万円 須高行政事務組合負担金(休日診療所)  103.0 万円

研修会等負担金 1.0 万円 病院群輪番制病院運営事業負担金 16.0 万円

 須高包括医療推進協議会負担金 11.5 万円

高齢者の社会参加と生きがいづくり 長野精神保健協議会負担金 2.1 万円

須高広域シルバー人材センター等負担金 276.8 万円 精神保健事業負担金 3.5 万円

 後期高齢者医療広域連合負担金 1 億 134.2 万円

障害者の自立支援 須高地区在宅医療福祉推進協議会負担金 62.5 万円

身体障害者スポーツ大会参加負担金 3.0 万円 研修会等負担金 3.4 万円

障害者自立支援負担金 50.9 万円 北信総合病院再構築事業負担金 1,340.0 万円

 自立支援協議会負担金 15.5 万円

生涯を通じた健康の保持・増進  

介護保険制度の円滑な運営（介護保険特別会計） 心の健康づくり事業研修会負担金 1.6 万円

特別徴収経由機関業務負担金 3.2 万円  

国民健康保険の充実（国民健康保険特別会計） 長野広域連合負担金(介護認定)  355.6 万円

居宅介護サービス給付費 2 億 7,982.1 万円 地域医療推進協議会負担金 0.7 万円

地域密着型介護サービス給付費 9,460.3 万円 研修会等出席者負担金 2.0 万円

施設介護サービス給付費 2 億 7,025.9 万円 県国保団体連合会負担金 62.2 万円

居宅介護福祉用具購入費 101.1 万円 療養給付費 6 億 9,502.9 万円

居宅介護住宅改修費 245.7 万円 療養費 1,083.4 万円

居宅介護サービス計画給付費 2,805.4 万円 高額療養費 8,055.4 万円

介護予防サービス給付費 3,870.4 万円 高額介護合算療養費 57.8 万円

地域密着型介護予防サービス給付費 424.7 万円 移送費 2.0 万円

介護予防福祉用具購入費 37.0 万円 出産育児一時金 504.0 万円

介護予防住宅改修費 116.1 万円 葬祭費 90.0 万円

介護予防サービス計画給付費 487.6 万円 精神給付金 219.5 万円

高額介護サービス費 1,222.6 万円 後期高齢者支援金 1 億 6,942.5 万円

高額介護予防サービス費 3.0 万円 後期高齢者関係事務費拠出金 1.3 万円

高額医療合算介護サービス給付費 125.0 万円 前期高齢者納付金 19.2 万円

高額医療合算介護予防サービス給付費 5.0 万円 前期高齢者関係事務費拠出金 1.3 万円

特定入所者介護サービス給付費 3,132.6 万円 老人保健事務費拠出金 0.8 万円

特定入所者介護予防サービス給付費 2.4 万円 介護納付金 7,210.3 万円

高齢者福祉協会会費負担金 3.5 万円 高額医療費共同事業拠出金 2,228.3 万円

保険財政共同安定化事業拠出金 9,785.6 万円研修会負担金 7.4 万円

 人間ドック健診補助金 540.0 万円

社会保障制度の充実  

後期高齢者医療制度の運営(後期高齢者医療特別会計)県民生児童委員協議会負担金 8.5 万円
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福祉医療費証明事務負担金 637.7 万円 保険料納付金 7,618.0 万円

福祉医療費証明書発行負担金 0.2 万円 延滞金納付金 0.2 万円

研修会等参加負担金 0.6 万円 保険基盤安定負担金 2,162.3 万円

 事務費負担金 527.0 万円
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【資料編】 

町が支出する負担金等の一覧 (平成 24 年度予算) 

（0.1 万円＝千円） 

幼児教育の推進 生涯学習活動の推進 

全国国公立幼稚園負担金 0.8 万円 社会教育委員連絡協議会負担金 2.2 万円

県国公立幼稚園負担金 2.1 万円 須高公民館運営協議会負担金 4.3 万円

県国公立幼稚園研究協議会負担金 1.0 万円 県公共図書館協会負担金 0.5 万円

県幼稚園教育研究大会負担金 0.5 万円 県公共図書館協会須高支部負担金 0.5 万円

信大附属幼稚園研究会参加負担金 0.6 万円 県図書館大会参加負担金 5.0 万円

日本スポーツ振興センター共済負担金 3.1 万円 県公共図書館職員研修会負担金 0.2 万円

須高図書館協会読書感想文コンクール負担金 3.0 万円各種研修会参加負担金 1.7 万円

 北信公共図書館連絡協議会負担金 0.2 万円

保育サービスの充実 下水道受益者負担金（図書館） 4.8 万円

長野県保育園連盟負担金 3.6 万円 文化総合活性化事業負担金 740.5 万円

上高井保育協会負担金 3.8 万円 研修会負担金 3.0 万円

長野県社会福祉協議会負担金(保育園) 0.1 万円  

生涯スポーツの振興 学校健康会負担金(保育園) 9.8 万円

研修会参加負担金(保育園・エンゼルランドセンター) 4.4 万円 須高地区スポーツ推進委員協議会負担金 1.1 万円

 須高地区スポーツ推進委員協議会交流会負担金 0.8 万円

子ども・青少年の育つ環境の整備 社会体育指導者研修会等参加負担金 2.5 万円

長野地方子ども会育成連絡協議会負担金 4.5 万円 研修会参加負担金 1.0 万円

 県縦断駅伝競走大会負担金 6.0 万円

学校教育の充実 市町村対抗駅伝大会参加負担金 4.4 万円

日本スポーツ振興センター共済負担金(小学校) 60.5 万円 須高行政事務組合負担金(サマーランド) 502.0 万円

郡市教育会等負担金(小学校) 15.4 万円 小布施見にマラソン負担金 100.0 万円

日本スポーツ振興センター共済負担金(中学校)  31.6 万円  

人権教育・啓発の推進 郡市教育会等負担金(中学校) 12.3 万円

郡教育研究負担金(中学校) 1.7 万円 須高地区同和対策連絡協議会負担金 0.8 万円

競技会等負担金(中学校) 9.7 万円 人権擁護委員研修会負担金 1.9 万円

学校栄養職員部会負担金(給食センター) 0.8 万円 県人権擁護委員協議会負担金 4.0 万円

県栄養士会負担金(給食センター) 1.8 万円 研修会等負担金 1.0 万円

研修会等負担金(給食センター) 1.6 万円  

 文化施設・環境の整備充実 

家庭・地域教育力の向上 県博物館協会会費(高井鴻山記念館) 0.5 万円

研修会等負担金(子ども教室) 1.6 万円 館長職員研修負担金(高井鴻山記念館) 2.0 万円

 博物館美術館協会会費(おぶせミュージアム) 3.5 万円

特色ある教育の推進 町飲食店組合負担金(おぶせミュージアム) 1.2 万円

須高衛生協会負担金(おぶせミュージアム) 2.3 万円県市町村教育委員会連絡協議会負担金 3.1 万円

須高市町村教育委員会研究協議会負担金 3.2 万円 善光寺平ｱｰﾄﾗｲﾝ負担金(おぶせミュージアム) 3.6 万円

関東ブロック教育委員大会負担金 1.8 万円 職員研修負担金(おぶせミュージアム) 3.0 万円

職員研修負担金(ハイウェイミュージアム) 1.0 万円県教育委員大会負担金 0.9 万円

教育委員研修負担金 2.7 万円 長野県史料保存活用連絡協議会負担金 0.6 万円

県町村教育長会研修総会負担金 1.9 万円 長野県文化財保護協会負担金 0.2 万円
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 県学校保健会負担金 0.4 万円

小布施ブランドの確立 須高学校保健会負担金 1.5 万円

結核対策委員会負担金 2.0 万円 物産と観光展事業負担金 9.6 万円

県町村教育長会地区別負担金 0.9 万円  

郡市ＰＴＡ連合会研究集会負担金 1.0 万円  
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【資料編】 

町が支出する負担金等の一覧 (平成 24 年度予算) 

（0.1 万円＝千円） 

持続的な小布施農業の振興 計画的な土地利用の推進 

須高地区農業委員会協議会負担金 10.6 万円 県地区用地対策連絡協議会負担金 1.0 万円

長野県女性農業委員の会長野支部出席負担金 0.6 万円 都市計画協会会費 2.8 万円

長野県農地情報管理センター負担金 3.5 万円 県都市施設協会会費及び負担金 2.0 万円

関東地方都市美協議会総会参加者負担金 1.0 万円楽園田園信州推進協議会参加負担金 0.5 万円

まちづくり交付金情報交流協議会負担金 1.0 万円須高家畜防疫協議会負担金 14.4 万円

食肉センター管理運営負担金 4.1 万円 都市計画実務研修会会費 1.4 万円

長野県農産物等輸出促進協議会負担金 4.0 万円  

人にやさしい道、和める小路の整備 害鳥獣駆除事業負担金 107.7 万円

モンキードッグサポートクラブ年会費 3.0 万円 県単独事業負担金 200.0 万円

狂犬病予防接種負担金 2.1 万円  

生活道路網等の整備 疥癬病治療費負担金 8.1 万円

土地改良連合会負担金 0.6 万円 県道路整備期成同盟会負担金 1.0 万円

国道 403 号(中野千曲間)整備促進期成同盟会負担金 0.6 万円日滝原土地改良区負担金 47.0 万円

主要地方道豊野南志賀公園線期成同盟会負担金 0.5 万円土地改良施設維持管理負担金 4.8 万円

小布施土地改良区ストックマネジメント事業負担金 200.0 万円 須高土木振興会負担金 7.1 万円

果樹共済掛金一部負担金 327.6 万円 公共事業等研修会負担金 5.0 万円

家畜基幹診療センター負担金 179.3 万円  

通過交通、観光交通の適正な誘導 長野地方緑化推進委員会負担金 2.4 万円

県産材供給体制整備事業負担金 5.0 万円 中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会負担金 0.7 万円

北陸新幹線長野県沿線広域市町村連絡協議会負担金 0.5 万円森林整備地域活動支援負担金 8.0 万円

上信越自動車道建設促進期成同盟会負担金 0.6 万円長野県治山林道協会負担金 0.1 万円

信州まつもと空港利用促進協議会負担金 1.0 万円緑の募金資材等負担金 1.2 万円

  

商工業の経営基盤の充実 ごみの適正処理の推進 

研修会等負担金 1.4 万円 北信保健衛生施設組合負担金(ごみ) 9,536.6 万円

  

観光情報の発信 し尿処理対策 

文化観光協会事務所設置負担金 333.0 万円 須高行政事務組合負担金(し尿) 887.1 万円

文化観光協会事業負担金 167.6 万円  

 火葬場、霊園の運営 

おもてなしと交流の観光産業の展開 須高行政事務組合負担金(火葬) 1,142.2 万円

シャトルバス運行負担金 805.2 万円  

環境美化の推進 観光圏事業負担金 54.0 万円

上信越ふるさと街道協議会負担金 1.0 万円 須高飼犬管理対策協議会負担金 1.4 万円

 信濃川を守る協議会負担金 0.3 万円

花のまちの協働体制の整備 公衆トイレ管理負担金 228.4 万円

日本花の会会費 5.0 万円  

安定給水・安全給水の確立（水道事業会計） 英国王立園芸協会日本支部負担金 1.6 万円

 日本水道協会会費 11.8 万円
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勤労者福祉の充実 日本水道協会中部支部会費 2.5 万円

須坂職業安定協会負担金 2.5 万円 長野県水道協議会会費 1.6 万円

須高地区労働者福祉協議会負担金 5.0 万円 公共料金等暴力対策協議会会費 0.8 万円

 会議等出席負担金 12.0 万円
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【資料編】 

町が支出する負担金等の一覧 (平成 24 年度予算) 

（0.1 万円＝千円） 

公共下水道の整備促進（下水道事業特別会計） 職員研修負担金 1.0 万円

 日本下水道協会負担金 8.7 万円

情報の公開と共有化の推進 日本下水道協会中部地方支部負担金 1.7 万円

日本下水道協会長野県支部負担金 1.3 万円 日本広報協会会費 1.5 万円

千曲川流域下水道事業町負担金 1,159.4 万円  

情報化の充実 千曲川流域下水道維持管理負担金 5,510.9 万円

各種研修会負担金 4.4 万円 ＩＢＮ利用負担金 117.0 万円

  

農業集落排水の整備促進（農業集落排水事業特別会計） 財産管理 

日本農業集落排水協会会費 2.0 万円 長野森林組合負担金 1.5 万円

 公衆用水栓維持管理負担金 3.4 万円

河川、水路の整備  

戸籍住民基本台帳 浅川改修期成同盟会負担金 1.3 万円

千曲川改修期成同盟会負担金 4.5 万円 戸籍住民基本台帳事務協議会等負担金 1.0 万円

篠井川改修促進期成同盟会負担金 2.4 万円 LASDEC 会費 4.5 万円

治水砂防事業期成同盟会負担金 12.3 万円  

選 挙 各種研修会負担金 3.0 万円

 長野地区町村選挙管理委員会連合会負担金 1.3 万円

防災対策の推進と意識の高揚 長野地区町村選挙管理委員会総会負担金 2.4 万円

県消防防災航空隊負担金 25.9 万円 指定施設等不在者投票経費負担金 19.0 万円

県防災無線負担金 3.1 万円  

行政運営 須高危険物安全協会会費 0.5 万円

 町村会負担金 8.9 万円

消防体制の強化充実 安全運転管理者講習会負担金 0.9 万円

消防救急無線デジタル化実施設計負担金 145.7 万円 整備管理者研修負担金 0.3 万円

消火栓維持負担金 60.0 万円 自家用自動車組合等負担金 1.0 万円

消防学校入校負担金 3.9 万円 須高危険物安全協会会費 0.5 万円

須高消防協会負担金 28.8 万円 企業同和教育推進協議会負担金 0.2 万円

須高消防協会幹部研修会負担金 2.5 万円 雇用開発協会会費 1.4 万円

須高消防協会優良消防団視察研修負担金 14.0 万円 日本国際連合協会長野県本部負担金 0.2 万円

消防団長会負担金 10 万円 オイスカ県本部負担金 2.0 万円

消火栓取替工事負担金 147.0 万円 小さな親切運動須高支部負担金 1.0 万円

 日中友好協会負担金 1.0 万円

防犯体制の強化 県環境保全協会会費 3.0 万円

須高防犯協会連合会負担金 40.2 万円 水曜会会費 0.1 万円

 長野県社会保険協会会費 1.0 万円

交通安全対策の強化 長野県町村公平委員会負担金 1.1 万円

各種研修会負担金 1.5 万円 ボイラー取扱技能講習負担金 1.1 万円

 職員研修負担金 59.2 万円

公園管理の充実 行政相談委員研修会負担金 1.0 万円
資
料
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千曲川犀川河川緑地連絡会負担金 3.7 万円 長野広域連合負担金(総務管理費) 287.9 万円

千曲川犀川河川緑地連絡会研修会負担金 2.0 万円 高水三郡町村会計事務担当者研修会負担金 0.3 万円

水道加入負担金 10.5 万円 税務協議会負担金 1.7 万円

都市緑化技術開発機構賛助会員会費 3.0 万円 税務・会計研修会負担金 0.6 万円

関東｢道の駅｣連絡会会費 5.0 万円 資産評価システム研修センター負担金 4.5 万円
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【資料編】 

町が支出する負担金等の一覧 (平成 24 年度予算) 

（0.1 万円＝千円） 

地方税電子協議会負担金 17.0 万円

県地方税滞納整理機構負担金 54.8 万円

長野県町村監査委員協議会負担金 0.5 万円

高水町村監査委員連絡会会費 3.0 万円

 

議 会 

県議長会負担金 10.4 万円

須高正副議長研修会負担金 4.0 万円

須高議員研修会負担金 5.0 万円

職員一般研修負担金 1.0 万円
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【資料編】 

一般会計当初予算額(決算額)の推移 

 

平成 24 年度の一般会計の予算額は、文化体育館の建設などを行った前年と比べ 2.2％、9,600 万円

の減の 42 億 8,600 万円です。 
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H20 (決算） H21 (決算） H22 (決算） Ｈ23 H24

町　税

地方交付税

国・県支出金

繰入金

町　債

その他

 

億円 

歳  入 
42.86 

 

 

 

 

○「その他」は、「地方譲与税」、「地方消費税交付金」、「分担金及び負担金」、「使用料及び手数料」、

「財産収入」、「繰越金」、「諸収入」などを合算しています。 
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億円 
歳  出 

42.86 

 
○「その他」は、「議会費」、「衛生費」、「商工費」、「消防費」、「予備費」を合算しています。 

 

※ 決算額が予算額に比べて増加しているのは、年度途中に生じた事由により、予算を補正しているためです。 

 

 

■一般会計とは … 皆さんに納めていただいた町税や国から配分される地方交付税などによって、福祉

や教育、議会などといった基本的な行政の仕事を行うお金の区分です。 

■特別会計とは … 国民健康保険や介護保険、下水道など、特定の収入によって、一般会計と切り離し

て事業を行うお金の区分です。 
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【資料編】 

特別会計・企業会計当初予算額(決算額)の推移 

 

平成 24 年度の特別会計（6 会計）の予算総額は 26 億 9,139 万円で、前年に比べ 1.4％、3,619

万円の増となっています。なお、霊園事業特別会計は平成 23 年度で廃止になりました。 
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国民健康保険
特別会計

後期高齢者医
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介護保険特別
会計

下水・集落排
水・その他

 

特別会計 億円 

26.91

 

 

 

○「下水・集落排水・その他」は、「下水道事業特別会計」、「農業集落排水事業特別会計」、「同和地区住宅新築資

金等貸付事業特別会計」、「霊園事業特別会計」を合算しています。 

 

0

1

2

3

H20 （決算） H21 （決算） Ｈ22 （決算） H23 H24

資本的支出

収益的支出

 

企業会計 億円 
2.96

(水道事業会計) 

 ○ 企業会計である水道事業は、民間企業に準じたお金の取り扱いをします。 

○「資本的支出」は、企業会計の施設の建設や改良、建設時に借り入れた借金の元金返済などの支出をいいます。

○「収益的支出」は、企業会計のサービスの提供に必要な人や物にかかる支出をいいます。 
 

 

 

 

  各会計の事業内容は、次のページをご覧ください。 

■国民健康保険特別会計 ………………… 51 ■下水道事業特別会計 …………………… 122

■後期高齢者医療特別会計 ……………… 52 ■農業集落排水事業特別会計 …………… 124

■介護保険特別会計 ……………………… 30 ■水道事業会計 …………………………… 119

■同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 …… 82  
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【資料編】 

町税・地方交付税決算額の推移 

 

町税は、年少扶養控除の廃止等の税制改正等により、前年比 1.5％、1,505 万円増の 10 億 4,495

万円となる見込みです。 

一方、地方の財源不足を補うために国から交付される地方交付税は、事業費補正の増などを考慮し、

前年度当初予算比 0.6％、1,000 万円増の 15 億 6,000 万円と見込み、実質的な交付税である「臨時

財政対策債」を加えた地方交付税相当額は前年同額の 17 億 9,000 万円を見込みました。 
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個人町民税

法人町民税

固定資産税

その他の税

 

町  税 億円 
10.45

(見込) (予算) 

 

 

 

○「その他の税」は、「軽自動車税」、「町たばこ税」、「特別土地保有税」（平成 15 年から課税停止）、「入湯税」を

合算しています。 
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臨時財政対策債
（発行可能額）

普通交付税

 

地方交付税 億円 

17.9
(普通交付税相当額) 

（見込）(予算) 

 
○ 普通交付税は、全ての自治体が一定の水準のサービスを提供できるように、町が標準的な仕事をする際に必要
な経費から、町税など自分でまかなえる収入額を差し引いた残りの額について、国が保障し交付するものです。 

○ 13 年度以降は、交付税の原資となる国税（所得税、酒税、法人税など）の減少に伴い、その不足額を特例の借
金（臨時財政対策債）で補っています。これは、返済する際に、全額を国が負担することになっています。なお、
平成 22 年度は発行可能額 2 億 2,674 万円のうち 1 億 5,000 万円を借入れ、平成 23 年度も 1 億 5,000 万円
の借入れ見込みです。 

○ この他に、災害復旧のための経費や、普通交付税で捉えられなかった特殊な経費に対し、「特別交付税」が交付
されます。（H23 年度小布施町交付額: 1 億 2,619 万円） 
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【資料編】 

普通会計の町債（借金）残高の推移 

 

新たな借入れをできるだけ抑え、利率の高いものから前倒しして返済をした結果、町債残高は平成

11 年度末の約 75 億円をピークに年々減少しています。平成 23 年度末に 40 億円を下回り、平成 24

年度末では 39.4 億円となる見込みで、そのうち町税などでまかなう実質的な町の負担は、9.3 億円

（24%）程度となります。 

平成 17 年度から導入された新たな財政指標である実質公債費比率は、平成 21 年度決算では 16.3％

で 18％を下回り、公債費の減少に伴い改善し、平成 24 年度には 9％台になる見込みです。 
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町債残高 億円 

39.4 

(予算) (見込) 

 

 

 

○ このほか、水道事業、下水道事業などのために借り入れた町債の残高が、24 年度末で 38 億円程度と見込まれま

すが、その 46%程度は地方交付税に上乗せされ、残りは使用料や受益者の負担金収入でまかなうことになります。
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実質公債費比
率

 

町債の指標 % 
18.4 18.8 18.0 

16.3 

13.4 

11.7 

9.4 

(見込) (予算) 

 
○ 実質公債費比率は、普通会計の借入金の返済のほか、公営企業会計（上水道事業・下水道事業）の借入金の返済

に充てられた繰出金、一部事務組合（北信保健衛生施設組合など）の借入金の返済に充てるための負担金など、公

債費と見なされるものの、町の財政規模に占める割合を示したものです。 

この比率が 18％を超えると、町債の借入れに県知事の許可が必要になります。 
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■普通会計とは … 国民健康保険や介護保険、上・下水道などの特別な事業の会計を除き、基本的な行

政の仕事を行う「一般会計」と、「同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計」を合

算したものです。全国で統一的な区分になっていますので、他市町村との財政状況の

比較などに用います。 
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【資料編】 

普通会計の基金（貯金）残高の推移 

 

基金は、大規模な建設事業や、年によっては足りなくなるお金を補うために積み立てておく町の貯金

です。平成 24 年度は財源不足を補うための「財政調整基金」や、おぶせミュージアム収蔵庫増築等に

充てるため「芸術文化振興基金」など、2 億 440 万円を一般会計へ繰入れます。 
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基金残高 億円 

14.4 

(見込) (予算)

 

 

 

 

 

 

○ 財政調整基金 … 年度間のお金の過不足をならすための基金 

○ 減債基金 … 借金の返済に充てるための基金          これらをあわせて積立基金といいます 

○ 特定目的基金 … 建設事業など一定の目的のために積み立てる基金 

○ 定額運用基金 … その中でお金の貸付けなどを行う基金 (土地開発基金、育英金貸付基金など) 
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【住民一人当たりの積立基金（貯金）と市町村債（借入金）の残高】 

平成 22 年度末で、普通会計の積立基金（貯金）と市町村債（借入金）の住民一人当たりの残高を近
隣市町村と比較すると、次のようになります。 

小布施町では、これまで先行的に学校や公園、福祉施設などの整備を進めてきました。その資金とし
て基金を取り崩したり、借入を起こしたりしたため、町債残高は県内で多いほうでしたが、新たな借り
入れを極力抑え、計画的に繰上償還を実施してきた結果、現在では県平均を下回る残高になっており、
今後も徐々に減少していく見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万円 
積立基金 市町村債
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【資料編】 

市町村税の状況 

 

市町村税の状況を近隣市町村と比較すると、次のようになっています。 

 

 

 
【市町村税の税率】 

平成 23 年 4 月 1 日現在の市町村税の税率は、次のとおりです。小布施町では、全ての税目で法律

に定められた｢標準税率｣を用いており、近隣と比較してもほぼ同一かそれ以下の税率となっています。 

 

市 町 村 民 税 
 

個人均等割 個人所得割 法人均等割 法人税割
固定資産税

入 湯 税 

(宿泊/日帰) 
都市計画税

長 野 市 3,000 円 6％ 
5～ 

360 万円

13.4～ 

14.7％
1.4％ 

150 円/ 

100 円 
0.3％ 

中 野 市 3,000 円 6％ 
5.5～ 

330 万円
14.7％ 1.4％ 

150 円/ 

100 円 
0.3％ 

須 坂 市 3,000 円 6％ 
5.5～ 

330 万円
14.7％ 1.4％ 

100 円/ 

20 円 
0.2％ 

山ノ内町 3,000 円 6％ 
5～ 

300 万円
14.7％ 1.4％ 

150 円/ 

30 円 
0.25％ 

高 山 村 3,000 円 6％ 
5～ 

300 万円
12.3％ 1.4％ 

150 円/ 

75 円 
なし 

小布施町 3,000 円 6％ 
5～ 

300 万円
12.3％ 1.4％ 

100 円/ 

50 円 
なし 

※ 個人所得割は、平成 19 年に所得税から住民税への税源移譲により、一律 6％になりました。法人均等割は従

業者数や資本金額に応じて 9 段階に分かれています。 

【住民一人当たりの税収】 

平成 22 年度の税収を住民一人当たりに置き換えると、次のようになります。これは、市町村ごと

の税負担の大小を表したものではなく、税金を負担することができる企業が多い市町村が高くなる傾

向にあります。 
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【資料編】 

財政指標で見る小布施町の現状 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成 19 年度の決算から地方公共団体の財政

の健全性を判断するための 4 つの指標が定められました。 

平成 22 年度の決算で財政の健全性を示す 4 つの指標で示した「健全化判断比率」と公営企業の経営

状況を示す指標である「資金不足比率」は次のようになっています。 

 

【健全化判断比率】 

指 標 
Ｈ22 

決算 

Ｈ21 

決算 

早期健全化基準 

（イエローゾーン）

財政再生基準 

（レッドゾーン）

実質赤字比率 ― ― 15% 20% 

連結実質赤字比率 ― ― 20% 40% 

実質公債費比率 13.4% 16.3% 25% 35% 

将来負担比率 17.6% 39.5% 350% ― 

※実質赤字比率、連結赤字比率は赤字額がないため「―」で表示 

 

【資金不足比率】 

指 標 
Ｈ22 

決算 

Ｈ21 

決算 

経営健全化基準 

（イエローゾーン） 

水道事業特別会計 ― ― 20% 

下水道事業特別会計 ― ― 20% 

農業集落排水事業特別会計 ― ― 20% 

※資金不足比率がない会計は「―」で表示 

 

 

○実質赤字比率…一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。 
○連結実質赤字比率…全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。 
○実質公債費比率…一般会計等が負担する元利償還金等（借入金等の返済）の標準財政規模に対する比

率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金（会計間での支出さ
れる費用）のうち元利償還金相当分などを加えて算出します。18％を超えた場合、
地方債を発行するためには県知事の同意ではなく許可が必要になります。 

○将来負担比率…地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に
対する比率です。 

○資金不足比率…公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。 
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去年に引き続き、連結赤字比率は赤字の会計がなかったから安心じゃ。 
実質公債費比率は年収（標準財政規模）に占めるローン返済（公債費）の

割合で、去年より 2.9 ポイントも下がったのじゃ。 
将来負担比率は年収（標準財政規模）に占める、将来見込まれる全ての負

債の割合でおよそ 2 割程度ってことじゃな。 

早期健全化基準（イエローゾーン）を上回っている健全化判断比率はないし、

公営企業会計の 3 会計とも資金の不足はなく、経営状況も悪くないから心配

いらんのう。 
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【資料編】 

町の人口と世帯数の状況 

 

小布施町と都住村が合併した昭和 29 年当時の人口は 1 万 480 人でした。その後の町の人口の推移
を見ると、昭和 30 年代から始まった高度経済成長期には減少を続け、昭和 40 年代前半までは転出者
数が転入者数を大きく上回っています。昭和 38 年 4 月には、人口が 1 万人を下回り、昭和 45 年の
国勢調査では 9,625 人にまで減少しています。 
 昭和 45 年に着工した宅地造成により昭和 47 年には人口 1 万人を回復し、その後転入者数や出生数
も順調に増加しました。昭和 53 年 1 月には 1 万 1 千人を超え、ほぼ横ばいとなっていましたが、平
成 22 年度の国勢調査では微減となりました。 

      

   国勢調査人口のピーク  ：昭和 60 年＝11,663 人 

   住民基本台帳人口のピーク：平成 10 年＝11,923 人（8 月 1 日現在） 

 
（人） 
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町の世帯数を見ると、合併後 初の昭和 30 年国勢調査では 1,870 世帯であったのに対し、平成 22
年には 3,511 世帯となり、この 50 年間に 1.88 倍に増えています。 
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 これに対し、1 世帯あたりの人員は一貫して減少しており、平成 22 年の 1 世帯あたりの人員は 3.15
人と、昭和 30 年の 5.59 人と比較して約 5 分の 3 になっています。また、人口数がほぼ一定で推移
しているにもかかわらず、世帯数が増加し、1 世帯あたりの人員が減少していることから、核家族化が
進んでいることがうかがえます。 

（人） （人） 
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【資料編】 

平成 24 年度の検診日程表 
 

1. 基本健康診査・がん検診等 
 

■対象年齢は、平成 24 年度中の年齢です。（＝平成 25 年 3 月 31 日の年齢） 

■平成 4 年 4 月 1 日～5 年 3 月 31 日生まれの人、昭和 47 年 4 月 1 日～48 年 3 月 31 日生まれの人と、 

昭和 18 年 3 月 31 日以前生まれの人は、すべて無料で受けられます。 

検 診 名 内  容 実施期間 実施場所 対 象 者 個人負担金 

町民健診 ①６～10 月

 

②11 月 19 日

11 月 20 日

①個別健診(須

高地区内の

医療機関) 

 

② 集 団 健 診

(JA ヘルス)

(須高農協小

布施支所) 

18歳～39歳で他

に健診を受ける機

会がない方 

特定健診 

メタボリックシンドロー

ム(内臓脂肪症候群)に着目

した健診。健診結果から、

その人個人のライフスタ

イルに合わせた保健指導

を行い、生活習慣病の発症

や重症化の予防のための

健診。 

<必須検査> 

身体計測（身長・体重・腹

囲）･血圧測定･血液検査･

尿検査 

<詳細検査> 

心電図・眼底検査･貧血検

査 

<オプション> 

肝炎検診･前立腺がん検査 

①6～10 月

 

②7～8 月ま

での1３日間

(内 1 日夜間

健診あり) 

③11 月 19 日

11 月 20 日

 

 

①個別健診(須

高地区内の

医療機関) 

 

②集団健診 

(保健ｾﾝﾀｰ・ 

健康福祉ｾﾝﾀｰ)

 

③ 集 団 健 診

(JA ヘルス) 

(須高農協小

布施支所) 

 

40～74 歳で町の

国民健康保険に加

入している方 

(平成 24 年 4 月 1

日に町国保に加入

予定の方も受診で

きます) 

1,300 円 

 

心電図  300 円

眼底検査 200 円

高齢者健診 生活習慣病の発症予防に

加えて、生活機能の低下を

早期に発見するための健

診。 

生活機能に関する問診･計

測･血圧測定･血液検査 

7～8 月まで

の 1２日間 

集団健診(特定

健診と同じ 

(保健ｾﾝﾀｰ・ 

健康福祉ｾﾝﾀｰ)

75 歳以上で、健

診を受診する機会

がない方(内科等

に主治医がいる場

合は、主治医と相

談してください) 

無料 

胸部レントゲ

ン検診 

肺結核等の早期発見。 

胸の間接レントゲン撮影。 

9 月 

11.12.13 日

集団健診(公会

堂 な ど 町 内

16 カ所) 

65 歳以上の方 無 料 

肺がん検診 

(高速らせんＣ

Ｔ) 

肺がんの早期発見。 

肺を立体的に撮影し、小さ

な病変を発見する。 

5 月 8 日 

～29 日 

(14 日間) 

新生病院 40 歳以上の方、 

喫煙指数が 

600 以上の方 

(１日の本数 

×喫煙年数) 

2,000 円 

胃検診 空腹時にバリウムを飲み、

胃のレントゲン撮影。 

1,000 円 

大腸がん検診 便の潜血反応検査。 

(あらかじめ配布された容

器をお持ちください。) 

8 月 27 日 

～9 月 5 日 

（10 日間）

保健センター 35 歳以上の方 

400 円 

乳房検診 検診車による超音波検査

を行います。 

（医師による視触診はあ

りません） 

10 月 26 日

29.30 日 

31 日 

(4 日間) 

保健センター 30～39 歳と 

７６歳以上は年度

末年齢が偶数歳の

女性 

1,000 円 
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【資料編】 

平成 24 年度の検診日程表 
 

検 診 名 内  容 実施期間 実施場所 対 象 者 個人負担金 

マンモグラフ

ィ検診 

乳房を２方向からレント

ゲン撮影し、小さな病変を

発見するための検診です。 

11 月 5 日 

～22 日

(土日を除く

14 日間) 

新生病院 40～74 歳の女性 
※偶数歳の方 

 

1,500 円 

子宮がん検診 検診車による集団検診を

行います。 

6 月 28 日 

7 月 18.19 日

(3 日間) 

保健センター 20 歳以上の女性 
※偶数歳の方 

800 円 

子宮がん 

施設検診 

子宮頸がん検診を医療機

関で行います。 

５月～９月 指定の婦人

科病医院 

20 歳以上の女性 
※偶数歳の方 

1,500 円 

前立腺がん 

検診 

血液を少量採取し、前立腺

の腫瘍マーカーを調べま

す。 

特定健診・高齢

者 健 診 と 同 日

実施 

指定の病医

院等 

50 歳以上の男性 

(家族歴のある方は

50 歳未満でも可能) 

800 円 

骨健診 

※今年度で 

終了 

腕の骨をレントゲンで撮

影し、骨量を測定します。 

6 月 28 日 

7 月 18.19 日

(3 日間) 

保健センター 30～65 歳の女性 500 円 

肝炎検診 血液を少量採取し、肝炎ウ

イルスの検査をします。 

特定健診・高齢

者 健 診 と 同 日

実施 

指定の病医

院等 

新たに 40 歳にな

る方と、過去に肝炎

検査を受けたことの

ない方 

1,000 円 

がん検診推進

事業 

特定の年齢を対象に、大腸

がん、マンモグラフィ・子

宮頸がん検診を指定医療

機関で無料クーポン券を

使用して行います。 

半年間 指定の病医

院・婦人科病

医院 

大腸がん：41・

46・51・56・61

歳の方 

マンモグラフィ：

41・46・51・

56・61 歳の女性 

子宮頸がん：21・

26・31・36・41

歳の女性 

無料 

 

2. 人間ドック等 

検 診 名 内  容 実施期間 実施場所 対 象 者 個人負担金等 

ＪＡヘルス・

がんセット検

診 

ＪＡヘルスの基本健診に

肺･胃･大腸･乳房･子宮が

んのセット検診を行いま

す。 

11 月 

 19.20 日 

 

須高農協小布

施支所 

北信総合病院 

前表各種がん検診

の対象年齢と同じ 

前表各種がん検診

と同じ 

人間ドック 各病院の人間ドック検査

項目。 

※医療機関に申し込みが

必要です。 

受診前に役場に申請書

を取りに来てください。 

 

随 時 人間ドックを

実施している

医療機関 

40 歳以上の国民

健康保険被保険者 

後期高齢者医療保

険の被保険者 

医療機関 

○補助金額 

(国保加入者) 

･１日または半日 

20,000 円

･１泊２日 

30,000 円

(後期高齢者医療 

保険の加入者) 

7,500 円

※40 歳､50 歳の

 方は、特別補助

一律 15,000 円

加算 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4月 7日 緑化木頒布会 産業振興グループ

8 9 10 11 12 13 14 14日 スポーツ少年団開講式 子ども教育グループ 8 9 10 11 12 13 14
19日 生涯学習チャレンジ講座開講式 公民館

15 16 17 18 19 20 21 21日 花巡り健康ウォーク 産業振興グループ 15 16 17 18 19 20 21
21日～22日 境内アート小布施×苗市　 境内アート実行委員会　 海の日

22 23 24 25 26 27 28 28日 ガーデニング大楽校 地域整備グループ 22 23 24 25 26 27 28
29日 春うららフラワーウォーキング 風の会

29 30 30日 市町村対抗駅伝競走大会・小学生駅伝競走大会 生涯学習グループ 29 30 31
昭和の日 5月 3日 鴻山生誕祭 生涯学習グループ

3日～6日 第6回すみだ伝統工芸「技人展」 交流グループ

6日 第5回くりんこカップバドミントン大会 町体育協会

13日 蛍光管・乾電池等の有害ごみと資源物の回収 生活環境グループ

15日～ 第32回婦人バレーボール連盟ナイターリーグ戦 町体育協会

20日 小布施町早起き野球大会 町早起き野球連盟

25日 パワーウォーキング講習会 健康グループ

1 2 3 4 5 26日 雁田山ハイキング 子ども教育グループ 1 2 3 4
憲法記念日 みどりの日 こどもの日 ガーデニング大楽校 地域整備グループ

6 7 8 9 10 11 12 27日 第1７回小布施町ソフトバレーボール大会 町体育協会 5 6 7 8 9 10 11
環境美化運動の日 生活環境グループ

13 14 15 16 17 18 19 下旬 テニス教室（毎週土曜日8回開催） 町体育協会 12 13 14 15 16 17 18
6月 2日 ガーデニング大楽校 地域整備グループ

20 21 22 23 24 25 26 3日 第29回町民テニス大会 町体育協会 19 20 21 22 23 24 25
町総合防災訓練 総務グループ

27 28 29 30 31 5日～ 第27回ソフトボールナイターリーグ戦 町体育協会 26 27 28 29 30 31
9日～10日 自治会花づくり用苗配布 公民館

10日 町消防技術大会 総務グループ

上旬 生涯学習一般教養講座開講 公民館

上旬・下旬 パワーウォーキング講習会 健康グループ

16日 深緑さわやかウォーク 産業振興グループ

17日 第2回アーネストバドミントン大会 町体育協会

20日 部落解放・人権政策確立要求須高地区大会 生涯学習グループ

　 1 2 中旬 ニュースポーツ大会 町体育協会 　 1
22日 はつらつお笑い演芸会 在宅介護支援センター

3 4 5 6 7 8 9 24日 第27回分館対抗ソフトミニバレーボール大会 公民館 2 3 4 5 6 7 8
下旬 ボケ予防講演会 在宅介護支援センター

10 11 12 13 14 15 16 ７月 7日～ サマーランドオープン（9月2日まで） 生涯学習グループ 9 10 11 12 13 14 15
8日 第3６回町長杯家庭婦人バレーボール大会 町体育協会

17 18 19 20 21 22 23 上旬 パワーウォーキング講習会 健康グループ 16 17 18 19 20 21 22
海の家開設 生涯学習グループ 敬老の日 秋分の日

24 25 26 27 28 29 30 15日 第10回小布施見にマラソン 見にマラソン実行委員会 23 24 25 26 27 28 29
21日 サマーランド夜間オープン（8月15日まで） 生涯学習グループ

22日 第34回町長杯ソフトテニス大会 町体育協会 30
高井鴻山記念館 ℡２４７－４０４９ 27日 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会 生涯学習グループ

28日 子どもみこし 生涯学習グループ

くりんこ祭り 町商工会 まちとしょテラソ ℡２４７－２７４７

29日 第33回小山田杯少年少女球技大会 生涯学習グループ 7月  三周年記念イベント

8月 2日～3日 サイエンス実験講座 千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ 8月～9月  読書感想文コンクール作品募集

歴史民俗資料館 ℡２４７－４９２７ 9月 3日～ 第26回男女混合ソフトボール大会 町体育協会

 春の企画展「昔体験を通しておぶせの歴史を知る」 8日
第28回町民ゴルフ大会 町体育協会

フローラルガーデンおぶせ ℡２４７－５４８７

5月27日  林柳波・きむ子の歌と舞踊 第13回小布施音楽祭（室内楽） 音楽祭実行委員会 5月中旬  春の山野草展

9日 第14回栗と北斎の町ソフトバレーボール大会 町体育協会 6月上旬  さつき展

おぶせミュージアム・中島千波館            ℡２４７－６１１１ 第32回町民ソフトテニス大会 町体育協会

15日 栗ガ丘小学校運動会 栗ガ丘小学校 社会福祉協議会 ℡２４２－６６６５

ガーデニング大楽校 地域整備グループ 5月下旬、9月下旬  IADL訓練事業

15日～16日 第13回小布施音楽祭（北斎ホール） 音楽祭実行委員会 5月下旬  ひとり暮らし高齢者交流会（日帰り）

中旬 第8回バドミントン団体リーグ戦 町体育協会 5月上旬～8月上旬  ホームヘルパー養成研修講座２級課程

ふれあい寄席 福祉グループ 6月下旬  障害者希望の旅（1泊2日）

千曲川ハイウェイミュージアム ℡２４７－６６００ 22日 秋の農村散策ウォーク 産業振興グループ 8月上旬  ふしぎ科学体験ひろば

4月14日～ 7月2日 毛利フジオ展 28日～29日 小布施中学校鳳凰祭 小布施中学校 8月下旬～9月下旬  ボランティア講座

7月6日～9月24日 夏の企画展 30日 第26回小布施町長杯争奪テニス大会 町体育協会 8月  小中学生ボランティア講座（夏トライボランティア）

木

8月24日～ 10月9日

 開館２０周年記念「水戸岡鋭治展」

 押元一敏展

 東京藝術大学デザイン科描画系 ＳｈｉｎＰＡ！！！！！！

6月29日～ 8月21日  春山文典展

5月18日～ 6月26日

5月15日

金

9月下旬～11月上旬  秋の企画展

日 月 火

4月20日～6月5日

土

5月3日  鴻山生誕祭

土

日 月 火

月

金 土水 木

木 土火 金

※
通
年
行
事
は
、
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日 水

土
開  催  日 行　　　事　　　名

月日
問い合わせ先

土火 水 木 金

金

木 金

日 水 木

4月20日～6月4日

月 火

日 月

 春の企画展

水

火 水

平成24年度生涯学習カレンダー（４
月 ９月）
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7

8

9June

April

May

July

August

September



 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
元旦

7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12
 体育の日 10月 7日 第48回町民運動会 公民館

14 15 16 17 18 19 20 13日 おぶせミュージアム・中島千波館開館20周年記念 生涯学習グループ 13 14 15 16 17 18 19
14日 鴻山まつり 生涯学習グループ 成人の日

21 22 23 24 25 26 27 20日 高井鴻山席書大会 生涯学習グループ 20 21 22 23 24 25 26
20日～21日 小布施六斎市　秋の味覚祭 産業振興グループ

28 29 30 31 第52回総合文化祭・作品展 公民館 27 28 29 30 31
25日 第24回クラブ対抗ゴルフ大会

第20回シニアレディースゴルフ大会

28日 第12回千年樹の里まつり 在宅介護支援センター

環境美化運動の日 生活環境グループ

11月 1日 菊花展（皇大神社）11月10日まで 公民館

3日 文化の日表彰式 総務グループ 日 月 火 水 木 金 土
4日 第52回芸能祭（生涯学習町民のつどい） 公民館

1 2 3 第28回町ロードレース大会 町体育協会 　 1 2
文化の日 上旬 秋きらりフルーツサンデー 風の会

4 5 6 7 8 9 10 11日 蛍光管・乾電池等の有害ごみと資源物の回収 生活環境グループ 3 4 5 6 7 8 9
17日 ガーデニング大楽校 地域整備グループ

11 12 13 14 15 16 17 中旬 第23回町長杯バドミントン大会 町体育協会 10 11 12 13 14 15 16
まちづくりシンポジウム まちづくり研究所 建国記念の日

18 19 20 21 22 23 24 24日～25日 ウォーキングサミット 健康グループ 17 18 19 20 21 22 23
勤労感謝の日 下旬 第15回小布施町ソフトバレーボールナイターリーグ戦 町体育協会

25 26 27 28 29 30 12月 1日 第39回人権フェスティバル 生涯学習グループ 24 25 26 27 28
上旬 ニュースポーツ大会 町体育協会

中旬 しめ縄づくり教室 福祉グループ

1月 2日 歩きはじめの会 町体育協会

13日 成人式 公民館

14日～15日 安市 町商工会 日 月 火 水 木 金 土
中旬 消防出初式兼検閲式 総務グループ

　 1 下旬 町民スキー・スノーボード教室 町体育協会 　 1 2
２月 2日～3日 サイエンス実験講座 千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ

2 3 4 5 6 7 8 上旬 パソコン教室 公民館 3 4 5 6 7 8 9
22日 脳のリフレッシュ教室交流会 在宅介護支援センター

9 10 11 12 13 14 15 下旬 第12回小布施町人権教育研究集会 生涯学習グループ 10 11 12 13 14 15 16
3月 3日 第8回北信濃小布施演劇フェスティバル 演劇祭実行委員会

16 17 18 19 20 21 22 13日 はつらつお笑い演芸会 在宅介護支援センター 17 18 19 20 21 22 23
18日 栗ガ丘小学校卒業式 栗ガ丘小学校 春分の日

23 24 25 26 27 28 29 19日 小布施中学校卒業式 小布施中学校 24 25 26 27 28 29 30
天皇誕生日 中旬 分館対抗球技大会 公民館

30 31 31
通　年

歴史民俗資料館 ℡２４７－４９２７ おはなしの会 まちとしょテラソ

9月16日～  秋の企画展「昔体験を通しておぶせの歴史を知る」 お父さんによる読み聞かせ まちとしょテラソ フローラルガーデンおぶせ ℡２４７－５４８７

 ミニコンサート「響け！おぶせゆかりのうた」 親子で楽しく身体を動かそう！ まちとしょテラソ 10月中旬  秋の山野草展

おぶせミュージアム・中島千波館            ℡２４７－６１１１ 資源物の回収 生活環境グループ 1月中旬  新春洋ラン展

はつらつお達者教室 在宅介護支援センター 2月下旬  雪割草展

ダンスで脳元気教室 在宅介護支援センター 3月上旬  クリスマスローズ展

チャレンジのど自慢教室 在宅介護支援センター 3月中旬  おもと・春ラン展

千曲川ハイウェイミュージアム ℡２４７－６６００ 楽らく若返り教室 在宅介護支援センター

秋の企画展 転倒予防教室 在宅介護支援センター 社会福祉協議会 ℡２４２－６６６５

野鳥展 おもしろ科学工作 千曲川ハイウェイミュージアム 10月下旬  ふれあい広場

小布施サイエンス教室 大人の物づくり教室 千曲川ハイウェイミュージアム 10月下旬  ひとり暮らし高齢者交流会（1泊2日）

11月上旬  ふれあい小さな旅

11月中旬  ゆめ愛文化展

 ボランティア交流会

 ＩＡＤＬ訓練事業

12月中旬  在宅介護者のつどい

1月下旬  多世代交流

1月下旬  在宅介護者リフレッシュの旅

1月下旬～2月下旬  介護講座

2月上旬  ひとり暮らし高齢者交流会

2月中旬  にこにこ赤十字健康教室

金 土日 月 水

9月28日～11月26日

11月30日～2月12日

通年

12月上旬、3月上旬

月

12月上旬

日 月 火 水 木 金

◆
公
民
館
施
設
、
体
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用
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み
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町体育協会

土 木日

 おぶせミュージアム　コレクション展

金 土

火

原則毎月第2日曜

土

開  催  日 行　　　事　　　名 問い合わせ先

水火 金

木

日 月 火 水 木

12月14日～ 2月13日

2月16日～5月中旬

10月28日

 東京藝術大学デザイン科描画系　ＳｈｉｎＰＡ！！！！！！

10月12日～12月11日  開館２０周年記念「中島千波・清之親子展」  

原則毎月第3火曜日

毎月最終水曜日

月1回

月1回

週1回

週1回

毎月第2土曜日

月1回

随時

原則毎月第2・4土曜日

平成24年度生涯学習カレンダー（10月
）
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1

1
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