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平成２３年度当初予算資料 

 
主 要 事 業 に 関 す る 調 

 

☆ 一 般 会 計 

１ 議 会 費 ……………………………… Ｐ ７ 

２ 総 務 費 ……………………………… Ｐ ７～１６ 

３ 民 生 費 ……………………………… Ｐ１７～２９ 

４ 衛 生 費 ……………………………… Ｐ３０～３７ 

５ 労 働 費 ……………………………… Ｐ３８ 

６ 農林水産業費 …………………………… Ｐ３９～４５ 

７ 商 工 費 ……………………………… Ｐ４６～４８ 

８ 土 木 費 ……………………………… Ｐ４９～５６ 

９ 消 防 費 ……………………………… Ｐ５７ 

１０ 教 育 費 ……………………………… Ｐ５８～７０ 

１１ 公 債 費 ……………………………… Ｐ７０ 

☆  特 別 会 計 ……………………………… Ｐ７１～７２ 



（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 108,489  担　当　係　　　

53,011 108,489

1,348

1,611

840

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 318,005  担　当　係

305,901 10

1,200 200

1,400 6,494

2,037 311,299

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 302  担　当　係

50 2

50 300

・研修負担金 200 ・

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,950  担　当　係

150 1,950

350

1,450

・庁用バス運転委託 ・(諸)町村会交付金ほか

・宿直委託 ・一般財源

・人件費 ・(国)自衛官募集事務委託金

・町長交際費 ・(県)特例処理事務交付金

事業概要

　特別職、一般職人件費等一般経費
　特別職等報酬審議会委員報酬、　行政改革審議会委員報酬
　町長交際費、　職員採用試験、職員健康スクリーニング検診委託
　庁用バス運転、宿直委託など

主な経費 財源内訳

  総務一般経費  2.1.1    010201

千円   総　務　係

・職員健康管理補助金 ・

・町村職員互助会負担金 ・

主な経費 財源内訳

・職員厚生事業補助金 ・一般財源

　職員厚生事業及び職員健康管理事業に係る町互助会への補助
　町村職員互助会負担金

事業概要

　職員研修講師謝礼、研修負担金

主な経費 財源内訳

　職員厚生事業  2.1.1    010203

・(財)ひとづくり基金利子

・普通旅費 ・一般財源

千円   総　務　係

事業概要

1.1.1　010101

千円

　職員研修事業 　2.1.1　010202     

千円

主要事業に関する調（議会費・総務費） 

　議会一般経費

　議　会　係

事業概要

・住民に議会情報を掲載した議会報を発行する。
・議会の内容を記録した会議録の作成等を行う。
・議会報告会を開催する。

主な経費 財源内訳

・議員報酬 ・一般財源

・議会報印刷 ・

・会議録反訳料 ・

・政務調査費 ・

・

・講師等謝礼

  総　務　係
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 13,540  担　当　係

3,888 89

2,800 13,415

1,980

3,032

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 2,217  担　当　係　　　

300 732

850 202

732 1,283

202

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 3,773  担　当　係　　　

576 3,773

912

504

1,575

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 179  担　当　係　　　

145 179

・派出業務手数料 ・

主な経費 財源内訳

千円 　会　計　室

　会計一般経費 2.1.4　010206

事業概要

・消耗品費 ・一般財源

・公金収納手数料 ・

・印刷製本費 ・

・現金の出納及び保管
・小切手の振り出し
・有価証券の出納及び保管
・支出負担行為に関する確認
・決算書の調製
・指定金融機関の検査

・減債基金積立金

・有料道路通行料 ・(財)減債基金積立金利子

・財政調整基金積立金 ・一般財源

主な経費 財源内訳

・印刷製本費 ・(財)財政調整基金積立金利子

千円 　財　政　係

事業概要

・町財政計画、予算案の編成、予算の執行計画、地方交付税、地方債に関する事務。
・財政の調査分析、決算統計、財政状況の公表、固定資産評価審査委員会に関する事務。
・主に予算書の印刷製本費、有料道路通行料、基金積立金などの財政運営に係る一般経費を計上。
・ＥＴＣカードの取扱いについては、財政係で一括管理（受払簿により貸し出し）

　財政一般経費 　2.1.3　010205

　財産管理一般経費 2.1.5　01020７

千円 　契約・管財係

主な経費

・ ・

主要事業に関する調（総務費） 

　文書一般経費  2.1.2　010204

千円   総　務　係

事業概要

　文書配達、例規集印刷等文書に関する一般経費

主な経費 財源内訳

・文書配達委託料 ・(諸)コピー料

・例規集印刷製本費 ・一般財源

・（財）普通財産貸付収入

・通信運搬費 ・

・複写機等賃借料 ・

・測量調査、維持管理の委託

財源内訳

事業概要

　普通財産の適正な利・活用、処分、取得、維持管理等を行う。

8



（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 9,769  担　当　係

9,769 9,768

1

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 6,505  担　当　係　　　

3,609 120

910 6,385

1,500

120

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 11,410  担　当　係　　　

10,110 10,000

1,300 110

1,300

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 12,366  担　当　係

1,080 3,100

7,370 15

3,100 1

9,250

　まちづくり推進事業 2.1.6　010214

・行政協力員報酬 ・（繰）ふるさとまちづくり基金繰入金

・地域づくり活動支援事業 ・（寄）ふるさと寄付金

・行政事務委託費 ・（財）ふるさとまちづくり基金積立金利子

・ ・一般財源

・一般財源

2.1.6　010211

千円

・町民優待事業負担金 ・（財）基金積立金利子分

　企画調整係

事業概要

　町の長期総合計画一般及び広域行政一般に関する事業。
　政策推進として、長野大学や埼玉工業大学との連携に関する事業、ふるさとサポーター事業等を行うと
ともに、住宅用太陽光発電システム設置事業補助金を交付し、町民の新エネルギー利用と環境にやさし
いまちづくりを推進する。

主な経費 財源内訳

・長野広域連合負担金

千円 　企画調整係

・ふるさとサポーター謝金 ・

・太陽光発電システム設置補助金

・（繰）ふるさとまちづくり基金繰入金

事業概要

　びんぐし湯さん館の指定管理者である㈱坂城町振興公社からの納付金により基金を積み立て、大きな
改修工事等についてはこの基金を活用し、町が行っている。
　町民に配布している200円割引きとなる｢町民割引券｣事業について、町がその経費の1/2を負担する。

主な経費 財源内訳

・基金積立金 ・（諸）㈱坂城町振興公社納付金

主な経費 財源内訳

・公有財産台帳整備委託

　温泉管理事業 2.1.6　010212

主要事業に関する調（総務費） 

・（県）緊急雇用創出事業補助金

・ ・一般財源

　企画政策推進経費

・上田地域広域連合負担金 ・一般財源

主な経費 財源内訳

緊急雇用・公有財産台帳整備
(データベース化)事業 （新）

　2.1.5　010208

千円 　契約・管財係

事業概要

　現在、紙ベースで管理されている公有財産台帳を、固定資産台帳等と照合するなど、財産の洗い出し
を行い、データベース化を行う。

千円   まちづくり推進室

　各自治区の区長さんを行政協力員として委嘱し、行政事務の推進について協力を得る中で、町からの
情報提供や、取りまとめ等の事務を委託するとともに、区長会や自治区の活動を支援し、協働のまちづく
りの推進を図る。

事業概要
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 375  担　当　係

90 375

240

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 6,908  担　当　係　　　

2,413 86

786 6,822

2,866

347

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 3,447  担　当　係

3,336 240

3,207

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,200  担　当　係

1,200 1,200

主な経費 財源内訳

有線放送電話特別会計繰出金事業 2.1.7　010223

・ ・

・ ・

千円 　まちづくり推進室

・ ・

・・ハードウェアリース料

・有線放送電話特別会計繰出金 ・一般財源

事業概要

　有線放送電話事業の円滑な運営を図るため、有線放送を利用した町の告知放送について、広告放送
料相当分を一般会計より、有線放送電話特別会計へ繰り出す。

・ ・一般財源

・ ・

事業概要

　広報誌等を通して、町民の皆さんに町の施策や行政情報をお知らせするとともに、タイムリーな情報提
供を行うことで、町民の積極的なまちづくりへの関わりを推進する。

主要事業に関する調（総務費） 

主な経費 財源内訳

・（負）地域インターネット負担金

・インターネット回線使用料 ・一般財源

事業概要

　国際交流事業 2.1.6　010215

　行政情報ネットワーク（インターネット環境）に係るサーバ、ネットワーク機器等の運用・管理を行う。

主な経費 財源内訳

・インターネット保守料

主な経費 財源内訳

・町国際交流協会補助金 ・

千円   まちづくり推進室

事業概要

　国際交流協会の活動を支援するとともに、長野大学とも連携を図り、中国を中心とした友好交流を促進
し、国際理解と国際意識の醸成を図る。

・国際交流員等謝礼 ・一般財源

・ ・

・広報誌等印刷 ・（諸）広告掲載料

　広報広聴一般経費 2.1.7　010221

千円 　企画調整係

千円   まちづくり推進室

・備品購入費 ・

　広報発行事業 2.1.7　010222
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 2,499  担　当　係　　　

719 2,499

819

788

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 36,305  担　当　係　　　

2,071 36,305

18,699

11,388

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 36,379  担　当　係

15,193 141

10,272 36,238

8,692 ・

・ハードウェアリース料 ・

・ ・

・ソフトウェア保守料 ・一般財源

・ソフトウェア使用料 ・

・ ・

事業概要

　行政手続きの迅速な対応と効率化を図るため、総合行政情報システム等のソフトウェア、ハードウェア等
の運用・管理を行う。

主な経費 財源内訳

千円 　企画調整係

　電算一般経費 2.1.8　010225

事業概要

　国の政策として、行政情報や申請・届出手続きの電子化、文書の電子化・ペーパーレス化を図るため、
電子情報を紙情報と同等に扱う行政（電子政府・電子自治体）の構築が進められている。
　町は、市町村行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）に接続し、国・地方公共団体間での電子文書交換、情報掲
示板及び電子メールを利用している。平成20年4月からはこのネットワークを活用し、自宅のパソコンから
申請・届出ができる「電子申請・届出サービス」がスタートしている。

主な経費 財源内訳

・県高速情報通信ネットワーク負担金 ・

　業務管理一般経費  2.1.10　010231

主要事業に関する調（総務費） 

千円 　総  務  係

事業概要

　庁舎管理に係る経費
　庁用車の更新、修理等に係る経費
　庁舎備品の更新、修理等に係る経費

主な経費 財源内訳

・光熱水費、燃料費等需用費 ・(諸)自動販売機電気料ほか

・電話料、公用車保険料等役務費 ・一般財源

・庁舎設備保守点検委託

・

　電子自治体事業 2.1.7　010224

千円 　企画調整係

・ＬＧＷＡＮ装置保守 ・一般財源

・ＬＧＷＡＮ装置等使用料 ・
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 4,051 担　当　係

3,240 4,051

785

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,531 担　当　係

383 588

69 1

230 942

246

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 144 担　当　係

44 144

60

40

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 751  担　当　係

36 751

240

・女性団体連絡会補助 82

300

・女性専門相談員報酬 ・一般財源

　人権・男女共生係

事業概要

　第2次坂城町男女共同参画計画の趣旨に沿って、住民・企業・行政が一体となって男女共同参画のま
ちづくりをめざす。

主な経費 財源内訳

　防犯対策一般経費  2.1.11　010232

・交通安全施設清掃等委託 ・一般財源

事業概要

・関係団体補助及び交付金等 ・

・交通指導員（報酬・傷害保険）

千円 　生活安全係

主要事業に関する調（総務費） 

・(諸）東信地区交通災害共済交付金

・交通安全町民大会　　 ・（諸）夜行反射材等売払

千円 　生活安全係

主な経費 財源内訳

2.1.14　010236

千円

　交通安全対策一般経費  2.1.12　010233

事業概要

千円 　生活安全係

　消費生活一般経費  2.1.13　010235

事業概要

　男女共同参画推進費

○季別交通安全運動の実施
○交通安全町民大会の実施

・

・女と男ふれあいさかきの開催

・坂城男女共同みんなの会補助

○季別地域安全運動の実施
○防犯灯の整備（新設・修繕）

主な経費 財源内訳

・防犯灯管理（蛍光灯・電気料・修繕） ・一般財源

・関係団体補助及び交付金

○消費生活活動の推進
○悪質商法被害防止に関する啓発

主な経費 財源内訳

・消費生活指導員報酬 ・一般財源

・消費生活展等

・消費者の会補助 ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 55,717  担　当　係　　　

51,763 1,000

1,631 11,550

205 43,167

1,544

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 33,017  担　当　係

4,850 210

7,091 11,550

3,560 2

10,000 21,255

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 43,679  担　当　係　　　

・システム使用料 6,490 7,025

3,969 2,557

1,701 900

15

33,182

・地方税滞納整理機構負担金 ・

・上田地区税務協議会等負担金 ・一般財源

・賃金 ・（県）県民税徴収委託金

・職員給料、手当、共済費 ・証明手数料

主な経費 財源内訳

事業概要

　町税等の賦課徴収を正確かつ円滑に行えるよう、課税対象となる収入状況や資産状況等を迅速かつ
適正に把握する。
　また、各種証明の交付等を速やかに行うため、課税・収納情報等を把握し、行政サービスの向上に努め
る。

千円 　税務係・収納推進係

　税務一般経費 2.2.1　010241

・（県）人口動態調査委託金

・一般財源

　住　民　係

・システム保守点検委託料 ・（国）国民年金事務費委託金

・電算委託料 ・（国）外国人登録事務委託金

財源内訳

　賦課徴収一般経費 2.2.2　010242

千円 　税務係・収納推進係

事業概要

　課税対象となる収入状況や資産状況等を正確に把握し、町税等の賦課を迅速かつ適正に行い、納税
通知書等の発送を円滑に行う。
　口座振替の推奨、納期内納入の促進を行い、町民の納税意識の向上を促し、新規滞納の防止に努め
る。
　また、催告、訪問、調査等により、長期滞納の減少に努め、財源を確保する。

主な経費

・固定資産評価基礎資料整備 ・原付自転車標識紛失弁償金・コピー料

・税償還金・還付加算金 ・一般財源

戸籍住民基本台帳一般経費 2.3.1　010243

千円

主要事業に関する調（総務費） 

主な経費 財源内訳

・戸籍住民基本台帳手数料

事業概要

・町税前納報奨金（固定資産税）

・戸籍の編製、戸籍・住民票の交付、印鑑証明書の登録・交付
・住民基本台帳ネットワークの運用
・外国人登録事務及び証明書交付

・督促手数料

・電算処理業務委託 ・（県）県民税徴収委託金
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 604  担　当　係

407 604

92

55

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 5,746  担　当　係

4,500 5,746

695

180

152

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 12,674  担　当　係

5,500 12,674

710

1,560

2,660

1,640

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 76 担　当　係

74 76

2

・消耗品費等需用費 ・

・ポスター掲示場設置等委託料

・通信運搬費 ・

・時間外勤務手当 ・一般財源

・費用弁償 ・

千円 　総  務  係

・印刷製本費等需用費 ・

・ポスター掲示場設置等委託料 ・

・費用弁償 ・

町長・町議会議員選挙一般経費  2.4.7　010250

　県議会議員選挙費用
　

主な経費 財源内訳

・時間外勤務手当 ・(県）選挙事務委託費

 2.4.6　010249

千円 　総  務  係

事業概要

・選挙管理委員報酬 ・一般財源

事業概要

　選挙管理委員経費

主な経費 財源内訳

　選挙管理委員会一般経費  2.4.1　010245

千円

主な経費 財源内訳

・旅費 ・

事業概要

　町長・町議会議員選挙費用
　

　総  務  係

・消耗品費 ・

　県議会議員選挙一般経費

主な経費 財源内訳

・需用費 ・（諸）県民手帳等売払

・普通旅費

主要事業に関する調（総務費） 

事業概要

　統計調査一般に関する事業を行う。

千円

・

　統計一般経費 2.5.1　010261

　企画調整係
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 4 担　当　係

4 3

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 10 担　当　係

・需用費 10 ・（県）学校基本調査市町村交付金 9

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 41 担　当　係

24 40

17

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 901 担　当　係

780 900

70

・ ・

・調査員報酬 ・（県）経済センサス市町村交付金

・指導員報酬 ・

事業概要

　全国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を明らかにするため、平成2４年2月1日
を基準日に実施する経済センサス-活動調査に係る事務。

主な経費 財源内訳

千円 　企画調整係

・需用費 ・

・ ・

事業概要

　従業者10人以上の企業を対象に、海外輸出額、海外加工賃受取額、海外拠点等の海外進出状況を調
査し、貿易振興施策の基礎資料を作成する。
　対象事業所数　約75社
　該当事業所数　約20社

主な経費 財源内訳

・調査員報酬 ・（県）輸出生産実態調査市町村交付金

　経済センサス調査 2.5.2　0102７５

千円 　企画調整係

事業概要

　学校教育法により定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学を対象とし、児童生徒数、学校数、
教職員数等の学校に関する基本事項を調査することにより、学校教育に関する行政施策資料とする。
　対象数　幼稚園1　小学校3　中学校1（指定統計第13号）
　＊高等学校は県直接調査

主な経費 財源内訳

　学校基本調査 2.5.2　010263

主要事業に関する調（総務費） 

　工業統計調査

・ ・

2.5.2　010262

千円 　企画調整係

事業概要

・需用費 ・（県）工業統計調査市町村交付金

　工業統計調査は、製造業事業所を対象に、従業者数、原材料費、製造品出荷額等を調査し、生産活
動の実態を構造的に把握し、工業施策の基礎資料とする調査である。（指定統計第10号）
　平成23年は、経済センサスを実施するため工業統計調査は実施せず、22年調査の後処理業務に係る
事務のみを行う。

主な経費 財源内訳

・ ・

2.5.2　010264

千円 　企画調整係

　輸出生産実態調査
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 556  担　当　係

534 556

10

・監査委員報酬 ・一般財源

・旅費 ・

事業概要

　監査委員経費

主な経費 財源内訳

  監査一般経費  2.6.1　010281    

千円 　総  務  係

主要事業に関する調（総務費） 
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 103,860  担　当　係

3,664 2,432

96,588 99,157

・福祉関係団体補助 2,779 1,730

132

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,243  担　当　係

80 2,243

2,000

50

113

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 65,208  担　当　係

65,208 4,230

28,290

32,688

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 443  担　当　係

252 443

71

64

54

事業概要

・一般財源・

・国民年金の得喪失及び保険料の免除申請等の届出処理

主な経費

・ ・

財源内訳

・電算委託料

主な経費 財源内訳

・国民健康保険特別会計繰出金 ・（国）基盤安定負担金

　福　祉　係

事業概要

・町社会福祉協議会の運営及び同会が実施している事業に補助をし、地域福祉の推進を図る。

　国民健康保険事業に係る一般会計から特別会計への繰出金。

・戦没者追悼式 ・

　国保特別会計繰出金事業 3.1.1　010303

　国民年金一般経費 3.1.2　010304

千円 　住　民　係

主要事業に関する調（民生費） 

千円 　保　険　係

事業概要

千円

・福祉関係総務費　　主に福祉健康課関係人件費及び福祉関係団体補助、負担金

3.1.1　010301

千円 　福　祉　係

事業概要

　社会福祉協議会補助事業 3.1.1　010302

　社会福祉一般経費

主な経費 財源内訳

・福祉委員報酬 ・（県）民生委員活動費交付金

・職員人件費 ・一般財源

・居宅介護サービス計画等作成料

・諸収入、寄付金

・ ・（県）基盤安定負担金

主な経費 財源内訳

・ヤングヒューマンネットワーク ・一般財源

・社会福祉協議会補助金 ・

・心配事相談 ・

・（国）国民年金事務費委託金

・通信運搬費

・印刷製本費

・消耗品費
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 8,055  担　当　係

1,534 517

254 7,538

589

2,903

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 4,471  担　当　係

860 50

3,332 4,421

200

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 976  担　当　係

742 976

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 164,000  担　当　係

164,000 164,000

・

　高齢者生活支援事業 3.1.3　010314

・敬老祝金 ・一般財源

・金婚式事業補助金

・長寿慶祝事業補助金 ・社会福祉基金繰入金

・老人福祉に関する一般経費。シルバー人材センター負担金、老人クラブ等の補助、長野広域の負担金
等。

千円 　福　祉　係

事業概要

主な経費

・（県）老人クラブ助成事業補助金

主要事業に関する調（民生費） 

・介護保険特別会計繰出金 ・一般財源

・

・更埴地区老人大学負担金 ・一般財源

・外出支援サービス委託料 ・一般財源

・長野広域負担金 ・

・シルバー人材センター負担金

・老人福祉推進のため、町が単独で実施している事業。高齢者の敬老慶祝事業及び金婚式実行委員会
への補助。

　老人福祉町単事業 3.1.3　010312

主な経費

千円 　保　険　係

財源内訳

事業概要

事業概要

千円 　保　険　係

　移動困難者等の、医療機関・介護サービス提供事業所等への移動の支援等を行う。

主な経費 財源内訳

　老人福祉一般経費 3.1.3　010311

千円 　福　祉　係

主な経費 財源内訳

財源内訳

・老人クラブ補助金

　介護保険事業に係る一般会計から特別会計への繰出金。

介護保険特別会計繰出金事業 3.1.3　010318

・

・ ・

事業概要
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（単位：千円）

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 202,860  担　当　係

5,973 23,735

164,000 179,125

32,887

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 5,971 担　当　係

1,846 897

1,103 30

2,055 5,044

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 447  担　当　係

200 66

245 16

101

264

　後期高齢者医療保険事業 3.1.3　010320

財源内訳

・燃料費 ・（使）介護予防施設使用料

・一般財源

　老人保健事業 3.1.3　010323

財源内訳

・老人保健医療費等負担金 ・(国)老人保健医療費負担金

千円 　保　険　係

　介護予防施設運営事業 3.1.3　010322

千円 　保　険　係

主要事業に関する調（民生費） 

　高齢者の健康の増進や介護の予防、教養の向上等を供与するため、介護予防施設「ふれあいセン
ター」の運営を行う。

主な経費

事業概要

事業概要

千円 　地域包括支援センター

　７５歳以上の後期高齢者の医療については、平成20年度から県内全市町村が加入する「後期高齢者医
療広域連合」が設立され、保険料賦課決定、医療給付等の支払業務を行っており、町では保険料の徴
収、窓口業務を行う。
　給付費負担金の1/12及び広域連合負担金については、後期高齢者医療特別会計を経由せず、直接
町から広域連合に支出する。
　また、後期高齢者医療保険料に係る保険基盤安定繰入金及び事務費について、一般会計から特別会
計へ繰り出しを行う。

主な経費 財源内訳

・後期高齢者医療広域連合負担金 ・（県）基盤安定負担金

・後期高齢者医療給付費負担金 ・一般財源

・後期高齢者医療特別会計繰出金 ・

主な経費

・光熱水費 ・（諸）温泉ポンプ電気料

・施設管理業務等委託 ・一般財源

・国庫等返還金 ・(県)老人保健医療費負担金

・支払基金交付金

・

事業概要

　老人保健での医療給付等については、特別会計を設けて処理してきたが、後期高齢者医療制度の創
設から３年を経過したことから、特別会計を廃止し、平成２３年度から一般会計へ移行する。

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,036  担　当　係

442 212

120 1

40 1,823

100

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,350  担　当　係

1,350 1,350

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,427  担　当　係

35 1,427

1,392

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 12,357  担　当　係

2,708 150

454 12,207

7,920

1,056

　福　祉　係

・重度心身障害者福祉年金 ・

・特定疾患者見舞金 ・

・じん臓機能障害通院費補助金 ・社会福祉基金繰入金

・知的障害者通園・通学費補助金 ・一般財源

事業概要

　介護者の労をねぎらい、障害者及びその家族の福祉の増進を図る。

事業概要

　じん臓機能障害者の通院及び知的障害者の施設等への通園・通学の負担の軽減、重度障害者の福
祉の増進を図る。

主な経費 財源内訳

　心身障害者町単事業 3.1.4　010334

千円

・ ・

　心身障害者福祉一般経費 3.1.4　010331

主な経費 財源内訳

　重度障害者の外出等の負担軽減のため福祉タクシー利用券を交付し福祉の向上を図る。

千円 　福　祉　係

重度障害者介護慰労金支給事業 3.1.4　010332

千円 　福　祉　係

・長野広域連合負担金 ・(県）難病患者等居宅生活支援

主な経費 財源内訳

千円

・障害者スポーツ大会負担金 ・一般財源

　　障害のある人もない人も、誰もが等しく家庭や住み慣れた地域で、お互いに人間として尊重しあいな
がら生活ができるようにしていくという「ノーマライゼーション」の考え方に基づき、心身障害者福祉の各種
事業を支援。

  福　祉　係

事業概要

・障害者スポーツ大会補助金 ・(県）特別障害者手当等所得状況

事業概要

・視覚障害者支援事業補助金 ・

・介護慰労金 ・一般財源

・ ・

　福祉タクシー委託事業 3.1.4　010333

主な経費 財源内訳

・印刷製本費 ・一般財源

・福祉タクシー委託 ・

主要事業に関する調（民生費） 
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 54,075  担　当　係

46,900 22,009

7,100 32,066

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 824  担　当　係

146 126

243 698

353

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 175,780  担　当　係

146,620 87,890

25,380 43,945

3,780 43,945

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 6,450  担　当　係

10 3,220

6,440 1,610

1,620

　福祉医療給付事業 3.1.4　010335

　自立支援医療事業費 3.1.4　010338

千円 　福　祉　係

事業概要

　身体障害者が手術等により障害を除去、軽減するための医療について、自己負担に係る医療費の給
付を行う。

・一般財源

主な経費

主な経費 財源内訳

・訓練等給付費 ・（県）障害者自立支援給付費負担金

・特定障害者特別給付費 ・一般財源

自立支援給付一般事業費   3.1.4　010336

千円   福　祉　係

事業概要

　障害者自立支援給付に係る事務的な経費。
　主なものは医師意見書作成手数料、国保連合会への障害介護給付費支払に係る事務費及び電算へ
の自立支援法システムに係る委託料。

・主治医意見書作成手数料 ・(国)障害者程度区分認定等事業費補助金

主な経費 財源内訳

主な経費 財源内訳

・ ・

・重度障害者福祉医療費 ・（県）身体障害者医療費補助金

・国保連等委託料 ・一般財源

千円 　福　祉　係

事業概要

　障害者の医療費自己負担分を助成する。

・介護給付費審査支払手数料 ・一般財源

・支援費電算等委託

事業概要

　障害種別ごとの異なる障害者福祉サービスを一元化し、共通の制度の下で福祉サービスを提供する事
業｡
  障害者福祉サービス事業の種類には、障害者とその家族等の日常生活の介護を中心に援助する介護
給付と、障害者の就労を援助する訓練給付がある｡
　介護給付の内容は、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・共同生活
介護（ケアホーム）・施設入所支援・児童ディサービスがあり、訓練等給付の内容は、自立訓練（機能訓
練・生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助がある。

　介護・訓練等給付事業費 3.1.4　010337

千円 　福　祉　係

財源内訳

・自立支援医療審査手数料 ・（国）障害者自立支援医療費負担金

・介護給付費 ・（国）障害者自立支援給付費負担金

・自立支援医療費 ・（県）障害者自立支援医療費負担金

・

主要事業に関する調（民生費） 
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,500  担　当　係

2,500 1,250

625

625

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 20,655  担　当　係

11,000 2,376

2,675 811

1,700 1,188

3,000 150

16,128

2

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 5,396  担　当　係

5,216 4,047

180 1,349

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 247  担　当　係

217 247

30

・新法移行等の円滑化事業 ・一般財源

自立支援対策特別対策事業 3.1.4　010341

千円 　福　祉　係

主な経費 財源内訳

・事業者の運営安定化等事業 ・（県）自立支援対策特別事業補助金

千円 　福　祉　係

事業概要

　身体障害者(児）の失われた身体機能を補う用具の給付を行う。

　補装具支給等支援事業費 3.1.4　010339

主な経費 財源内訳

・補装具交付・修理等 ・（国）障害者自立支援給付費負担金

・ ・（県）障害者自立支援給付費負担金

　地域生活支援事業費 3.1.4　010340

千円 　福　祉　係

事業概要

　障害者自立支援法により、市町村に実施が義務付けられた地域生活支援事業について、　相談事業、
地域活動支援センター事業、移動支援事業等を実施し、障害者の地域活動を支援する。

・ ・一般財源

・地域活動支援センター委託 ・（国）地域生活支援事業統合補助金

・相談員等設置委託料 ・（県）日中一時支援サービス事業

・日中一時支援サービス事業

・日常生活用具支給事業

・（県）地域生活支援事業統合補助金

・（県）障害（児）者等自立生活体験事業

主な経費 財源内訳

・ ・一般財源

　障害福祉計画策定事業 3.1.4　010344

千円 　福　祉　係

事業概要

　○平成22年度は、障害者基本法第９条に基づく障害者のための施策に関する基本的な事項を定める
中長期の「障害者計画」（平成23～32年度までの10年計画）を策定した。
　○平成23年度には、障害者計画（平成22年度策定済）を基本に、障害者自立支援法第８８条に基づく
障害福祉サービス等の必要量の見込み、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保等に関する3
年を1期として定める「障害福祉計画」（平成24～26年度までの３年計画）を策定する。

・委員報酬

・

・一般財源

・その他

主な経費 財源内訳

事業概要

　障害者が自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする障害者自立支援法の施行
に伴う激変緩和。新たな事業に直ちには移行できない事業者の経過的な支援等新法への円滑な移行促
進を図るため、県に障害者自立支援対策臨時特例交付金により造成された基金を活用し行う特別対策
事業。

・

主要事業に関する調（民生費） 

・印刷製本費
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,209  担　当　係

2,209 2,208

1

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 3,544  担　当　係

468 13

2,480 160

53 3,371

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 10,600  担　当　係

1,319 110

560 3,408

2

7,080

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 15,364  担　当　係

15,360 3,000

12,364

緊急雇用・福祉施設自主製品
等販路拡大事業（新）

3.1.4　010345

千円 　福　祉　係

事業概要

　障がいのある人への認識を深め、福祉の輪を広げるとともに、障がい者の社会進出を図るため、千曲・
坂城地域自立支援協議会に所属する授産施設や福祉施設の自主製品を販売できる施設が整備される。
　これまで、製品販売はイベント等の展示販売が中心であったため、販売量も限られていた。そこで、常
設の販売交流施設を整備し、自主製品の販売を行うとともに、障がい者同士の交流等を行う。施設運営
にあたって、社会福祉法人に委託する。

主な経費 財源内訳

・委託料 ・（県）緊急雇用創出事業補助金

・ ・一般財源

事業概要

  養護老人ホームへの入所措置を行い、高齢者の福祉の増進を図る。

主な経費 財源内訳

　　高齢者対策費 3.1.7　010361

千円 　福　祉　係

・入所措置費 ・入所負担金

・ ・一般財源

・ ・

千円

・坂端小集落登記交渉 ・一般財源

・人権同和啓発の推進 ・（使）施設使用料

事業概要

　あらゆる差別の解消に向けて、人権啓発を推進し「人権尊重のまちづくり」の確立を目指す。

主な経費 財源内訳

　隣保館運営一般経費 3.1.6　010352

・解放運動団体補助等（委託料含む） ・（県）人権啓発事業補助

　人権・男女共生係

・ ・

・

財源内訳

・隣保館運営費 ・（使）施設使用料

・一般財源

　地域住民の福祉の向上を目指し、さまざまな人権問題の解決を図る。

主な経費

事業概要

・（諸）コピー使用料

・各種講座の開設 ・（県）隣保館運営事業補助

・

主要事業に関する調（民生費） 

千円 　人権・男女共生係

　人権同和推進一般経費 3.1.5　010351
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 3,508 担　当　係

1,968 1,978

378 1,530

211

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 7,600 担　当　係

7,600 5

7,595

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,260 担　当　係

1,260 315

315

630

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 6,480 担　当　係

6,480 6,480

　生きがい活動支援事業 3.1.8　010365

千円 　地域包括支援センター

事業概要

　虚弱な高齢者を対象に、生きがい活動支援通所事業を通じ日常生活の指導や身体機能の訓練等を行
い、要支援、要介護状態への進行防止を支援する。

主な経費 財源内訳

・生きがい活動支援通所事業委託 ・一般財源

・ ・

主要事業に関する調（民生費） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ一般経費 3.1.8　010362

千円 　地域包括支援センター

　要支援、要介護高齢者及びその家族の地域包括ケアを支援する中核機関として、地域包括支援セン
ターの運営を行う。

・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託 ・（諸）居宅介護サービス計画等作成料

・介護給付システムリース ・

千円 　地域包括支援センター

・ ・

主な経費 財源内訳

事業概要

老人福祉センター委託事業 3.1.8　010363

・ ・

・介護給付システム保守委託 ・一般財源

事業概要

　高齢者の健康の増進や介護の予防、教養の向上等を供与するため、老人福祉センター「夢の湯」の管
理運営を行う。

主な経費 財源内訳

・老人福祉センター管理委託 ・（使）老人福祉センター使用料

・ ・

　住宅整備事業 3.1.8　010364

事業概要

　要介護者（要介護認定３・４・５）及び重度障害者が、日常生活で使用している居室・浴室・トイレ等を改
修することに要した経費の一部を補助する。

千円 　地域包括支援センター

・ ・一般財源

主な経費 財源内訳

・ ・（県）障害者にやさしい　〃　

・寝たきり老人等住宅整備補助金 ・（県）高齢者にやさしい住宅改良促進

・ 　事業補助金

・ ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 14,528 担　当　係

9,900 14,528

473

4,125

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 5,937 担　当　係

2,001 5,937

3,045

680

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 129  担　当　係

80 46

23 83

26

　地域包括支援センター

・寝たきり老人等介護者慰労金 ・一般財源

・ ・

  児童福祉一般経費 3.2.1　010371

千円 　福　祉　係

財源内訳

・独り暮らし老人訪問員手当 ・一般財源

3.1.8　010367

千円

事業概要

　児童福祉の総合的な推進のため、委員会を開催する。

主な経費 財源内訳

・保育園運営委員会委員報酬 ・（国）特別児童扶養手当事務費委託金

・通信運搬費（児扶・特児用） ・一般財源

・消耗品費 ・

・ ・

主な経費 財源内訳

事業概要

主要事業に関する調（民生費） 

　家族介護支援事業 3.1.8　010366

千円

・寝具洗濯等サービス委託 ・

事業概要

　緊急通報体制整備事業

　地域包括支援センター

・介護用品購入費支給 ・

　要介護者（要介護認定３・４・５）及び重度障害者を在宅で介護している者を対象に、精神的・経済的負
担の軽減を図る。

・あんしん電話保守等委託

・

・

　緊急通報装置（あんしん電話）の貸与及び独り暮らし老人訪問員の協力により、独り暮らし老人の緊急
時の体制を整備する。

主な経費

・

・緊急通報システムリース ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 15,514  担　当　係

15,500 7,440

8,074

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,700  担　当　係

1,700 1,700

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 333,561  担　当　係

332,876 263,542

22 510

105 108

270 34,667

80

35,062

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 372  担　当　係

340 9

363・ ・一般財源

・母子家庭等児童激励祝金 ・（手）母子家庭証明手数料

・ ・

主な経費 財源内訳

事業概要

・ひとり親家庭に対し、小・中学校入学時、中学校・高等学校卒業時に祝金5,000円を支給する。
・父親が死亡した母子家庭に、慰問金3,000円を支給する。
・交通事故等により父母を失った遺児等に、年額5,000円を支給する。

・一般財源

  母子等福祉事業費 3.2.2　010375

・(県)子ども手当県費負担金

・(県)児童手当負担金

・ ・

千円 　福　祉　係

　中学卒業（１５歳）までの子ども１人当たり月額１３，０００円を支給する。
　平成２３年４月分より３歳未満は７，０００円上積みし２０，０００円を支給する。

主な経費 財源内訳

・子ども手当 ・(国)子ども手当負担金

・消耗品費

・(国)児童手当負担金

・児童手当

  子ども手当等 3.2.1　010377

千円 　福　祉　係

事業概要

・(国)子ども手当事務費交付金

・印刷製本費

・出産祝金 ・一般財源

　中学校卒業までの子どもの医療費自己負担分を助成する。
　ただし、小１年～中３年は入院のみ。

事業概要

  出産祝金事業 3.2.1　010374

千円 　福　祉　係

主要事業に関する調（民生費） 

　乳幼児等医療給付事業 3.2.1　010373

千円 　福　祉　係

事業概要

主な経費 財源内訳

・乳幼児等福祉医療費 ・（県）乳幼児医療費補助金

・ ・一般財源

　　出産をした親に対し、第２子まで１人につき10,000円分、第３子以降は30,000円分の町商品券を支給
する。
　子の出生時に、母親が坂城町に３カ月以上在住していることを要件とする。

主な経費 財源内訳
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 5,400  担　当　係

5,280 2,640

120 60

2,700

　事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 154,730  担　当　係

・一般職給料等 138,470 90,000

6,450 105

4,383

15

1,300

650

10

58,267

　母子・父子医療給付事業 3.2.2　010376

千円 　福　祉　係

事業概要

　母子家庭の母子等と父子家庭の父子の医療費自己負担分を助成する。

主要事業に関する調（民生費） 

主な経費 財源内訳

・母子福祉医療費 ・（県）母子医療費補助金

・父子福祉医療費 ・（県）父子医療費補助金

・ ・一般財源

　福　祉　係

事業概要

　保育園の人件費等運営に係る経費

・ ・

  保育園一般経費 3.2.3　010381

千円

・ ・（県）保育所運営費負担金

・ ・（負）広域入所市町村負担金

・ ・（使）児童福祉施設使用料

・ ・（国）保育所運営費負担金

主な経費 財源内訳

・（負）保育負担金

・広域入所負担金 ・（負）保育負担金滞納繰越分

・（諸）保育所納入伝票売払

・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 56,378  担　当　係　　　

35,190 2,070

18,386 576

1,577 790

1,180

30

51,732

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 32,929  担　当　係　　　

20,055 1,703

10,783 720

1,497 790

813

28,903

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 26,653  担　当　係　　　

14,360 847

9,290 590

790 25,216

　坂城保育園費 3.2.6　010384

　南条保育園費 3.2.4　010383

千円 　南条保育園

事業概要

・６カ月からの児童を受け入れる。
・０歳児３クラス、１歳児２クラス、２歳児３クラス、３歳児３クラス、４歳児２クラス、５歳児２クラスの計１５クラス
編成。合計１７４名の児童を保育する。
・保護者の病気や緊急時、リフレッシュ等のため一時保育を実施する。
・午前７：３０～午後７：３０まで（土曜日は午後７時まで）延長保育を実施する。

主な経費 財源内訳

・臨時保育士賃金

主要事業に関する調（民生費） 

・（負）長時間保育負担金

・需用費 ・（負）一時保育負担金

・委託料 ・（国）次世代育成支援対策交付金

・ ・（諸）保育園職員給食実費納入金

・（諸）太陽光発電電気料

・ ・一般財源

千円 　坂城保育園

事業概要

・１２カ月からの児童を受け入れる。
・１歳児２クラス、２歳児１クラス、３歳児２クラス、４歳児２クラス、５歳児２クラスの計９クラス編成。合計１０７
名の児童を保育する。
・保護者の病気や緊急時、リフレッシュ等のため一時保育を実施する。
・午前７：３０～午後７：００まで延長保育を実施する。

主な経費 財源内訳

・臨時保育士賃金 ・（負）長時間保育負担金

・需用費 ・（負）一時保育負担金

・委託料 ・（国）次世代育成支援対策交付金

・ ・（諸）保育園職員給食実費納入金

・ ・一般財源

　村上保育園費 3.2.7　010385

千円 　村上保育園

事業概要

・１２カ月からの児童を受け入れる。
・１歳児２クラス、２歳児１クラス、３歳児２クラス、４歳児１クラス、５歳児１クラスの計７クラス編成。合計８３名
の児童を保育する。
・午前７：３０～午後７：００まで延長保育を実施する。

主な経費 財源内訳

・臨時保育士賃金 ・（負）長時間保育負担金

・需用費 ・（諸）保育園職員給食実費納入金

・委託料 ・一般財源

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 10,030 担　当　係

5,850 10,030

2,637

354

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 7,151 担　当　係

6,753 4,360

392 2,791

6

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 8,187  担　当　係　　　

4,556 3,700

624 4,482

195

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 190  担　当　係

100 190

90

　災害救助一般経費  3.3.1　010391

千円 　福　祉　係

事業概要

　災害により被災した場合、被災者に対して災害見舞金を支給する。
　災害の発生時に炊き出しを行った場合は、その費用分を給付する。

主な経費 財源内訳

・ブックスタート事業 ・

・見舞金 ・一般財源

・食料費

・家庭児童相談員報酬 ・一般財源

・賃金 ・（国）次世代育成支援対策交付金

主な経費 財源内訳

事業概要

・育児中の母親等に、居心地の良い遊び場・集いの場や情報を提供し、子育ての支援をする。
・子育てサークルの育成、支援を図る。
・子育てに関する悩み等に幅広く対応できるよう、専門の家庭児童相談員を配置し、相談に応じる。
・行政をはじめ、児童相談所、保育園、学校、民生児童委員など、各関係機関との連携を図り、児童虐待
に対応する。

千円 　子育て支援センター

　子育て支援センター事業 3.2.10　010388

　児童館運営費 

主要事業に関する調（民生費） 

3.2.8　010386

千円 　学校教育係

事業概要

 児童が放課後健全に過ごせる遊びの場の提供と指導を行う。

主な経費 財源内訳

・館長報酬　 ・一般財源

・臨時職員賃金 ・

・光熱水費 ・

放課後児童健全育成事業 3.2.9　010387

千円 　学校教育係

事業概要

  保護者が仕事などにより、昼間家にいない児童を対象（おおむね１年生から３年生）とし、児童館で放課
後の適切な遊びの場、生活の場を提供する。
　町内３児童館（南条・坂城・村上）にて年間２５０日間の開館、利用する児童を登録し、各児童館で毎日
平均５０名前後の利用を予定。

主な経費 財源内訳

・臨時職員賃金　　 ・（県）児童健全育成事業

・消耗品費 ・一般財源

・旅費 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 54,768  担　当　係　　　

54,253 54,786

124

26

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 186  担　当　係

92 186

50

24

15

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,636  担　当　係

798 12

774 2,624

495

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 1,148  担　当　係　　　

1,008 1,148

主要事業に関する調（衛生費） 

・輪番制病院運営事業負担金

　予防費一般経費 4.1.2　010403

事業概要

・在宅当番医制事業委託 ・（諸）母子健康手帳助成金

千円 　保健センター

主な経費 財源内訳

・乳幼児健診等のフォロー児を対象に母と子のひろば（たんぽぽ教室）を開催したり、母子保健法に基づ
き母子健康手帳の交付等を行う。
・休日や年末年始等における緊急・救急医療確保のため、千曲医師会に在宅当番医を委託する。
・救急医療対策の２次救急医療体制（手術や入院治療を必要とする重症患者の対応）確保のため、病院
群輪番制事業を長野広域連合と連携し実施する。また、夜間の急患に対応するため、上田市、東御市、
長和町、青木村との共同運営により上田市小児初期救急センターの運営費を負担する。

4.1.1　010401　保健衛生一般経費

　精神保健福祉等事業 4.1.1　010402

千円 　保健センター

事業概要

・保健事業に係わる人件費
・町民の健康維持、健康増進等の保健活動を行うための一般経費

主な経費 財源内訳

・人件費 ・一般財源

・日々雇用者傷害保険料 ・

・市町村保健活動総合保険料 ・

千円 　保健センター

事業概要

・精神保健福祉法に基づき、精神障害者及びその家族等の相談に応じたり、住民の関心と理解を深め
る。
・デイケア等を開催したり、長野精神保健協議会、長野県家族会連合会等と連携し、精神保健活動を支
援する。

・臨時保健師等賃金 ・一般財源

主な経費 財源内訳

・デイケア講師謝礼 ・

・長野県精神保健協議会負担金 ・

・長野県家族会連合会負担金 ・

・上田市小児初期救急負担金 ・一般財源

・

　結核関係一般経費 4.1.2　01040４

千円 　保健センター

事業概要

主な経費 財源内訳

・感染症法に基づき、６５歳以上の町民を対象に、結核レントゲン検診を行い、感染予防に努める。

・結核レントゲン検診委託料 ・一般財源

・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 17,325  担　当　係

14,410 260

1,215 4,368

524 12,697

314

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 37,367  担　当　係

18,063

15,041 7,211

3,330 30,156

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 18,201  担　当　係　　　

875 5,543

1,498 987

3,869 11,671

・肺がん検診 4,099

3,498

主な経費 財源内訳

・医薬材料費 ・一般財源

・子宮頸がん等予防接種

主な経費

　予防接種事業 4.1.2　01040６

・新生児訪問 ・

事業概要

・（国）次世代育成支援対策交付金

・臨時保健師等賃金

　

・乳幼児健診医師手数料 ・一般財源

事業概要

・予防接種法に基づき、伝染疾病の発生及びまん延を予防するために予防接種を行い、公衆
衛生の向上に努める。
・また、中学３年生と高校１年生の女子を対象に子宮頸がん予防ワクチン接種を、生後２か月
から５歳未満児を対象にヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン接種をそれぞれ実施する。

千円

・妊婦一般検診

・一般健康診査 ・（負）健康増進事業検診者負担金

・胃検診 ・（国）女性特有のがん検診事業補助金

　保健センター

事業概要

・健康増進法に基づき、２０歳から３９歳及び７５歳以上の方を対象に一般健康診査を実施する。また、２０
歳以上の女性を対象に子宮がん検診、３０歳以上の女性を対象に乳房検診、４０歳以上の方を対象に大
腸検診、肺がん検診、４０～７９歳までの方を対象に胃検診等を実施する。
・女性特有のがん検診事業として、乳房検診 （４０・４５・５０．５５．６０歳の女性）　と子宮がん検診（２０・２
５・３０・３５・４０歳の女性）について、無料クーポン券を発行し受診率向上を図る。

主な経費 財源内訳

千円

・乳房検診 ・一般財源

・子宮がん検診

　保健センター

・麻疹等予防接種 ・（県）子宮頸がん等ワクチン接種促進事業補助金

財源内訳

　乳幼児健診事業 4.1.2　01040５

主要事業に関する調（衛生費） 

・母子保健法に基づき、新生児訪問、乳幼児健康診査、健康相談、妊婦一般健康診査等を行う。

千円 　保健センター

・（県）妊婦健康診査臨時補助金

　健康増進事業 4.1.4　0104１４
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,638  担　当　係

2,411 1,778

194 860

　

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 613  担　当　係　　　

256 152

132 222

100 ・一般財源 239

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 576  担　当　係　　　

240 576

161

100・自動ドア保守点検

・光熱水費

・燃料費 ・一般財源

主な経費 財源内訳

事業概要

・保健センターの管理及び運営

千円 　保健センター

・食育講演

　保健センター管理一般経費 4.1.5　0104２１

・臨時栄養士等賃金 ・（諸）料理・健康教室参加費等

・（県）健康増進事業補助金

主な経費 財源内訳

千円 　保健センター

千円 　保健センター

・健康増進法に基づき、生活習慣病、糖尿病、脳血管、心疾患を予防するために、健診受診者の中から
ハイリスク者を中心に、健康教室や訪問等による個別指導を実施する。
・食の重要性を認識し、健全な食生活を実践していただくため、関係各課と連携をとる中で、栄養指導や
教室等を開催し、食育の推進に努める。

・後期高齢者健診委託料

　食育・健康づくり推進事業 4.1.4　0104１８

事業概要

・ストレッチ教室、ヨガ教室講師謝礼

主要事業に関する調（衛生費） 

　後期高齢者健康推進事業 　4.1.4　0104１６

・７５歳以上の後期高齢者に対し、人間ドックや健康診査に係る助成事業を行う。

主な経費 財源内訳

事業概要

・後期高齢者健診補助金 ・一般財源

・（諸）後期高齢者健診事業補助金
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 247 担　当　係

224 247

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 5,600 担　当　係

5,600 5,600

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 518 担　当　係

・自治区環境浄化整備事業補助金 518 518

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 182 担　当　係

182 182

千円

自治区環境浄化整備補助事業 4.1.6　010433

4.1.6　010432

千円 　環境保全係

事業概要

　環境保全係

事業概要

　環境衛生一般経費

　環境保全係

雑排水浄化槽汚泥処理委託事業

千円

4.1.6　010431

主な経費 財源内訳

・雑排水浄化槽汚泥処理 ・一般財源

・環境衛生委員報酬 ・一般財源

○環境衛生の向上を図る
○雑排水浄化槽の設置指導
○墓地の経営・改装の許可等

主な経費

○家庭等から排出される雑排水浄化槽の処理（業務委託）
　 ①収集運搬業者が家庭等から雑排水浄化槽汚泥を収集し、中間処理施設へ搬入
　 ②搬入された汚泥を脱水処理
　 ③脱水汚泥を 終処分施設へ搬入
　 ④ 終処分施設にて堆肥化

財源内訳

主要事業に関する調（衛生費） 

事業概要

○自治区内の環境美化（美化保全）及び収集所維持管理費も含む活動に対して補助
   (6月環境月間美化活動補助）

○公共施設、主要道路、山林、河川等の公共の場の不法投棄防止パトロール及び不法投棄物の回収を
　 定期的に実施（業務委託）

事業概要

千円

主な経費 財源内訳

・一般財源

　環境保全係

　不法投棄ゴミ撤去事業 4.1.6　010434

主な経費 財源内訳

・不法投棄ゴミ撤去 ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 782 担　当　係

273 782

443

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,640 担　当　係

1,640 1,639

1

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 2,731 担　当　係

1,928 2,731

504

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 117 担　当　係

29 117

82

　環境保全係

事業概要

　環境保全対策一般経費 4.1.8　10437

主な経費 財源内訳

・委託料 ・（県）緊急雇用創出事業補助金

事業概要

千円 　環境保全係

　公害対策一般経費

・消耗品費（鑑札、注射済票等作成） ・手数料

千円 　環境保全係

4.1.7　10436

・委託料（狂犬病予防注射）

事業概要

・一般財源

千円

　緊急雇用・不法投棄「０」作戦事業 4.1.6　010446

・委託料（不法投棄防止看板等作成）

・地下水調査

主な経費

・河川水質調査 ・一般財源

財源内訳

・報酬（生活環境保全審議会委員） ・一般財源

○公害のない明るい住みよい環境保全のため、河川、地下水等の環境調査を定点定期に実施し、監視
　 する
○環境を害する苦情等の相談

○公共施設、主要道路、山林、河川等の公共の場の不法投棄防止パトロール及び不法投棄物の回収を
　 定期的に実施（業務委託）

主な経費 財源内訳

千円 環境保全係

事業概要

主要事業に関する調（衛生費） 

4.1.6　010435　狂犬病予防事業

○生活環境保全審議会に関すること
○良好な自然環境及び社会環境の保全に努める
○一定規模の開発行為者に対して「開発指導要綱」などに基づく指導を行い、良好な景観形成を図る

主な経費

○犬の登録に係る事務
○狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射に係る事務
○犬（猫）の糞尿公害等に伴う飼主のマナー向上の啓発

財源内訳
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 11,158  担　当　係　　　

・合併処理浄化槽設置事業補助金 9,678 ・(国)汚水処理施設整備交付金 1,829

1,310 ・(県)合併処理浄化槽設置事業補助金 1,583

・一般財源 7,746

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 780 担　当　係

32 520

320 260

200

200

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 900 担　当　係

900 900

・合併処理浄化槽維持管理補助金

・

事業概要

　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道計画区域外（小網他）において、
住宅に合併処理浄化槽を設置する場合に要する経費に対し、国・県・町で補助金を交付する。

○合併処理浄化槽設置整備事業　13基　9,678千円
　・5人槽　332千円×2基　・7人槽　414千円×9基　・10人槽　548千円×2基　＝13基　5,486千円
　・小網地区分　・5人槽　332千円×1基 ・7人槽　414千円×8基　・10人槽　548千円×1基　＝　10基
4,192　　　千円
○合併処理浄化槽維持管理補助金　39基

主な経費 財源内訳

千円 　下水道係

合併処理浄化槽設置補助事業 4.1.10　010439

ごみ危険物収集所整備補助事業 4.2.1　010441

千円 　環境保全係

千円 　環境保全係

事業概要

事業概要

主な経費 財源内訳

・消耗品費

　清掃総務一般経費 4.2.1　010440

○可燃ごみ・不燃ごみの収集所（収集庫）の維持管理に係る費用の補助
○自治区所有収集所の維持管理等の指導

主な経費

・負担金補助及び交付金

・印刷製本費（ごみ分別収集計画表） ・一般財源

・修繕料

・手数料

財源内訳

・収集所整備補助金 ・手数料

○町の廃棄物処理計画・分別収集計画の策定
○家庭等から排出される一般廃棄物の適正処理指導
○毎年度の収集計画表（カレンダー）の作成
○一般廃棄物の収集運搬業の許認可に係る事務
○資源物収集庫の管理（維持管理）
○生ごみ堆肥化の推進

主要事業に関する調（衛生費） 
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 152,375 担　当　係

5,436 4,750

13,000 6,690

263 790
・用地借上料 250 140,145

・長野広域連合負担金 5,978

・葛尾組合負担金 126,690

420

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,500 担　当　係

1,500 1,500

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,300 担　当　係

1,300 1,300・手数料

　ごみ減量化容器等設置補助事業

事業概要

4.2.2　010444

千円

・粗大ごみ不法投棄処理委託

千円 　環境保全係

事業概要

・家電リサイクル補助金

・ごみ・資源ごみ収集処理委託 ・手数料

主な経費 財源内訳

・消耗品費（指定袋作成等） ・（諸）指定袋売払

○一般廃棄物の収集運搬及び処理の業務委託
○ 終処分場所在市町村との 終処分に係る事前協議
○指定袋の取扱い
○不法投棄物の処理
○長野広域連合に関すること
○葛尾組合に関すること
○資源物回収引取り協力業者との提携（業務委託）

　環境保全係

事業概要

　塵芥処理一般経費 4.2.2　010442

千円

主要事業に関する調（衛生費） 

・（諸）古紙売払い

・一般財源

　資源物回収奨励事業 4.2.2　010443

○ごみの分別徹底とごみの再利用化・資源化の促進
○PTA等の非営利団体が実施する資源物の回収に対して奨励金を交付

・

主な経費 財源内訳

・資源物回収奨励金 ・一般財源

○家庭系生ごみの有効活用及び減量化を目的に「生ごみ堆肥化容器設置補助金制度」により、補助金
　 を交付

主な経費 財源内訳

・ごみ減量化容器等設置補助金

　環境保全係
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 43,792 担　当　係

41,392 43,792

2,400

　し尿処理一般経費 4.2.3　010445

千円 　環境保全係

事業概要

主要事業に関する調（衛生費） 

・

・し尿投入手数料負担金

主な経費 財源内訳

・千曲衛生施設組合負担金 ・一般財源

○し尿処理に係る事務
○し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に係る事務
○千曲衛生施設組合に関すること
○収集運搬業者のし尿投入手数料の一部負担
○し尿合理化計画に関すること
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 8,901  担　当　係　　　

1,000 8,901

1,000

140

80

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 13,058  担　当　係

5,000 5,000

260 2,310

690

7,000 1

5,747

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 4,085  担　当　係

4,000 4,085

85

・一般財源

主要事業に関する調（労働費） 

　労政一般経費 5.1.1　010501

千円 　商工観光係

事業概要

・更埴職業安定協会負担金 ・

・町労務管理協議会補助金 ・

主な経費 財源内訳

千円 　商工観光係

事業概要

　勤労者の生活安定と福祉の向上を図る各種事業を展開
・勤労者の生活安定のため、低利の生活資金のあっせん及び住宅建設資金融資利子の補助金を交付
する。また、生活資金信用保証料の補給金を交付する。
・中小企業の労働者の福祉の増進と企業の振興に寄与することを目的として、中小企業退職金共済制
度、特定退職金共済制度加入者に対し掛金の一部を補助する。
・更埴地域の勤労者互助会を広域化した財団法人運営のための補助。

千円 　商工観光係

　企業における職場環境の改善、労務管理に関する事業、人材確保及び人材高度化に関する事業や中
高年齢者及び障害者の就労機会の開発など、関係機関、各種団体と連携を図りながら、事業を行う。

主な経費 財源内訳

・テクノハート坂城協同組合補助金 ・一般財源

・人材確保推進事業費補助金 ・

　勤労者福祉対策事業 5.1.1　010502

・勤労者生活資金貸付預託金 ・（諸）勤労者生活資金貸付金元利収入

・勤労者住宅建設資金融資利子補給金 ・（負）（財）更埴地域勤労者共済会運営負担金

・中小企業退職金共済掛金補助金 ・（財）勤労者住宅建設融資利子

・（財）更埴地域勤労者共済会補助金 　　　　補給基金積立金利子

・センター管理委託料 ・一般財源

事業概要

　坂城勤労者総合福祉センターの管理を（財）更埴地域勤労者共済会に委託し、勤労者等の健康管理・
文化活動・研修等各種事業を展開する。

主な経費 財源内訳

勤労者総合福祉センター管理 5.1.1　010503

・下水道受益者負担金 ・

・

・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 19,444  担　当　係　　　

3,586 1

18 1,379

14,573 107

662 3

35 10

148 17,944

183

234

5

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 165  担　当　係

53 165

13

59

40

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 22,894  担　当　係　　　

22,798 22,894

75

・普通旅費

・需用費

・町農業者年金協議会補助金 ・

・農業者年金加入推進人賃金 ・(諸）農業者年金取扱手数料

主な経費 財源内訳

千円 　農業委員会

事業概要

・農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的に、農業者年金事業を実施する。

・需用費 ・一般財源

　農業者年金業務 6.1.1　010602

・県女性農業委員の会負担金

・長野県農業委員会協議会負担金

・農地台帳整備

・農作業標準賃金等協定協議会委員報酬 ・（県）農業委員会交付金

・給料・手当・共済 ・（諸）農業者年金取扱手数料

・旅費 ・（諸）申請用紙売払

・交際費 ・（諸）国有農地等維持管理事務取扱交付金

　農業委員会一般経費 6.1.1　010601

事業概要

・農業委員報酬 ・（手）農業委員会手数料

千円 　農業委員会

・「農業委員会に関する法律」に基づき、農業経営の合理化、農業従事者の地位向上のための事業を実
施する。
・農業委員会総会の開催。
・耕作放棄地の調査・解消。
・農業者年金の加入推進。
・農地相談の開催。

主な経費 財源内訳

主要事業に関する調（農林水産業費） 

　農業総務一般経費 6.1.2　010603

千円 　産業振興係

事業概要

　一般職員の人件費及び農業用廃プラスチック処理事業補助金などの総務的経費。

主な経費 財源内訳

・一般職員人件費 ・一般財源

・農業用廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理事業補助金 ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 9,008  担　当　係　　　

5,194 3,462

1,190 86

700 24

433 5,436

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 3,029  担　当　係　　　

1,040 240

800 90

500 2,699

200

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,015  担　当　係　　　

2,000 2,015

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 133  担　当　係

130 133

3・消耗品費 ・

主な経費 財源内訳

　農振地域整備促進事業 6.1.3　010607

・（諸）横坑共益費

・農機具保管庫管理委託 ・一般財源

事業概要

主な経費 財源内訳

千円 　産業振興係

事業概要

　米の需給調整を図るため、水田における一般作物・野菜等を作付けした農家に対し、坂城町水田農業
推進協議会を通して、町単独の助成金を交付する。

　需給調整推進対策事業 6.1.3　010606

・農業支援センター補助 ・

・特産品振興事業補助

千円 　農林整備係

・「農業振興地域の整備に関する法律」の規定に基づき、整備計画の推進上重要事項等について町長
の諮問に応じ、農業振興地域整備計画の実施と推進について必要な事項を調査・協議する。

・農振地域整備促進協議会委員報酬 ・一般財源

・ ・

　産業振興係

事業概要

　町農業の振興に向けて、農家や生産組織、農業関係団体等の自主的事業の支援を目的に補助金等
をを交付する。また、近年大きな問題となっている有害鳥獣駆除を委託するとともに、予防施設を設置す
る経費の一部を補助する。

主な経費 財源内訳

・有害鳥獣駆除委託 ・（県）農業経営基盤強化資金補助金

　農業振興一般経費 6.1.3　010604

・中山間地域直接支払事業 ・（県）中山間地域直接支払事業補助金

千円

　地域営農推進事業 6.1.3　010605

主要事業に関する調（農林水産業費） 

・有害獣被害予防施設設置補助 ・（県）野生鳥獣管理対策事業補助金

・果樹共済掛金補助 ・一般財源

千円 　産業振興係

事業概要

　農業支援センターを中心とした特色ある町農業の構築に向けて、直売所、味ロッジわくわくさかき等の
活動を支援し、ねずみ大根、農産物加工品等の町特産品のブランド化を推進する。

・ ・

・転作推進補助 ・一般財源

主な経費 財源内訳

・農産物直売振興補助 ・（使）直売施設用地使用料
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 472  担　当　係　　　

119 284

76 188

277

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,755  担　当　係　　　

1,300 400

147 10

95 1,345

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 3,779  担　当　係

3,779 3,779

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 300  担　当　係

300 300

千円 　農林整備係

事業概要

・農地の流動化を通じ、経営規模の拡大、担い手の育成・確保及び農地の有効利用を図る。
・「さかきファミリー農園」を各地区に設置し、農業への関心を高めるとともに、遊休荒廃地の解消を図る。

主な経費 財源内訳

・農地流動化推進員賃金 ・（使）ファミリー農園使用料

　農地銀行活動促進事業 6.1.3　010608

・ ・

・消耗品費 ・一般財源

・農園用地借上料 ・

・委託費 ・（県）ふるさと雇用再生特別交付金事業

千円 　産業振興係

事業概要

主な経費

　ねずみ大根まつり事業 6.1.3　010654

主な経費 財源内訳

・ ・

主な経費 財源内訳

・光熱水費

千円 　産業振興係

事業概要

・ ・

 ふるさと雇用・さかき特産
　「いいもの」振興事業

6.1.3　010650

　農産物加工施設管理費 6.1.3　010609

千円 　産業振興係

事業概要

　農産物加工による町農産物の高付加価値化を図り、町農業の振興を図ることを目的に、農産物加工セ
ンターの管理運営を行う。

主要事業に関する調（農林水産業費） 

・（諸）農産物加工施設共益費

財源内訳

・補助金 ・一般財源

・浄化槽保守点検等 ・（使）農産物加工施設使用料

・警備委託 ・一般財源

　「信州・さかき」という地域ブランドとして、今後更なる拡がりを持たせるために、営業的な取組みを強化
することを目的に民間企業等と協力し、特産品の効果的な普及宣伝や販路開拓に取り組むとともに、地
域資源を活かした新商品開発への支援活動により、強い地域産業の育成と「坂城ブランド」の確立を図
る。

　ねずみ大根の知名度を高め、伝統的な食文化を発信することを目的とした「ねずみ大根まつり」を実行
委員会形式により開催するため、実行委員会への補助を行う。

・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 676  担　当　係

676 676

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 62  担　当　係

47 62

15

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 37,073  担　当　係

2,952 37,073

31,155

1,461

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 880  担　当　係

145 880

500・町単工事

主な経費 財源内訳

・重機借上料 ・一般財源

千円   農林整備係

事業概要

　地元からの要望に基づき、農道・農業用水路等土地改良施設の機能を維持するため、小規模な補修・
改良工事等を行う。

　農道等基盤整備町単事業 6.1.5　010613

・土地改良事業償還負担金

・埴科郡土地改良区負担金

主な経費 財源内訳

・六ヶ郷用水組合負担金 ・一般財源

主要事業に関する調（農林水産業費） 

緊急雇用・農産物ブランド化事業（新） 6.1.3　010657

千円

  農地一般経費 6.1.5　010612

千円 　農林整備係

事業概要

　農業用水路、ため池等土地改良施設を適正に維持管理し、灌漑用水の確保、洪水被害の防止・被害
軽減等を図る。
　また、過年度に実施した土地改良事業に要した借入金の償還を行う。

　産業振興係

事業概要

　さかき地場産直売所を拠点に、地場産農産物及び特産品等の販売促進及びマーケットリサーチを実施
し、農産物等の生産者に消費者のニーズをフィードバックし、町の農業振興の推進を図る。

主な経費 財源内訳

千円

・農産物等生産振興委託 ・（県）緊急雇用創出事業補助金

・ ・

　産業振興係

・家畜診療所運営分担金 ・一般財源

・北信家畜畜産物衛生指導協会負担金 ・

　畜産業一般経費 6.1.4　010611

事業概要

・地域における産業動物の適正な診療体制を担うために設置されている東信農業共済組合の家畜診療
所の運営に対する支援を行う。
・地域における家畜自衛防疫の推進と家畜衛生に関する技術の普及を図るための北信家畜畜産物衛生
指導協会の運営に加わる。

主な経費 財源内訳

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 5,200  担　当　係

200 5,200

5,000

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 336  担　当　係

280 45

291

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 12,500  担　当　係

12,500 12,500・県営事業負担金 ・(負)補助事業負担金

・ ・

  農林整備係

事業概要

県営による小網地区（六ヶ郷用水）改修事業負担金（事業費の２５％を千曲市と折半）
（水路改修　Ｌ＝２４２１ｍ　管理用道路整備　Ｌ＝１６３４ｍ　幅員　３ｍ）
全体事業費　７００，０００千円

主な経費 財源内訳

・農地水環境保全向上活動支援推進交付金

・一般財源

・

財源内訳

・補修用材料 ・一般財源

・町単補助

    町単補助事業 6.1.5　010614

主な経費

  農林整備係

事業概要

　農業者と集落・地域住民が共同して農地・農業用水等の農業・農村資源を適正に管理し、地域の環境
を保全していく活動に対して、国・県と共に支援を行う。
　事業期間：H19～H23 5ヶ年間
　平成２０年度　１活動組織　対象面積29.95ha(田173.9a、畑125.6a)

主な経費 財源内訳

・農地・水・環境保全向上対策事業交付金

  農林整備係

事業概要

　各地区において実施する農道・農業用水路等土地改良施設の小規模な補修・改良工事等を支援する
ため、原材料の支給及び補助金の交付を行う。

千円

・ ・

主要事業に関する調（農林水産業費） 

千円

・

農地水環境保全向上対策事業 6.1.5　010620

　県営かんがい排水事業 6.1.5　010623

千円
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 9,650  担　当　係

7,262 700

600 386

・森林保全等補助金 200 8,564

・森林整備地域活動支援交付金 515 ・

228

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 21,984  担　当　係

21,690 9,905

118 ・（県）保全松林健全化整備事業補助金 3,627

8,452

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 4,033  担　当　係

2,152 ・（財）松茸山貸付収入 370

860 3,663

487

  林業総務一般経費 6.2.1　010631

主要事業に関する調（農林水産業費） 

千円 　農林整備係

事業概要

　二酸化炭素吸収源・水源涵養・災害防止等森林の公益的役割が求められているが、木材価格の低迷
等から放置された森林が多い状況となっている。
　森林の保全及び、森林整備を促進するため、森林のパトロール、間伐等森林整備事業への支援を行
い、健全な森林を造成する。また、長野県森林づくり県民税を財源とする『森林づくり推進支援金』を活用
し、森林教育環境整備・間伐の促進をする。

主な経費 財源内訳

千円 　農林整備係

・職員人件費 ・（県）森林づくり推進支援金

・間伐対策事業補助金 ・（県）森林整備地域活動支援交付金

・一般財源

事業概要

蔓延する松くい虫被害の拡大を防止するため、被害木の伐倒駆除を実施する。
　伐倒駆除　950 

主な経費 財源内訳

・森林教育環境整備補助金 ・

　松くい虫防除対策事業 6.2.2　010633

・伐倒駆除委託 ・（県）森林病害虫等防除事業（伐倒駆除）補助金

・防除用薬剤

・ ・一般財源

・ ・

  町有林管理事業 6.2.2　010634

千円 　農林整備係

事業概要

　林業委員10名を委嘱し、町有林348haの管理・整備を行い、町有財産を保全すると共に、植樹祭の開
催等町民と森林との触れ合いを促進し、森林整備への理解を深める。

主な経費 財源内訳

・作業員賃金

・専門委員報酬 ・一般財源

・町有林管理委託 ・

・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 795  担　当　係

600 795

136 ・

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,784  担　当　係

2,784 2,784

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,859  担　当　係

500 1,859

922

420

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,378  担　当　係

2,378 2,378・清掃作業等委託

・

6.2.3　010652

財源内訳

・補修工事 ・一般財源

主な経費

千円

・(県)緊急雇用創出事業補助金

緊急雇用・林道作業道環境整備事業

・

・草刈賃金

・林道補修重機借上料

　農林整備係

事業概要

　林道１５路線３１kmの維持管理及び小規模な補修・改良工事等を実施し、効率的な森林整備を図る。

・ ・

  林道事業一般経費 6.2.3　010636

主な経費 財源内訳

・枯損木処理委託 ・(県)緊急雇用創出事業補助金

緊急雇用・里山環境整備事業 6.2.2　010656

・特用林産振興補助金 ・一般財源

事業概要

　町の特用林産施設を活用した「お～い原木会」によるきのこ生産を支援することにより里山の整備や、地
域の振興を図る。

主な経費

主要事業に関する調（農林水産業費） 

・光熱水費

・ ・

財源内訳

　特用林産振興事業 6.2.2　010635

千円 　農林整備係

千円 　農林整備係

事業概要

　林道１５路線３１kmのうち更埴坂城線や作業道に側溝が設置されているが、落ち葉や土砂が堆積して
機能が失われている。この事業により、側溝の堆積物を撤去し、雨水を適正に排除することにより林道及
び作業道の保全を図る。

・ ・

主な経費 財源内訳

事業概要

　里山において立ち枯れした木がそのまま放置されており、景観を損ねているほか、道路や遊歩道、畑等
に隣接している箇所においては倒木による被害が懸念されている。当事業により枯損木約１００立方メート
ルを伐採玉切処理し、安全で景観のいい里山を実現する。

千円 　農林整備係
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 60,041  担　当　係　　　

116 1

50,589 14

800 60,026

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 13,871  担　当　係

8,000 50

3,000 13,821

2,000

150

168

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 365,271  担　当　係

14,000 350,000

1,200 10

350,000 15,261

・緊急雇用対策事業 ・

・ものづくり技能表彰記念品等 ・

・商工業振興補助金 ・その他雑入

事業概要

　商工業振興施策として企業の経営安定を図るため、事業用資産を取得した企業に対し初年度の固定
資産税相当額を商工業振興補助金として助成する。
　経営体質強化研修会の開催や、小規模事業者等に係る経営管理指導、技術の向上、新事業に関する
情報提供を行う経営改善普及事業、町内の活性化を図る町づくり事業及び、雇用安定助成金の上乗せ
給付として、教育訓練費を町内企業が需給できるよう講座を開催するなど、緊急雇用対策事業として商工
会へ補助金を交付する。
　町内企業で勤続年数３０年の者へ永年勤続表彰を実施する。
　町内企業の従業員で、若者や熟年の技能熟達者の表彰を行う。

主な経費 財源内訳

・商工会経営改善普及事業補助金 ・一般財源

・まちづくり事業補助金 ・

　商工振興一般経費 7.1.2　010702

千円 　商工観光係

・ ・

・職員人件費 ・（使）商工施設使用料

事業概要

　商工業の振興等に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査、審議する商工業振興審議会
委員報酬及び職員人件費。
　中小企業の従業員等の専門的知識、技能の習得を図る中小企業能力開発学院への補助事業を行う。

・中小企業能力開発学院補助金 ・一般財源

主な経費 財源内訳

・商工業振興審議会委員報酬 ・（諸）事業所名簿売払

千円 　商工観光係

主要事業に関する調（商工費） 

・ ・

・出展補助金 ・（諸）保証料返還金

・中小企業振興資金貸付預託金 ・一般財源

7.1.2　010703

千円 　商工観光係

・保証料補給金 ・（諸）中小企業振興資金貸付金元利収入

　商工総務一般経費 7.1.1　010701

事業概要

　中小企業の経営安定及び産業振興を図るため、町制度資金貸付金の原資を預託するとともに、県・町
制度資金の借入れに対し保証料を補給する。
　企業の受注機会・販路開拓の拡大支援を図るため、各種展示会の出展に対し助成を行う。

主な経費 財源内訳

　中小企業対策事業
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 5,770  担　当　係　　　

1,752 2,496

2,474 65

256 72

240 480

2,607

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,663  担　当　係

207 1,663

500

173

189

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,500  担　当　係

1,500 1,500

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 3,281  担　当　係　　　

1,200 1,643

160 1,638

80

80

・

・北信濃観光連盟負担金

・国際産業研究推進協議会補助 ・

　町民まつり事業 7.1.3　010712

・遊歩道整備委託 ・一般財源

・印刷製本費

事業概要

　　観光振興を図るため、情報提供を行なうための町全体の観光パンフレットの作成、歴史と花を中心とし
た散策マップの作成、広域観光推進のための負担金事業を行う。
　　また、景勝地である葛尾城・狐落城・あたご山遊歩道の整備及び大正記念公園、御堂川、猪落、上五
明堤防、名沢川緑地の桜並木手入れなどを行なう。

主な経費 財源内訳

千円 　商工観光係

　観光一般経費 7.1.3　010711

・にぎわい坂城補助 ・その他雑入

・ ・一般財源

・管理業務等委託 ・（使）商工施設使用料

・設備保守点検 ・（諸）自治区共益費

主な経費 財源内訳

・光熱水費 ・（諸）商業インキュベータ共益費

千円 　商工観光係

事業概要

　坂城駅前を中心とする中心市街地の活性化を図るため、商業インキュベータ（けやき横丁）及び中心市
街地コミュニティセンターの管理運営を行なうとともに、商店街の賑わい創出の事業展開を行なう。

　中心市街地活性化事業 7.1.2　010704

主要事業に関する調（商工費） 

・

・新幹線上田駅観光案内所負担金 ・

千円 　商工観光係

事業概要

　郷土の夏まつりである第３４回町民まつり「坂城どんどん」実行委員会への補助金。

主な経費 財源内訳

・町民まつり補助金 ・一般財源

・コーディネート事業委託 ・（諸）Ｂ．Ｉプラザ共益費

・テクノさかき工業団地組合補助 ・一般財源

・さかき産学官連携研究会補助

主な経費

・

　商工企画一般経費 7.1.4　010715

千円 　産業振興係

事業概要

　産学官連携コーディネートを信州大学に委託するほか、さかき産学官連携研究会、テクノさかき工業団
地組合や国際競争力の強化を目的に活動している国際産業研究推進協議会等に対する支援を行い、
町工業の振興を図る。

財源内訳
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 125  担　当　係　　　

66 59

66

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 48,752  担　当　係　　　

31,252 48,752

17,500

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 8,297  担　当　係　　　

954 2,600

978 5,697

500

2,400

事業概要

　工業団地内の外灯電気代等の一般的経費。

主要事業に関する調（商工費） 

　工業団地整備事業 7.1.4　010716

千円 　産業振興係

・

　企業の研究開発や技術高度化を支援する(財)さかきテクノセンターに対し、研究開発支援事業・研修事
業等の事業補助及びテクノセンター建設借入金の償還補助を行う。

主な経費 財源内訳

　産業振興係

　鉄の展示館管理一般経費

・光熱水費 ・一般財源

・展示品保険料

・

千円 　商工観光係

事業概要

　　町のものづくり技術、産業振興の向上及び人間国宝「故宮入行平刀匠」を顕彰し、芸術文化の向上を
図るため、「鉄の展示館」の管理運営を行なう。
　

7.1.4　010719

主な経費 財源内訳

・光熱水費

財源内訳主な経費

事業概要

・テクノセンター建設費償還補助

坂城テクノセンター支援事業

・一般財源

・ ・

・

・管理業務委託 ・

・印刷製本費 ・（使）商工施設使用料

7.1.4　010717

千円

・

・

・(財)工業振興施設等整備基金利子

・

・ ・

・一般財源

・事業補助 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 44,828  担　当　係　　　

23,617 4,500

13,812 360

6,075 39,968

342

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 5,491  担　当　係

3,700 5,491

1,596

150

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 10,000  担　当　係　　　

10,000 10,000

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 2,370  担　当　係

2,100 2,370

270

千円 　建　設　係

事業概要

主要事業に関する調（土木費） 

　土木総務一般経費 8.1.1　010801

　交通安全施設整備事業 8.2.1　010811

事業概要

　一般職員の人件費、建設機械等の維持管理及び関係団体への負担金など総務的経費。

主な経費 財源内訳

・給料 ・(使）道水路占用料

千円 　管　理　係

・職員手当等 ・閲覧手数料等

・共済費 ・一般財源

・負担金補助及び交付金 ・

道路橋梁総務一般経費 8.2.1　010802

千円 　管　理　係

事業概要

　道路改良箇所及び町道の廃止・認定の現況等に併せて、道路台帳の整備を行う。

主な経費 財源内訳

・委託料 ・一般財源

・需用費（光熱水費） ・

・需用費（修繕料） ・

・ ・

　町単補助事業 8.2.1　010803

千円 　建　設　係

事業概要

　各区が実施をする土木事業への事業補助金を交付する。
　・町単補助事業（工事）　２７区

主な経費 財源内訳

・町単補助事業（工事） ・一般財源

・ ・

　交通事故のない安全な町を目指して、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の整備、修繕を
行う。

主な経費 財源内訳

・交通安全施設設置工事 ・一般財源

・修繕料 ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 5,940  担　当　係

4,000 5,940

800

700

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 32,860  担　当　係　　　

2,500 16,500

6,000 12,100

19,670 4,260

3,800

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 800  担　当　係

300 800

200

200

・建物等補償 100

主要事業に関する調（土木費） 

・用地代 ・一般財源

・用地測量設計委託等 ・（国）社会資本整備総合交付金

・道路改良工事 ・(起）公共事業等債

千円 　建　設　係

　道路改良事業（A01号線） 8.2.3　010805

事業概要

　円滑な交通の確保や良好な市街地整備など、都市基盤として多様な機能を持つ都市計画道路のうち、
平成１９年度からの事業認可により金井工区の改良整備を行う。
全体計画　金井地区（南条小学校・山金井交差点～宇佐八幡宮上交差点）　L=270m W=16m（両側歩道
W=3.5m）
　Ｈ23年度　用地買収　4件、工作物補償　3件、建物等補償調査　1式、道路改良工事　1件

主な経費 財源内訳

　道路維持一般経費 8.2.2　010804

千円 　建設係　管理係

事業概要

　快適で安全に道路が利用できるよう維持工事、除草清掃等を行う。

主な経費 財源内訳

・道路維持工事 ・一般財源

・町道等清掃除草業務委託 ・

・補修用材料 ・

事業概要

　交差点部の角切りや道路の部分拡幅など、比較的小規模な道路改良を行う。

・ ・

・建物等補償 ・

　道路新設改良一般事業 8.2.3　010807

千円 　建　設　係

主な経費 財源内訳

・用地測量設計委託 ・一般財源

・道路改良工事 ・

・用地代 ・

・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 550  担　当　係

550 275

275

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 636  担　当　係　　　

630 380

6 256

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,800  担　当　係

400 1,800

1,300

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 19,069  担　当　係

8,802 16,265

4,557 1,600

2,286 1,000

1,000 174・需用費（修繕料） ・（使）住宅施設使用料

・共済費 ・（使）改良住宅使用料

　建　設　係

事業概要

　地方道路整備事業と併せて、防犯灯を整備し、児童・生徒等の安全安心の向上を図る。

主な経費 財源内訳

・一般給与 ・（使）住宅使用料

・職員手当等 ・（使）駐車場使用料

　住宅管理一般経費 8.4.1　010821

千円 　管　理　係

事業概要

　町営住宅及び改良住宅２１９戸の維持管理を行う。

主な経費 財源内訳

・一般財源

・水路しゅんせつ工事 ・

・ ・

主要事業に関する調（土木費） 

事業概要

　河川・水路を適切に管理し、安全で快適な河川・水路の整備を図る。

主な経費 財源内訳

・修繕料

千円 　建　設　係

　河川改良一般経費 8.3.2　010817

・役務費（保険料） ・一般財源

・負担金補助及び交付金 ・(県）河川愛護事業県補助金

主な経費 財源内訳

事業概要

　河川愛護活動（一級河川等の草取り・清掃）を推進し、河川環境整備及び河川愛護思想の普及を図
る。
　・河川愛護会補助２０団体

・通学防犯街灯整備 ・（国）社会資本整備総合交付金

・ ・一般財源

千円 　管　理　係

8.2.3　010812

・ ・

千円

　河川総務一般経費 8.3.1　010816

　効果促進事業
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,020  担　当　係

420 684

600 336

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 34,838 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

17,680 27

9,793 71

4,567 34,740

2,600

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 62,000  担　当　係　　　

43,000 56,700

9,600 5,300

8,500

800

・建物等補償 ・

・用地代 ・一般財源

・（起）地方道路等整備事業債

・坂都２号線事業負担金

主な経費 財源内訳

・共済費 ・一般財源

・一般職給料 ・（手）屋外広告物許可手数料

・職員手当 ・（財）普通財産貸付収入

主な経費 財源内訳

・ ・

・委託料 ・（県）住宅・建築物耐震改修事業補助金

　都市計画事務に携わる職員の人件費支出。
　今年度事業完了予定の「一般県道上室賀坂城停車場線・田町区間」における都市計画道路・坂都２号
線事業に対する県事業負担金の納入。

・負担金補助及び交付金 ・一般財源

　住宅・建築物の耐震化を図るため、耐震診断、耐震改修工事の補助を行う。
　　・簡易耐震診断　１０戸
　　・精密耐震診断　１０戸
　　・耐震補強工事　　1戸

　都市計画街路事業 8.5.2　010841

千円 　建　設　係

事業概要

　円滑な交通の確保や良好な市街地整備など、都市基盤として多様な機能を持つ都市計画道路のうち、
平成10年度から23年度の事業認可により町横尾工区の改良整備を行う。

○中之条～町横尾地区（坂城インター線～谷川）　L=489m　W=16m（両側歩道W=3.5m）
　H23年度　道路改良工事　L=184m 、用地買収　1件、工作物・電柱・信号移転補償　1式、用地測量　1
式

・道路改良工事

都市計画総務一般経費 8.5.1　010831

千円 　都市・公園係

主要事業に関する調（土木費） 

8.4.3　010825

千円 　管　理　係

住宅・建築物耐震改修事業

事業概要

・用地測量設計委託等 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 330,000  担　当　係

330,000 330,000

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 11,255 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

502 3,700

142 800

9,642 374

800 6,381

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 3,618 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

1,368 500

321 ・一般財源 3,118

555

660

千円 　下　水　道　係

・原材料費

・下水道事業特別会計繰出金

主要事業に関する調（土木費） 

事業概要

  千曲川流域下水道事業及び公共下水道事業の整備と維持管理を行うに際し、下水道特別会計の運営
に伴う収入を充当しても不足する額について、一般会計から特別会計へ繰出を行う。

主な経費 財源内訳

・補助金

・施設整備委託 ・（繰）公園整備基金繰入金

・工事請負費

8.5.4　010852花と緑のまちづくり事業

千円 　都市・公園係

 　さかき千曲川バラ公園の維持管理及び「第６回ばら祭り」を開催し、ばらのまちづくりを推進するととも
に、自治会等に花木の苗木を頒布し、花と緑あふれる住環境の整備を実施する。
　また、「薔薇人会」「菊愛好会」等への活動補助を行い、行政とボランティア団体が一体となった花と緑の
まちづくりを推進する。

・委託料 ・（諸）自動販売機電気料等

・工事請負費 ・一般財源

・（使）公園施設使用料

・役務費

・需要費（光熱水費・修繕料等）

　利用者が安全で快適に公園を利用できるよう、びんぐしの里公園、和平公園については、指定管理者
制度により㈱坂城町振興公社に管理運営を委託し、その他の公園については、（社）更埴地域シルバー
人材センターへの作業委託等により公園の適正な管理を行う。

下水道事業特別会計繰出金事業 8.5.3　010845

　公園管理一般経費 8.5.4　010851

・一般財源

千円 　都市・公園係

・ ・

・（繰）公園整備基金繰入金
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（単位：千円）

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 3,281 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

3,281 3,280

1

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 1,997 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

1,997 1,996

1

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 1,433 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

1,433 1,432

1

・ ・

　毎年約４万人もの来園者があり、年々拡大する「ばら祭り」が、より安全・安心な体制で開催できるよう交
通誘導・駐車場整理員を委託事業により補充し、もって緊急に短期間での雇用創出を図る。

・業務委託 ・（県）緊急雇用創出事業補助金

・ ・一般財源

　緊急雇用
　ばら祭り会場整理事業

8.5.4　010857

千円 　都市・公園係

・ ・一般財源

・ ・

千円 　都市・公園係

　良好な自然環境に恵まれ、多くの人達の憩いの場所となっているびんぐしの里公園の森林を活用する
ため、森林環境の整備を実施する人員を確保し、癒し・健康等に役立てるための雇用を、委託事業により
創出するとともに、継続的雇用に結びつける方策の検討を行う。
　継続雇用者１名

・業務委託 ・（県）ふるさと雇用再生特別事業補助金

・ ・

　ふるさと雇用
　びんぐしの里環境整備事業

8.5.4　010856

・業務委託 ・（県）ふるさと雇用再生特別事業補助金

・ ・一般財源

千円 　都市・公園係

　ばらのまちづくりの展望計画の作成と町内全域のばら栽培実施計画の作成や、ばら栽培に取り組む地
域の人たちへの指導・助言及びばら公園の管理と作業を業務委託し、“ばらいっぱいのまちづくり”を推
進するとともに、新規に生み出された雇用環境を継続雇用に結びつける方策の検討を行う。
　継続雇用者２名。

主要事業に関する調（土木費） 

　ふるさと雇用
　ばらの里管理事業

8.5.4　010855
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（単位：千円）

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 916 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

916 916

事　業　名　 　予算科目・事業コード

予　算　額　 3,750 　担　当　係

事業概要

主な経費 財源内訳

3,750 3,750

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 24,094  担　当　係

13,860 5,844

8,215 326

751 17,924

860

・一般財源

・光熱水費 ・

千円 　交通網対策

事業概要

 8.6.1　010861

①駅業務の受託
　　　　　　　しなの鉄道の経営改革を受け、町が坂城駅及びテクノさかき駅の業務を受託し、
　　　　　　　駅利用者の利便向上に努める。
②循環バスの運行
　　　　　　　町内主要施設への連絡や交通弱者への対応として循環バスの運行を行う。
③地域交通
　　　　　　　地域交通利用促進協議会を組織し、公共交通機関（しなの鉄道）の利用促進と
　　　　　　　町内循環バスとの連携を図る。
④公共交通関係施設整備
　　　　　　　駅駐輪場、駅公衆トイレ、坂城駅ギャラリー、高速バス停駐車場の施設整備により、
　　　　　　　利用者の利便向上に努める。

千円 　都市・公園係

　平成２１年６月の『第１８回ばら制定都市会議：ばらサミット』開催を機に、坂城町の新たなオリジナルロー
ズとして誕生した『さかきの輝』を町全体に普及させるとともに、ばらの町の親善大使として県内外に謹呈
するための苗木、約１０００株を接ぎ木により増殖させる事業を業務委託により実施し、もって新規の雇用
を創出する。
　新規雇用１名。

・業務委託

・（県）緊急雇用創出事業補助金

・（県）緊急雇用創出事業補助金

・ ・

　高速交通対策一般経費

財源内訳

・循環バス運行事業費 ・（諸）しなの鉄道駅管理業務

・駅管理業務等委託 ・（諸）駅駐輪場登録料

・負担金補助及び交付金

・ ・

　緊急雇用
　千曲川水辺公園整備事業

8.5.4　010859

千円 　都市・公園係

　「ふるさとの原風景の再生」として、さかき千曲川バラ公園に隣接し、大望橋直下の河川内に整備した
「千曲川水辺公園・野草園」について、町出身の信州大学教授中村浩志先生の指導のもと、年間を通じ
て維持管理できる環境を業務委託により整えるとともに、新規の雇用を創出する。
　新規雇用２名。

・業務委託

主な経費

　緊急雇用
　オリジナルローズ普及事業

8.5.4　010858

主要事業に関する調（土木費） 
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,892  担　当　係

1,650 1,850

200 42

42

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 1,712  担　当　係　　　

1,400 1,712

160

60

・ ・

・需用費（消耗品費） ・

・需用費（燃料費） ・

主な経費 財源内訳

・委託料 ・一般財源

千円 　管　理　係

事業概要

　地籍調査事業の計画及び素図・測量図を作成する。

・ ・

　地籍調査事業 8.7.1　010863

・修繕料 ・(繰)水資源対策・営農推進基金積立金利子

・水資源対策・営農推進基金積立 ・

主な経費 財源内訳

・電気料 ・(繰)水資源対策・営農推進基金繰入金

　高速道や新幹線建設時の渇水対策として掘られた井戸の維持管理を行う。
  （町内８箇所：大沢、梅ノ木、上手、矢ノ沢、湯の入、宮沢川、御所沢、四ッ屋)

事業概要

千円 　交通網対策

　渇水対策事業  8.6.2　010862

主要事業に関する調（土木費） 
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 166,511 担　当　係

166,161 166,511

350

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 27,725 担　当　係

7,367 5,088

5,088 22,637

5,088

1,566

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 9,714 担　当　係

1,501 12

1,500 9,702

1,441

1,370

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 370  担　当　係　　　

200 370

100

50

千円 　生活安全係

　常設消防費 9.1.1　010901

・修繕費 ・

　消防団活動に係る運営経費（ソフト）及び防災に関する経費

事業概要

千円 　生活安全係

・ ・

・修繕料 ・

・水防訓練用材料 ・

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・一般財源

千円 　建　設　係

事業概要

　水防倉庫、備蓄材の充実を図るとともに、坂城町消防団と協力し、水防訓練を実施する。

　水防一般経費 9.1.4　010904

事業概要

9.1.3　010903

・詰所等光熱水費 ・

・消防用ホース等購入 ・（使）消防施設使用料

　消防施設（ハード　消防団車両・消防団施設）及び防災関係（備蓄、無線等）に関する経費

主な経費

・消火栓工事負担金 ・一般財源

・

・消防団員退職報償金（退団者支払） ・一般財源

事業概要

千円 　生活安全係

　消防施設一般経費

財源内訳

・分団運営補助金

・消防団退職報償金負担金（掛金） ・

・消防団員報酬 ・（諸）消防団員退職報償金受入金

主な経費 財源内訳

主要事業に関する調（消防費） 

・千曲坂城消防組合負担金

　非常備消防一般経費 9.1.2　010902

・長野県消防防災航空隊人件費負担金 ・

・ ・

・ ・

・一般財源

　住民の生活安全を守るため、常備消防の千曲坂城消防組合への負担金及び長野県消防防災航空隊
の人件費負担

主な経費 財源内訳
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,408 担　当　係

951 1,408

300

63

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 28,368 担　当　係

14,837 399

6,746 156

3,463 44

27,769

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 5,026 担　当　係

2,400 600

600 6

300 41

1,000 4,379

主要事業に関する調（教育費） 

事業概要

 　主に、学校での問題を抱える子どもや外国籍、児童・生徒への支援員の賃金と、特色ある学校づくり交
付金、坂城町奨学金、クラブ活動補助、坂城高校振興補助等の補助、交付金事業等を実施する。

主な経費 財源内訳

・一般財源

　教育振興事業 10.1.2　011003

千円 　学校教育係

・

・給料　 ・（使）教員住宅使用料

・職員手当 ・（財）文教施設整備基金積立金利子

・共済費 ・（使）学校施設使用料

事業概要　

　 教育長、学校教育係一般職員給与、教育相談員報酬などの人件費、旅費、児童・生徒の災害共済掛
金、教職員の検診などの事業を実施する。

主な経費 財源内訳

　事務局一般経費 10.1.2　011002

・委員報酬 ・一般財源

・教育委員長・教育長交際費

　学校教育係

・更埴郡市教委連絡協議会等負担金 ・

・ ・

主な経費 財源内訳

　教育委員会一般経費 10.1.1　011001

千円 　学校教育係

・児童生徒支援員賃金 ・（繰）奨学基金繰入金

・坂城町奨学金 ・（財）奨学基金積立金利子

事業概要

 　教育委員報酬、教育長・教育委員長の交際費、教育委員会連絡協議会負担金等、研修会等への旅
費ほか

・

千円

・クラブ活動補助金 ・（諸）副読本売払

・特色ある学校づくり交付金 ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 700 担　当　係

500 700

200

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 13,961 担　当　係

9,536 2,225

4,425 11,736

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 580 担　当　係

575 580

3

2

主要事業に関する調（教育費） 

主な経費 財源内訳

千円 　学校教育係

事業概要

　教員住宅の維持管理に関する、修繕料、消耗品費等
○南日名教員住宅木造２階建１棟３戸
○中川原教員住宅木造２階建１戸
○山金井教員住宅木造平屋建１棟２戸
○村上教員住宅木造平屋建１戸

・就園奨励費 ・（国）幼稚園就園奨励費

・ ・

事業概要

○中国上海市嘉定区との教育交流事業（小学生）
　 坂城町と友好関係にある中国上海市嘉定区、実験小学生と坂城町の小学生の教育交流を通して、国
際理解を深め、豊かな国際感覚をみがく。（平成２０年から実施）
○国際交流村事業（中学生）
　 国際交流村事業への補助として、中学生を対象に、外国の方々との交流を通して、日本人として自国
の文化や自分の考えを説明したり、外国の文化や言葉を理解しながら、外国の方々とのコミュニケーショ
ンする能力や態度の育成を図る。

　私立幼稚園補助事業 10.1.2　011005

・消耗品費 ・

千円 　学校教育係

事業概要

 　坂城町に住所を有し私立幼稚園に通う園児の就園奨励費及び、坂城幼稚園の振興補助、運営費及
び給食費に対する補助事業
○幼稚園就園奨励費
   国の補助基準により幼稚園就園奨励費を交付。
　　（補助率１/3以内　対象者見込み94名）
○坂城幼稚園補助金
 　 （内訳）　振興補助、運営費補助、給食費補助

主な経費 財源内訳

　小中学生国際交流事業 10.1.2　011004

千円 　学校教育係

・中国教育交流補助金 ・一般財源

・国際交流村補助金 ・

・ ・

　教員住宅管理事業 10.1.2　011006

・坂城幼稚園補助金 ・一般財源

・手数料 ・

・修繕料 ・（使）教員住宅使用料

主な経費 財源内訳

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,786 担　当　係

1,616 1,786

110

60

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 3,182 担　当　係

3,063 3,182

60

50

9

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 4,905 担　当　係

4,686 4,904

219 1

　緊急雇用創出事業 10.1.2　011010

千円 　学校教育係

主要事業に関する調（教育費） 

・ ・

主な経費 財源内訳

・臨時職員賃金 ・（県）緊急雇用創出事業補助金

　学力向上事業 10.1.2　011007

千円 　学校教育係

事業概要

　 小学校２年生以上の児童、生徒の学力調査を行い、実態をふまえて、小中共通のテーマのもとに、児
童生徒の学力向上にむけ、問題解決型学習を基本とする授業改善と指導力の向上を図る。また小学校４
年生以上の児童、生徒の体力調査を行い、バランスよい体力づくりに向け指導計画を作成し日々の指導
に生かす。

主な経費 財源内訳

・委託料（テスト、評価、体力テスト） ・一般財源

・講師謝礼 ・

・印刷製本 ・

・ ・

問題を抱える子ども等自立支援事業 10.1.2　011008

千円 　学校教育係

事業概要

○小・中学生を対象に大峰教室(適応指導教室）への通室により子どもたちが一日も早く、学校に復帰で
きるよう、学習指導、面接相談、電話相談、家庭訪問、学校訪問等を行う。指導員１名、補助指導員１名。
○子どもたちが抱える様々な悩み、困難に対して、各機関が連携し児童、生徒の個々の状況に応じた支
援の充実を図るため、「坂城町相談支援推進協議会」で活動を行う。大峰教室指導員がコーデネイター
を努める

主な経費 財源内訳

・臨時職員賃金 ・一般財源

・通信運搬費 ・

・消耗品費 ・

・旅費 ・

・共済費 ・一般財源

事業概要

　緊急雇用創出事業を利用して、各小・中学校へ新たな事業事業展開のための支援及び外部講師の委
託を行う。
○人と人とのかかわり向上事業（南条小）
○村上っ子体験活動向上事業（村上小）
○情報社会に適応できる子どもを育む事業（坂城小）
○理科・科学実験大好き事業（坂城小・村上小）
○フレンドリールーム支援事業（坂城中）
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 12,024 担　当　係

5,646 950

950 11,074

1,048

700

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 13,959  担　当　係　　　

3,390 13,959

1,760

1,436

1,340

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 6,584  担　当　係

2,157 85

3,094 21

731 6,478

事業概要

・就学援助費等

千円 　南条小学校

・

・燃料費

・ ・

　南条小学校教育振興費 10.2.3　011022

千円 　南条小学校

・庁務業務委託 ・

・光熱水費 ・一般財源

・

・設備等管理委託

・（国）理科設備整備補助金

　主に、児童のための教科学習にための、指導用教科書、教材、教材用備品等の整備をする。
　主なものは、教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書・参考図書・パソコン印刷機等のインク・トナー・コ
ピー用紙等の消耗品費、ビブラフォン（音楽）マイクチューナーユニット（情報教育）・電動ミシン(家庭科）・
児童用図書等の教材用備品、その他就学援助費等です。

　南条小学校管理費 10.2.2.　011021

主要事業に関する調（教育費） 

　小学校総務一般経費 10.2.1　011011

千円 　学校教育係

・教材用備品 ・一般財源

　学校校舎、施設等の維持管理を行い、より良い教育環境の整備をする。
　主なものは、校舎の電気・水道の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、し尿浄化槽・警備保障・電気保安
業務・消防設備などの設備等管理委託、庁務業務委託、プールの水質検査、児童の検診委託、コピー・
印刷機等のリース料とその他学校用備品等です。

主な経費 財源内訳

事業概要

・消耗品費 ・（国）特別支援教育就学奨励費補助金

主な経費 財源内訳

事業概要

○村上小学校、坂城小学校の図書館司書給与、小学校校舎及び施設の改修工事等
　　校舎及び施設改修工事
　　（工事箇所）
　　　・（坂城小学校）火災通報装置
　　　・（南条小学校）廊下、壁、プレイルーム窓
○小学校英語教育（5、6年生）
　　23年度から完全実施される英語の授業に対応させる

主な経費 財源内訳

・給料 ・（繰）文教施設整備基金繰入金

・工事請負費 ・一般財源

・情報機器等保守委託料 ・

・報償費 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 12,088  担　当　係

3,502 12,088

1,618

911

1,202

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 5,441  担　当　係　　　

1,502 85

2,716 27

641 5,329

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 11,425  担　当　係

3,187 11,425

1,627

949

1,235

・

・設備等管理委託 ・

・燃料費

・庁務業務委託 ・

・光熱水費 ・一般財源

　学校校舎、施設等の維持管理を行い、より良い教育環境の整備をする。
　主なものは、校舎での電気・水道の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、警備保障・消防用設備・電気保
安業務等の設備等管理委託、庁務業務委託、児童の検診委託、プールの水質検査、コピー・印刷機の
リース料等とその他の学校用備品等です。

主な経費 財源内訳

事業概要

千円 　村上小学校

　村上小学校管理費 10.2.6　011031

・一般財源

・

・教材用備品

・消耗品費 ・（国）特別支援教育就学奨励費補助金

・就学援助費等 ・（国）理科設備整備補助金

　主に、児童の教科学習のための、指導用教科書、教材、教材用備品等の整備をする。
　主なものは、教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書、新学習指導要領対応教材（理科）、ストップ
ウォッチ・（体育）入学式・卒業式等行事用品、参考図書、印刷機トナー、インク・コピー用紙等の消耗品、
気体検知管、天体望遠鏡、児童図書（課題図書）、ソプラノアコーディオン（音楽）、セーフティマット（体
育）、ワイヤレス送信機（視聴覚）の教材用備品、その他就学援助費等です。

主な経費 財源内訳

事業概要

千円 　坂城小学校

　坂城小学校教育振興費 10.2.5　011026

・設備等管理委託 ・

・ ・

主な経費 財源内訳

・庁務業務委託

・燃料費 ・

千円 　坂城小学校

・一般財源

主要事業に関する調（教育費） 

　学校校舎、施設等の維持管理を行い、より良い教育環境の整備をする。
　主なものは、校舎での電気・水道・下水道使用料の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、警備保障・消防
用設備・電気保安業務等設備管理委託、庁務業務委託、児童の検診委託、プールの水質検査、コ
ピー、印刷機のリース料等とその他の学校用備品等です。

　坂城小学校管理費 10.2.4　011025

事業概要

・光熱水費
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 4,458  担　当　係

1,123 85

2,580 34

357 4,339

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 4,694 担　当　係

　中学校英語指導助手の業務委託料、パソコン教室の整備を行う。

4,121 4,694

450

90

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 24,312  担　当　係　　　

9,299 24,312

1,618

3,856

1,923

・

・設備等管理委託 ・

・賃金（司書講師、事務員）

・庁務業務委託 ・

・光熱水費 ・一般財源

　学校施設の維持管理を行い、より良い教育環境の整備をする。
　主なものは、校舎での電気・水道の光熱水費、図書館司書講師及び事務員の賃金、校具・清掃用具・
事務用品・バラ園の苗・園芸用品・消毒剤等の消耗品、校舎・設備・電気設備等の修繕費、電気保安業
務・消防用設備・警備保障・合併浄化槽等の設備等管理等委託、庁務業務委託、生徒の検診委託、コ
ピー機・印刷機リース料と、その他学校用備品等です。

主な経費 財源内訳

事業概要

10.3.2　011037

・教材用備品 ・一般財源

・ ・

事業概要

10.3.1　011035

千円 　学校教育係

　主に、児童の教科・学習のための、指導用教科書、教材、教材用備品等の整備を行った。
　主なものは、教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書、気体検知管（理科）、ボール・フライパン（家庭
科）、スポーツ石灰・ソフトドッジボール（体育）、ビデオテープ・ＤＶＤ（視聴覚）、参考図書、行事用品、パ
ソコン印刷機等のインク・マスター・コピー用紙などの消耗品、ガス検知器セット、アコーディオン（音楽）、
ミシン（家庭科）、ポータブルアンプ（視聴覚）、児童用図書等の教材用備品、その他就学援助費等です。

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・（国）特別支援教育就学奨励費補助金

・就学援助費等 ・（国）理科設備整備補助金

千円 　村上小学校

　中学校総務一般経費

・英語指導助手業務委託料 ・一般財源

主な経費 財源内訳

主要事業に関する調（教育費） 

　村上小学校教育振興費 10.2.7　011032

事業概要

・情報機器等保守委託料 ・

・修繕料 ・

・ ・

　坂城中学校

　坂城中学校管理費

千円
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 9,425  担　当　係

4,437 250

2,110 92

1,800 9,083

533

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 66,240  担　当　係　　　

63,505 126

515 66,114

245

1,142

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,089  担　当　係

85 9

420 1,080

159

301

事業概要

・社会教育委員（７名）は、社会教育に関して教育長を経て教育委員会に助言するために、社会教育に
関する諸計画の立案、教育委員会の諮問に応じて意見を述べること、これらの職務遂行に必要な研究調
査を行う。
・生涯学習審議会（１０名）は、諮問事項及び生涯学習事業の基本方針及び関連事業に関すること、ふれ
あい大学に関すること、公民館業務に関すること、図書館業務に関すること、青少年問題に関することな
どについて調査審議する。
・社会教育関係団体に関すること（４団体へ、補助金交付）。

千円

主要事業に関する調（教育費） 

・文化の館の維持管理（平日昼間は、更埴地域シルバー人材センター事務局が事務所に在勤）。
・夜間、祝祭日の管理は、警備保障会社へ委託。
・館の部屋等の貸し出し業務。
・館を利用した事業（春の合同茶会、文化祭開催時の茶会及び小中学生俳句会の入賞者発表）を実施。

財源内訳

・ＮＴＴ等通信費、松手入れ費 ・

・就学援助費等 ・（国）理科設備整備補助金

・消耗品費

　社会教育総務一般経費 10.4.1　011051

千円

財源内訳

・教材用備品 ・一般財源

・（諸）コピー料ほか

　生涯学習係

事業概要

・修繕料 ・

・一般職給料、手当関係

主な経費 財源内訳

　生涯学習係

主な経費

　坂城中学校教育振興費 10.3.3　011038

千円 　坂城中学校

・ＮＴＴ等通信費 ・一般財源

・（国）特別支援教育就学奨励費補助金

・複写機保守管理委託費料 ・

事業概要

　主に、生徒の教科学習のため、指導用教科書、教材、教材用備品等の整備をする。
　主なものは、大直線定規（数学）、薬品類・ガラス器具（理科）、色鉛筆・墨汁等（美術）、塗料・電気部品
等（技術）、調理器具・色画用紙等（家庭科）、各種ボール（保健体育）、肥料・苗等（特別支援）、参考図
書、ビデオテープ・ＣＤ-R等（視聴覚）、コピー用紙・インクマスター等の消耗品、双眼実体顕微鏡・電子
天秤、電流磁界実験機等（理科）、陶芸製作台（美術）、ロボチャート（技術）、グロッケンシュピール（音
楽）、生徒図書等の教材用備品で、そのほか理科実験器具、楽器・放送機器等の修繕料、その他就学援
助費等です。

・団体への負担金・補助金 ・

　文化の館事業 10.4.1　011052

・警備保障等委託料 ・

・講師等謝礼 ・（使）文化の館使用料

・光熱水費 ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 5,664 担　当　係

2,002 5,664

270

2,158

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 3,539 担　当　係

1,464 10

119 600

887 2,929

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 3,000 担　当　係

3,000 3,000

事業概要

　分館施設整備補助事業 10.4.2　011055

　公民館運営を行う（一般的な経費）。
　役員報酬（本館及び分館）、本館諸経費、分館活動費の補助、更埴公民館運営協議会（他へ活動研
究、事業調整等のため加盟）への負担金

・

主要事業に関する調（教育費） 

財源内訳

・施設整備のため分館へ補助 ・一般財源

・

・ ・

　生涯学習係

　公民館活動基盤となる拠点づくり、整備を行う。　（補助率の１０分の５以内）
①月見分館 ‥ トイレ改修・水道取水改修等
②上五明分館 ‥ 天井・柱・壁・床等改修
③金井分館 ‥ 床改修及び畳替え
④込山・横町分館 ‥ 下屋設置改修
⑤小網分館 ‥ トイレ改修（下水道工事含む）
⑥鼠分館（鼠団地集会所） ‥ 屋根塗装・床等改修

千円 　生涯学習係

・（諸）公民館報送付お礼等

・文化事業参加賞等

主な経費

事業概要

　公民館一般経費 10.4.2　011053

千円 　生涯学習係

　各種公民館事業 10.4.2　011054

・分館役員報酬 ・一般財源

主な経費 財源内訳

・本館専門部員等報酬 ・

・分館活動費補助金 ・

　地域で一人ひとりが、よりいきいきと健康で文化的な生活を送れるよう、文化講座（年間）・公開講座（短
期）・行事等を行う。
　年間…文化講座（１３講座１５教室）、リトミック教室
　行事…春のスポーツ大会、納涼音楽会、成人式、運動会、文化祭、席書大会書初展、分館対抗球技大
会、子ども茶の湯教室、囲碁大会・将棋大会　公民館報坂城の発行（年３号）　等

主な経費 財源内訳

事業概要

・

千円

・

・（諸）講座受講料

・講座等講師謝礼

・

・体育事業参加賞等 ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 14,945  担　当　係　　　

2,800 14,896

2,653 49

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 6,598  担　当　係

3,315 6,598

445

2,838

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 3,899  担　当　係　　　

164 14

598 50

865 865

1,090 ・一般財源 2,970

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 3,794  担　当　係

2,000 120

494 3,674

535

・ ・

・植栽管理等委託 ・一般財源

・光熱水費 ・

主な経費 財源内訳

・窓口業務委託（観光協会) ・（使）ふるさと歴史館使用料

千円 　文化財係

事業概要

・信濃村上氏にかかる展示
・北国街道坂木宿と和算展示
・歴史館の維持管理

10.4.4　011066

・（諸）Ｂ．Ｉプラザ共益費

財源内訳

・文化財保護審議会委員報酬等 ・(使)文化財施設使用料

・文化財保存団体等補助金 ・(諸)書籍等売払

・上田地域公共図書館情報ネットワーク ・

　経費　　 ・

　図書館一般経費 10.4.3　011061

主な経費 財源内訳

・Ｂ．Ｉプラザ維持管理

・賃金

坂木宿ふるさと歴史館管理一般経費

・文化財保護審議会を開催し、県及び町指定文化財の保護、保存活動を推進する。
・文化財パトロールを実施する。
・文化財保護団体等に助成し、伝統芸能等の伝承に努める。

主な経費

主要事業に関する調（教育費） 

・館内清掃委託ほか ・（諸）講座受講料ほか

事業概要

　地域住民への図書貸し出しサービス
　新規図書購入

千円 　図　書　館

千円

事業概要

10.4.4　011065

千円

・システム運用保守委託　　 ・一般財源　　

・端末機リース代　　

　文化財係

 文化財保護一般経費

　図　書　館

事業概要

　上田地域広域図書館情報ネットワーク（上田市立上田図書館・創造館分室・丸子金子図書館・真田公
民館図書室・武石公民館図書室・上田情報ライブラ　リー、東御市立図書館、坂城町立図書館、青木図
書館、長和町長門図書館構成）経費
システム運用保守委託経費
・端末機リース代3か月分（図書館分５台　月５8,000円、　小・中学校分８台　月８3,１00円）

・

主な経費 財源内訳

・図書購入 ・一般財源　　

図書館ネットワークシステム事業 10.4.3　011062
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 472  担　当　係

187 472

６３

208

事　業　名　  予算科目・事業コード 　

予　算　額　 2,070  担　当　係　　　

1,250 1,000

399 1,070

315

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 13,277  担　当　係

1,536 1,100

4,152 129

451 15

6,382 12,033

・（諸）自動販売機電気料等

・ボイラー整備点検等 ・（使）文化施設使用料

・文化センター管理業務 ・一般財源

・報告書

文化センター管理一般経費 10.4.6　011081

・試掘及び立会調査 ・（国）国宝重要文化財等保存整備補助金

・保存処理委託料 ・一般財源

・ ・

　埋蔵文化財発掘調査事業 10.4.4　011068

・印刷製本費 ・

・委託料 ・

主な経費 財源内訳

・賃金 ・一般財源

千円 　文化財係

事業概要

・町内遺跡出土遺物の常設展示
・青木下遺跡ほか埋蔵文化財にかかる展示拡充

　文化財センター展示事業 10.4.4　011067

主要事業に関する調（教育費） 

・光熱水費

千円 　文化財係

事業概要

・文化財保護法に基づく文化財包蔵地での開発事業に伴う試掘調査、立会調査の実施。
・金属製出土遺物の保存処理の委託
・報告書作成

主な経費 財源内訳

千円 　生涯学習係

事業概要

・燃料費 ・（使）文化センター使用料

・生涯学習拠点施設である坂城町文化センターの管理・運営
・町民の生涯学習の場として利用するための会議室等の貸し館業務

主な経費 財源内訳
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 1,858  担　当　係

150 1,858

1,575 ・

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 3,976  担　当　係

1,100 335

643 3,641

1,100

810

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 3,918 担　当　係

936 69

705 3,849

1,200

・長野大学坂城町講座委託料 ・

・まなびの道具箱等の印刷費 ・一般財源

・ライフ・ステージエコー委託料 ・

主な経費 財源内訳

・講師等謝礼 ・（諸）チケット代ほか

千円 　生涯学習係

事業概要

・生涯学習の振興施策に関すること。生涯学習推進協議会は、生涯学習事業の基本方針及び施策に関
すること、ふれあい大学及び関連事業の企画並びに運営に関することなどを調査協議する。
・生涯学習の推進のため、住民に様々な学習の機会と情報を提供する。
　（生涯学習情報誌「まなびの道具箱」の発行）
・さかきふれあい大学を柱として、教養講座、専門講座、人財バンク、出前講座等の事業を展開する。
・ライフステージエコー（演奏会）に関すること。
・長野大学の坂城町講座を駅前Ｂ.Ｉプラザを利用して、より専門的な講座を開講する。
・埼玉工業大学と連携した専門的な講座を開講する。

・ ・

　生涯学習推進事業 10.4.9　011091

・講師等謝礼 ・一般財源

・青少年を育む町民会議補助金

事業概要

・家庭、学校及び地域の連携を図り、次世代を担う青少年の健全育成を推進する。
・通学合宿の支援
・地域の子ども会のリーダーを育成することを目的とした子ども会リーダー研修会の開催
・坂城町青少年を育む町民会議への支援・助成

主な経費 財源内訳

　青少年育成一般経費 10.4.7　011085

千円 　生涯学習係

主要事業に関する調（教育費） 

事業概要

　町民がスポーツに親しむことにより、健康増進、体力向上、地域コミュニティーの振興に寄与するため、
体育指導委員を設置し、スポーツ振興に関する指導や各種団体の行事のに協力し、町民のスポーツ活
動等を支援する。
　また、各種スポーツ大会の開催や、スポーツ少年団、体育協会等のスポーツ団体の活動を支援し、ス
ポーツの振興を図る。

主な経費 財源内訳

　保健体育総務一般経費 10.5.1　011092

千円 　生涯学習係

・一般財源

・スポーツ団体への育成補助 ・

・体育指導委員等の報酬

・ ・

・（県）地域スポーツ人材活用実践支援事業

・スポーツ行事参加賞、指導者謝礼
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,362 担　当　係

919 600

419 762

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 5,916 担　当　係

822 800

751 ・一般財源 5,116

3,750 ・

・

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 1,588 担　当　係

324 1,588

726

237

事業概要

主な経費 財源内訳

・指導員賃金 ・一般財源

・

各種スポーツ教室開設事業 10.5.1　011093　

主要事業に関する調（教育費） 

千円 　生涯学習係

事業概要

　幼児と親を対象としたよい子のスポーツ教室、幼児を対象としたキッズスポーツ教室、スキー・スノーボー
ド教室等の、幼児から高齢者までの町民を対象とした各種スポーツ教室を開催し、多くの町民がスポーツ
に親しむ機会をつくる。

主な経費 財源内訳

・スポーツ教室講師謝金 ・（諸）スポーツ教室等参加費

・スキースノーボード教室 ・一般財源

・ ・

　体育施設整備事業 10.5.1　011094　

・施設整備作業員賃金・委託料 ・（使）体育施設使用料

千円 　生涯学習係

事業概要

　体育館、グランド、マレットゴルフ場、サッカー場等の社会体育施設の維持管理・修繕を行い、利用しや
すい施設となるよう整備を行う。
　坂城町運動公園の用地を土地所有者から借用し、野球場２面・サッカー場１面として利用する。
　施設の維持管理作業は、専門業者への委託及び所有機械により行う。

・浄化槽、消防施設維持管理費 ・

10.5.1　011095　

千円 　生涯学習係

　町民の健康増進と青少年の心身鍛練の場とするため、指導員を設置し指導を行うと共に、施設の整備・
充実及び管理を行い、利用しやすい施設づくりを行う。
　また、剣道スポーツ少年団等多くの武道の団体等やその他団体の使用もできるよう施設の管理を行う。

　武道館管理一般経費

・水道光熱費 ・

・施設補修材料及び修繕費

・体育施設用地借上料

主な経費 財源内訳

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業コード

予　算　額　 129,370 担　当　係

79,202 79,578

22,094 49,726

7,600

3,760

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 676,400  担　当　係

676,400 676,400

事　業　名　  予算科目・事業コード

予　算　額　 119,417  担　当　係

119,417 50,000

69,417

・長期債定期償還利子 ・(繰)減債基金繰入金

・一般財源

事業概要

・長期債に係る利子の償還を行う。

主な経費 財源内訳

　長期債利子償還 　12.1.2　　011202

千円 　財　政　係

・長期債定期償還元金 ・一般財源

事業概要

・建設事業等の実施に伴い借り入れた地方債（長期債）の元金償還を行う。

主な経費 財源内訳

　長期債元金償還 　12.1.1　　011201

千円 　財　政　係

千円 学校給食センター

事業概要

　児童・生徒に安全・安心、さらに、栄養バランスのとれた給食の実施により、心身の健全な発達を促進
し、学力及び体力の向上を図る。　また、食育・学校給食センターは、児童・生徒及び子育て世代に食の
大切さを広げ、町民の健康づくりにつながっていく施設、地産地消の推進につながる施設とする。
給食実施数　1,383食/日　　　　年間日数　205日(小学校)・202日（中学校）

主な経費 財源内訳

・燃料費 ・

・賄材料費 ・(諸）給食費納入金

・委託料 ・一般財源

・光熱水費 ・

主要事業に関する調（教育費・公債費） 

食育・給食センター運営事業 10.5.3　011096

70



（単位：千円）

事　業　名　

予　算　額　 41,019  担　当　係　　　

3,031 36,340

9,450 1,332

5,000 1,200

6,417

事　業　名　

予　算　額　 1,620,941  担　当　係

・療養給付費 1,002,278 344,840

・療養費 16,684 325,408

・高額療養費 110,217 61,649

・後期高齢者支援金 193,995 484,359

82,087 123,800

65,208

事　業　名　

予　算　額　 4,171  担　当　係

16 1

3,337 4,169

1

・ ・一般会計繰入金

・県支出金

・前期高齢者交付金

・介護納付金 ・療養給付費交付金

主な経費 財源内訳

・国民健康保険税

・国庫支出金

主要事業に関する調（特別会計） 

・ ・

・ ・一般財源（繰越金）

・長期債償還金 ・（諸）貸付元利収入

主な経費 財源内訳

事業概要

　歴史的社会的理由により、生活環境の安定向上が阻害されている地域の環境等整備の改善を図るた
め、住宅新築資金等の貸付に対する償還事業

事業概要

　国保加入者が健全な生活を維持し、安心して医療を受けられることと、保険制度からの各種サービスを
公平に受けることができるために、国民健康保険特別会計事業を運営する。

・人件費負担金 ・（繰）繰入金

　住宅新築資金等貸付事業

・基金積立金 ・

　国民健康保険特別会計

千円 福祉健康課　保険係

・貸付金等償還事務 ・（繰）一般会計繰入金

千円 企画政策課　人権・男女共生係

・（使）有線放送電話使用料

主な経費

・支障移転工事等 ・（負）加入金・工事等負担金

・電柱共架料・敷地借上料等

財源内訳

　有線放送電話事業の円滑な運営を図るとともに、施設の維持管理を行い、電話機能、放送機能を利用
した情報提供や各種サービスを行う。

事業概要

　有線放送電話特別会計

千円 企画政策課　まちづくり推進室
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（単位：千円）

事　業　名　

予　算　額　 802,200  担　当　係

20,913 70,500

70,361 93,650

366,470 100,000

23,219 330,000

208,063 207,900

112,073

　事　業　名　

予　算　額　 1,189,882  担　当　係

1,154,600 272,950

18,348 348,831

16,619 169,195

164,000

・介護保険料等 234,852

事　業　名　

予　算　額　 150,230  担　当　係

148,923 117,276

1,245 32,887・事務費 ・一般会計繰入金

主な経費 財源内訳

・後期高齢者医療広域連合納付金 ・後期高齢者医療保険料

千円 福祉健康課　保険係

事業概要

　７５歳以上の後期高齢者の医療については、平成20年度から県内全市町村が加入する「後期高齢者医
療広域連合」が設立され、保険料賦課決定、医療給付等の支払業務を行う。
　町では後期高齢者医療特別会計を設置し、保険料の徴収、窓口業務を行い、徴収した保険料を広域
連合に納付する。

・一般会計繰入金

　後期高齢者医療特別会計

・地域支援事業費 ・支払基金交付金

・総務費 ・県支出金

主な経費 財源内訳

・保険給付費 ・国庫支出金

千円 福祉健康課　保険係

事業概要

　平成21年度からの第４期「老人保健福祉計画」及び「介護保険事業計画」に基づき、要介護認定者等
への保険給付を行うとともに、「地域支援事業」により、高齢者ができるだけ介護を必要としないよう介護予
防事業を行う。

　介護保険特別会計

・公債費（利子償還金） ・

・公債費（元金償還金） ・（起）下水道事業債

財源内訳

・一般管理費

・流域下水道事業費 ・一般会計繰入金

・施設管理費 ・下水道使用料

・公共下水道事業費 ・（国）汚水処理施設整備交付金

主な経費

・下水道受益者負担金

千円 建設課　下水道係

事業概要

　平成12年10月1日に一部供用を開始した公共下水道は、平成21年度末で供用面積は346ｈａに達し、
下水道の普及率は61.3％で9,889人が使用できる状況となった。なお、下水道接続率は64％で6,371人、
111事業所が下水道を使用している。
　平成23年度は、実施設計測量が完了をした南条町横尾～泉、網掛・上平地区の整備を計画している。
　

　下水道事業特別会計

主要事業に関する調（特別会計） 
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