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平成２８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 ……………………………… Ｐ３０～３６ 

５ 労 働 費 ……………………………… Ｐ３７ 

６ 農林水産業費 …………………………… Ｐ３８～４４ 

７ 商 工 費 ……………………………… Ｐ４５～４７ 

８ 土 木 費 ……………………………… Ｐ４８～５３ 

９ 消 防 費 ……………………………… Ｐ５４ 

１０ 教 育 費 ……………………………… Ｐ５５～６６ 

１１ 公 債 費 ……………………………… Ｐ６７ 

☆  特 別 会 計 ……………………………… Ｐ６８～６９ 



（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 1.1.1 010101

予　算　額　 91,779  担　当　係　　　

53,841 91,779

1,578

1,063

840

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.1 010201

予　算　額　 364,696  担　当　係

335,804 ・(国)自衛官募集事務委託金 5

1,500 150

2,227 6,365

2,400 358,176

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.1    010202

予　算　額　 2,863  担　当　係

100 4

2,360 2,859

329 ・

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.1 010203

予　算　額　 1,900  担　当　係

100 1,900

350

1,450

主な経費 財源内訳

・職員等人件費（賃金・退手組合負担金含む）

・町交際費 ・(県)特例処理事務交付金

事業概要

　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

・講師等謝礼 ・(財)ひとづくり基金利子

・研修委託費 ・一般財源

・研修負担金

・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

・職員健康管理補助金 ・

総務一般経費

千円  総　務　係

事業概要

　特別職、一般職人件費等一般経費
　特別職報酬審議会等委員報酬、　行政改革審議会委員報酬、顧問弁護士謝礼
　町交際費、　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

千円  総　務　係

事業概要

　職員研修講師謝礼、研修委託費など

主な経費 財源内訳

・宿直委託 ・(諸)町村会交付金ほか

・庁用バス運転委託 ・一般財源

職員研修事業

職員厚生事業

千円  総　務　係

・

・議会報等印刷

・一般財源・議員報酬

・議会定例会・臨時会を開催する。
・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。

・政務活動費

主要事業に関する調  （議会費・総務費）

財源内訳主な経費

・会議録反訳料

・

事業概要

・

議　会　係千円

議会一般経費
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.2 010204

予　算　額　 14,916  担　当　係

900 79

2,160 14,837

4,000

1,100

・複写機等賃借料 3,160

1,361

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.3 010205

予　算　額　 9,937  担　当　係

298 4,270

2,113 1,384

950 4,283

842

4,270

1,384

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.4 010206

予　算　額　 4,167  担　当　係　　　

520 4,167

869

950

1,620

千円  総　務　係

文書一般経費

主要事業に関する調  （総務費）

・文書配達委託料

・例規集整備委託費 ・

・例規集印刷加除 ・(諸)コピー料

・通信運搬費 ・一般財源

事業概要

　文書配達、例規集印刷加除、例規集データベースシステム使用料等、文書に関する一般経費

主な経費 財源内訳

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、統一的な基準による地方公会計、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、地方公会計システムに係る委託料・賃借料、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。
・ＥＴＣカードの管理（受払簿により貸し出し）。

主な経費 財源内訳

・データベースシステム等使用料 ・

財政一般経費

・

・

事業概要

・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 ・

会計一般経費

千円 会計室

・印刷製本費 ・(財)財政調整基金積立金利子

・電算委託 ・(財)減債基金積立金利子

・財政調整基金積立金 ・

・派出業務手数料 ・

・印刷製本費 ・

・公金収納等手数料 ・

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・一般財源

・有料道路通行料 ・一般財源

・ソフトウェア使用料 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.5 010207

予　算　額　 6,686  担　当　係　　　

120 2,759

290 1

243 3,926

6,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.6 010211

予　算　額　 8,500  担　当　係　　　

300 1,000

4,319 7,500

896

126

1,270

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.6 010212

予　算　額　 7,713  担　当　係

1,102 111

1,500 1,500

2,000 3,000

3,111 3,102

主要事業に関する調  （総務費）

　普通財産の適正な利活用、処分、取得、維持管理等を行う。
　公共施設等総合管理計画を策定することで、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを行
い、財政負担の軽減及び平準化するとともに、公共施設等の最適化を図る。

主な経費 財源内訳

財産管理一般経費

千円 契約・管財係

事業概要

企画政策推進経費

千円 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、町づくりなどの講演会の開催、長野地域及び上田地域との連携事業、信州大学、長
野大学、埼玉工業大学、金沢工業大学など大学との連携事業を推進する。
　また、高校生を対象としたタイ国研修事業を行う。

・公共施設等総合管理計画策定委員報酬 ・（財）普通財産貸付収入

・（財）土地売払収入

・公共施設等総合管理計画策定業務委託 ・

・入札参加申請受付臨時職員賃金

・一般財源

・移住促進事業負担金 ・

・高校生タイ国研修補助金 ・

温泉管理事業

主な経費 財源内訳

・長野広域連合負担金 ・一般財源

・上田地域広域連合負担金 ・

・測量調査、維持管理等の業務委託

・（財）びんぐし湯さん館施設等整備基金積立金利子

・温泉施設維持補修工事

・町民優待事業負担金 ・（諸）㈱坂城町振興公社納付金

千円 企画調整係

事業概要

　びんぐし湯さん館を適正に管理し、指定管理者である㈱坂城町振興公社と連携して、町民の健康増進
を図る。
　(株)坂城町振興公社からの納付金は改修工事のための基金として積み立てる。
　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。
　マイクロバスをメンテナンスリース方式により維持管理する。

主な経費 財源内訳

・講師等謝礼 ・（繰）人づくり基金繰入金

・マイクロバス賃借料

・（繰）びんぐし湯さん館施設整備等基金繰入金

・びんぐし湯さん館施設等整備基金積立金

・ ・

・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.6 010214

予　算　額　 19,135  担　当　係　　　

1,080 34

438 6,000

7,477 3,100

3,100 10,001

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.6 010215

予　算　額　 230  担　当　係

30 230

200

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.6 010217

予　算　額　 4,136  担　当　係

284 4,136

500

3,000

事業概要

　町内自治区の区長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なかで、町からの
情報提供や地域の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。
　また、自治区やコミュニティーの自主性、創造的な活動を支援する「地域づくり活動支援事業」を通じ、
地域やまちづくりを推進する。

主な経費 財源内訳

・行政協力員報酬 ・(財)ふるさとまちづくり基金積立金利子

まちづくり推進事業

千円 まち創生推進室

国際交流事業

千円 まち創生推進室

事業概要

　国際交流協会の活動支援を通して、国際感覚豊かな人材の育成や外国人との交流を推進し、国際理
解や文化交流など周辺関係団体との地域連携による相乗的な事業展開を目指す。

・救急医療情報キット購入費 ・(寄)ふるさと寄附金

・行政事務委託費

・地域づくり活動支援事業補助金 ・一般財源

・ ・

・(繰)ふるさとまちづくり基金繰入金

主要事業に関する調  （総務費）

・ ・

・ ・

スマートコミュニティ構想事業

主な経費 財源内訳

・国際交流講師等謝礼 ・一般財源

・町国際交流協会補助金 ・

・データ提供謝礼 ・一般財源

・

・スマートエネルギー設備設置補助金 ・

千円 企画調整係

事業概要

　町全体のエネルギーの効率的利用に関する取り組みを信州大学を中心とした産学官連携により推進
する。
　テクノさかき工業団地における実証実験を引き続き進めるとともに、住民のライフスタイルの変革に向け
た様々な取り組みも並行して進めていく。

主な経費 財源内訳

・スマートコミュニティ調査委託

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.6 010219

予　算　額　 11,000  担　当　係

11,000 7,000

4,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.6 010220

予　算　額　 3,172  担　当　係　　　

2,400 3,172

51

604

117

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.7 010221

予　算　額　 10,864  担　当　係　　　

3,224 96

2,693 10,768

4,548

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.7 010222

予　算　額　 3,482  担　当　係

48 120

3,400 3,362・印刷製本費

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・(諸)広告掲載料

・一般財源

事業概要

　信州さかきふるさと寄付金について、業務委託により全国から寄付を受け付けやすい体制を整え、寄付
者への利便性の向上を図る。

主な経費 財源内訳

・お礼品 ・一般財源

・通信運搬費等 ・

・寄付金業務委託料 ・

・寄付金代理納付システム使用料 ・

事業概要

　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 ・（諸）地域インターネット負担金

・ ・

主要事業に関する調  （総務費）

広報広聴一般経費

千円 企画調整係

広報発行事業

千円 まち創生推進室

事業概要

　町広報誌、ホームページ等を通じて、町民の皆さんに町の施策や行政情報、タイムリーな話題等を速
やかに提供する。

・インターネット回線使用料 ・一般財源

・ハードウェアリース料 ・

トータルメディアコミュニケーション
施設整備事業（新）

千円 まち創生推進室

事業概要

　「つながるあんしん坂城町」を目指し、安心安全なまちづくりのため、トータルメディアコミュニケーション
として情報伝達の必要性を重視した災害にも強い防災行政無線（同報系）システムの整備をする。

主な経費 財源内訳

・基本・実施設計委託 ・(起)緊急防災・減災事業債

・ ・一般財源

・ ・

・ ・

ふるさと納税事業（新）

千円 企画調整係
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.7 010223

予　算　額　 1,200  担　当　係　　　

1,200 1,200

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.7 010224

予　算　額　 3,539  担　当　係

322 3,539

843

2,340

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.8 010225

予　算　額　 39,894  担　当　係

1,232 2,456

2,389 37,438

4,605

20,522

7,936

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.10 010231

予　算　額　 45,848  担　当　係

20,765 1,297

10,109 44,551

9,279

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から有線放送電話特別会計へ繰り出す。

主な経費 財源内訳

有線放送電話特別会計繰出金事業

・有線放送電話特別会計繰出金 ・一般財源

・ ・

千円 まち創生推進室

主要事業に関する調  （総務費）

主な経費 財源内訳

・ＬＧＷＡＮ装置保守 ・一般財源

電子自治体事業

千円 企画調整係

電算一般経費

千円 企画調整係

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。
　また、社会保障・税番号制度施行に伴い、業務システムの所要の改修を行う。

・データセンター使用料 ・

・県高速情報通信ネットワーク負担金 ・

・ソフトウェア使用料 ・

・システム改修費 ・

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。

・ハードウェアリース料 ・

業務管理一般経費

主な経費 財源内訳

・電算機保守料 ・（国）社会保障・税番号制度補助金

・ソフトウェア保守料 ・一般財源

・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

・庁舎設備保守点検委託

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

・一般財源

・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.11 010232

予　算　額　 4,831  担　当　係　　　

4,101 4,831

730

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.12 010233

予　算　額　 1,484  担　当　係

392 440

429 1,044

210

216

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.13 010235

予　算　額　 135  担　当　係

44 135

33

40

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.1.14 010236

予　算　額　 629  担　当　係　　　

36 629

215

68

300

主要事業に関する調  （総務費）

防犯対策一般経費

・防犯灯管理（消耗品・電気料・修繕料等） ・一般財源

・関係団体補助及び交付金 ・

千円 生活安全係

事業概要

○季別地域安全運動の実施
○防犯灯の整備（新設及び修繕）

主な経費 財源内訳

事業概要

○季別交通安全運動の実施
○交通安全町民大会の開催

主な経費 財源内訳

・交通指導員（報酬・傷害保険） ・(諸)東北信市町村交通災害共済交付金

・ ・

交通安全対策一般経費

千円 生活安全係

消費生活一般経費

千円 生活安全係

事業概要

○消費生活活動の推進

・需用費 ・一般財源

・交通安全施設清掃等委託 ・

・関係団体補助及び交付金等 ・

・消費者の会補助 ・

男女共同参画推進費

主な経費 財源内訳

・消費生活指導員報酬 ・一般財源

・需用費（消費生活展等） ・

・女性専門相談員報酬 ・一般財源

・女と男ふれあいさかきの開催

・女性団体連絡会補助

千円 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(パートナーシップ21)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目指すとともに、主体的に活動する推進団体を支援する。

主な経費 財源内訳

・坂城男女共同みんなの会補助
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.2.1 010241

予　算　額　 75,841  担　当　係　　　

71,470 1,000

1,650 11,550

354 63,291

1,847

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.2.2 010242

予　算　額　 29,096  担　当　係

5,374 210

9,783 11,550

6,000 2

17,334

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.3.1 010243

予　算　額　 37,802  担　当　係　　　

24,234 7,074

1,750 1,432

4,475 2,924

5,393 180

1,432 19

26,173・一般財源

・地方税滞納整理機構負担金

・（県）人口動態調査委託金

・

・職員人件費

・カード関連事務交付金

主要事業に関する調  （総務費）

主な経費 財源内訳

・職員人件費 ・（手）証明手数料

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。

税務一般経費

千円 税務係・収納推進係

千円 税務係・収納推進係

事業概要

・ ・

賦課徴収一般経費

・臨時職員賃金 ・（県）県民税徴収委託金

・上田地区税務協議会等負担金 ・一般財源

・税償還金・還付加算金 ・(諸)原付自転車標識紛失弁償金・コピー料

・ ・

・電算処理業務委託 ・（手）督促手数料

・固定資産評価基礎資料整備 ・（県）県民税徴収委託金

　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。
　利便性を図るため、コンビニ収納を推進し、口座振替の推奨など納期内納入の促進を行い、新規滞納
の防止に努める。

主な経費 財源内訳

・

・一般財源

主な経費 財源内訳

・（国）国民年金事務費委託金

・

戸籍住民基本台帳一般経費

千円 住　民　係

事業概要

・戸籍編製、戸籍証明・住民票交付、印鑑登録・印鑑証明書交付
・通知カード、個人番号カードの交付
・住民基本台帳ネットワークの運用

・(手)戸籍住民基本台帳手数料

・（国）個人番号カード交付事務費補助金

・（国）中長期在留者住居地届出等事務委託金

・電算委託料

・システム使用料

・システム保守点検委託料
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.4.1 010245

予　算　額　 665  担　当　係

407 665

10

51

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.4.5　 010246

予　算　額　 9,700  担　当　係

5,200 9,700

90

851

643

1,579

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.5.1 010261

予　算　額　 36  担　当　係　　　

36 36

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.5.2 010262

予　算　額　 51  担　当　係

51 50

1

主要事業に関する調  （総務費）

選挙管理委員会一般経費

　統計調査一般に関する事業を行う。

主な経費 財源内訳

・需用費 ・(諸)県民手等等売払

統計一般経費

千円 企画調整係

事業概要

・選挙管理委員報酬 ・一般財源

・旅費

・長野地区町村選管連合会負担金 ・

千円 総　務　係

事業概要

○選挙管理委員経費

主な経費 財源内訳

主な経費 財源内訳

・（県）選挙事務委託金

参議院議員選挙一般経費

千円 総　務　係

事業概要

　参議院議員選挙費用

・

・時間外勤務手当

工業統計調査

千円 企画調整係

事業概要

　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。（指定統計第10号）
　対象事業所数　約２４０社

※平成28年度は経済センサス－活動調査に含めた調査となるため、次年度調査準備のみ

・ ・

・ ・

・謝礼等報償費

・ ・

主な経費 財源内訳

・需用費 ・（県）工業統計調査市町村交付金

・ ・一般財源

・

・

・

・費用弁償

・点検料等役務費

・ポスター掲示場設置撤去委託

・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.5.2 010263

予　算　額　 9  担　当　係

・需用費 9 8

・ ・一般財源 1

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.5.2 010271

予　算　額　 11  担　当　係　　　

11 10

1

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.5.2 010275

予　算　額　 901  担　当　係

650 900

201 1

50

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 2.6.1 010281

予　算　額　 555  担　当　係

533 555

10

5

主要事業に関する調  （総務費）

学校基本調査

・ ・一般財源

・ ・

・役務費 ・

主な経費 財源内訳

・調査員等報酬 ・（県）経済センサス市町村交付金

・需用費 ・一般財源

・（県）学校基本調査市町村交付金

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

事業概要

　商業を営む事業所について、業種別、従業者規模別、地域別等に事業所数、従業者数、年間商品販
売額等を把握し、国内商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料とする。（指定統計第23
号）

※平成28年度は次回調査準備のみ

主な経費 財源内訳

・需用費 ・（県）商業統計調査市町村交付金

商業統計調査

千円 企画調整係

経済センサス調査

千円 企画調整係

事業概要

　経済センサス－活動調査を実施し、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点
で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするととも
に、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とする。

　調査期日は平成28年6月1日

事業概要

　監査委員経費

主な経費 財源内訳

・監査委員報酬 ・一般財源

監査一般経費

千円  総  務  係

・旅費 ・

・監査事務協議会負担金 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.1 010301

予　算　額　 108,531  担　当　係　　　

3,725 2,523

100,174 458

2,920 20

458 1

1

1,229

104,299

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.1 010302

予　算　額　 4,010  担　当　係

160 4,010

3,800

50

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.1 010303

予　算　額　 79,000  担　当　係

79,000 10,619

33,930

34,451

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.1 010310

予　算　額　 17,750  担　当　係　　　

553 8,100

671 3,649

14,100

6,000

1

・臨時福祉給付金 ・（国）年金生活者等支援臨時福祉給付金

　　　　給付事業費補助金・

・ ・一般財源

社会福祉協議会補助事業

・職員人件費 ・（財）基金積立金利子

・福祉関係団体補助 ・（財）高額療養費等貸付基金積立金利子

・基金積立金 ・（寄）社会福祉費寄附金

・ ・（諸）社会福祉協議会委託料清算金

・ ・（諸）居宅介護サービス計画等作成料

・（県）民生委員活動費交付金

千円 福  祉  係

事業概要

　・町社会福祉協議会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。

主な経費 財源内訳

事業概要

　・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

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

・

臨時福祉給付金給付事業

千円 福  祉  係

主要事業に関する調  （民生費）

・（国）臨時福祉給付金給付事業費補助金

保  険  係

・通信運搬費 ・（国）臨時福祉給付金給付事務費補助金

・ ・一般財源

事業概要

　・「一億総活躍社会」の実現に向け、高齢者世帯や低年金受給者に対して支援を行うための臨時給付
  措置。

主な経費 財源内訳

・職員手当等

・

・心配ごと相談所補助 ・

国民健康保険特別会計繰出金事業

千円

社会福祉一般経費

千円 福  祉  係

事業概要

　・福祉関係総務費として、主に福祉健康課関係人件費及び福祉関係団体補助。

主な経費 財源内訳

・福祉委員等報酬

・（県）基盤安定負担金

・ ・一般財源

・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
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（単位：千円）

事　業　名　 国民年金一般経費  予算科目・事業通番　　 3.1.2 010304

予　算　額　 376  担　当　係

53 ・（国）国民年金事務費委託金 376

61

260

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.3 010311

予　算　額　 8,606  担　当　係　　　

1,158 476

1,800 8,130

1,081

2,824

1,477

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.3 010312

予　算　額　 3,079  担　当　係

1,052 50

200 3,029

1,750

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.3 010314

予　算　額　 876  担　当　係

740 876

・

・消耗品費

・一般財源・老人福祉センター改修工事

・

主要事業に関する調  （民生費）

事業概要

・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

・福祉バス賃借料 ・（県）老人クラブ助成事業補助金

・長野広域負担金 ・

・シルバー人材センター負担金 ・

・老人クラブ補助金 ・

・

・

老人福祉一般経費

千円 福  祉  係

事業概要

千円 住　民　係

事業概要

　・老人福祉に関する一般経費。福祉バスの賃借料、長野広域連合への負担金、老人クラブへの補助金
　　等。

主な経費 財源内訳

・金婚式補助 ・一般財源

・敬老祝金 ・

・ ・

老人福祉町単事業

財源内訳

・長寿慶祝事業補助金 ・（繰）社会福祉基金繰入金

福  祉  係 

事業概要

　・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補助。

主な経費

・

高齢者生活支援事業

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を支援する。

主な経費 財源内訳

・外出支援サービス委託料 ・一般財源

・ ・

千円

・印刷製本費

・

・電算委託料
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.3 010318

予　算　額　 194,000  担　当　係　　　

194,000 675

・（県）介護保険低所得者保険料軽減負担金 337

192,988

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.3 010320

予　算　額　 238,167  担　当　係　　　

5,767 30,926

190,000 207,241

42,400

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.3 010322

予　算　額　 5,230  担　当　係

1,636 900

985 36

1,930 4,294

134

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.1 010324

予　算　額　 49,660  担　当　係　　　

237 1,659

506

48,000 48,000

1

　　　　給付事業費補助金・年金生活者等支援臨時福祉給付金

年金生活者等支援臨時福祉
給付金給付事業（新）

千円 福  祉  係

事業概要

　　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援のため、
平成27年度の簡素な給付措置（臨時福祉給付金）の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上にな
る方に３万円を支給する。

主な経費 財源内訳

介護保険特別会計繰出金事業

千円 保  険  係

事業概要

・一般財源

・後期高齢者医療特別会計繰出金 ・

・通信運搬費 ・（国）年金生活者等支援臨時福祉給付金

・ ・一般財源

介護予防施設管理等運営事業

千円 地域包括支援センター

事業概要

　高齢者の介護予防及び福祉に寄与するとともに、健康の増進及び教養の向上の便宜を供与するため、
介護予防施設「ふれあいセンター」の管理運営を行う。

主な経費 財源内訳

・燃料費 ・（使）介護予防施設使用料

・光熱水費 ・（諸）温泉ポンプ電気料

・職員手当等 ・（国）臨時福祉給付金給付事務費補助金

　・介護保険事業に係る一般会計から特別会計への繰出金。

主な経費 財源内訳

事業概要

　被保険者が安心して医療を受けられるよう、医療給付費町負担分と医療広域連合事務費町負担分の
支出を行う。
　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徴収等に係る事務費について、一般会
計から特別会計へ繰出しを行う。

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

・介護保険特別会計繰出金 ・（国）介護保険低所得者保険料軽減負担金

後期高齢者医療保険事業

千円 保  険  係

主要事業に関する調  （民生費）

・

・ ・一般財源

・施設管理業務等委託 ・一般財源

・複写機等賃借料 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010331

予　算　額　 1,792  担　当　係　　　

698 125

100 63

800 1

1,603

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010332

予　算　額　 1,260  担　当　係

1,260 1,260

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010333

予　算　額　 1,314  担　当　係　　　

36 1,314

1,278

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010334

予　算　額　 13,314  担　当　係　　　

2,430 13,314

1,200

8,400

1,080

・重度心身障がい者福祉年金 ・

・難病等患者見舞金 ・

千円 福  祉  係

事業概要

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

主な経費 財源内訳

・じん臓機能障がい者通院費補助金 ・一般財源

・障がい施設等通所費等補助金 ・

・印刷製本費 ・一般財源

・福祉タクシー委託 ・

・ ・

・ ・

心身障がい者町単事業

・ ・

福祉タクシー委託事業

千円 福  祉  係

事業概要

　・重度障がい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。

主な経費 財源内訳

重度障がい者介護慰労金支給事業

千円 福  祉  係

事業概要

　・介護者の労をねぎらい、障がい者及びその家族の福祉の増進を図る。

主な経費 財源内訳

・介護慰労金 ・一般財源

主な経費 財源内訳

・長野広域連合負担金 ・(国）地域生活支援事業統合補助金

・視覚障がい者支援事業補助金 ・(県）地域生活支援事業統合補助金

・福祉施設自主製品販路拡大等補助金 ・(県）特別障害者手当等所得状況確認

・一般財源

心身障がい者福祉一般経費

千円 福  祉  係

事業概要

　 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合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、障がいを持つ人に技能修得や就労機会の提供、社
会参加の促進を図るため、心身障がい者福祉の各種事業及び団体を支援。

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・事業通番　　 3.1.4 010335

予　算　額　 65,277  担　当　係

9,585 24,416

50,500

5,000 5,000

35,861

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010336

予　算　額　 1,041  担　当　係　　　

202 101

476 50

363 890

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010337

予　算　額　 265,650  担　当　係　　　

156,462 132,825

100,548 66,412

2,990 66,413

5,650

・計画相談支援 ・一般財源

・ ・

千円 福  祉  係

事業概要

　 障がい者への法定福祉サービスを提供する事業｡障がい者福祉サービス事業の種類には、障がい者
や家族等の日常生活の介護を中心に援助する介護給付、障がい者の就労等を援助する訓練給付、障
がい者に応じたサービス利用計画を作成等する計画相談支援がある｡
　 介護給付の内容は、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・療養介護・生活介護・短期入所・
施設入所支援があり、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。

主な経費 財源内訳

・介護給付費 ・（国）障害者自立支援給付費負担金

・訓練等給付費 ・（県）障害者自立支援給付費負担金

・主治医意見書作成手数料 ・（国）地域生活支援事業統合補助金

・介護給付費審査支払手数料 ・（県）地域生活支援事業統合補助金

・電算等委託 ・一般財源

・ ・

介護・訓練等給付事業費

・ ・一般財源

自立支援給付一般事業費

千円 福  祉  係

事業概要

　 障がい者の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、県国保連合会への障がい者の介護給付費支払に係る事務費及
び電算への総合支援法システムに係る委託料。

主な経費 財源内訳

事業概要

　障がい者の医療費自己負担分を助成する。また、福祉医療費の医療費を事前貸付することで、医療機
関での窓口支払い時の自己資金の負担を軽減する貸付制度を創設する。

主な経費 財源内訳

・国保連等委託料 ・（県）身体障害者医療費補助金

・重度障がい者福祉医療費 ・（諸）さかき福祉医療費サポート

・さかき福祉医療費サポート資金貸付金 　　　  資金貸付金元金収入

主要事業に関する調  （民生費）

福祉医療給付事業

千円 福  祉  係

・特定障害者特別給付費 ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010338

予　算　額　 9,350  担　当　係

・自立支援（更生）医療費 8,500 4,650

800 2,325

2,375

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010339

予　算　額　 3,000  担　当　係　　　

3,000 1,500

750

750

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.4 010340

予　算　額　 24,643  担　当　係　　　

3,905 2

1,965 65

12,000 3,796

576 1,898

1,505 55

・日常生活用具支給事業 3,000 18,827

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.5 010351

予　算　額　 2,846  担　当　係

690 11

128 65

1,200 2,770

300・人権政策確立支援補助金

千円 人権・男女共生係

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。また、解放
運動団体の事業に対し支援を行うとともに、同和集会所の管理を委託する。

主な経費 財源内訳

・集会所管理等委託 ・（使）同和対策施設使用料

・人権擁護委員負担金 ・（県）人権啓発事業補助金

・訪問入浴サービス事業委託 ・（使）訪問入浴サービス利用料

・移動支援事業 ・（県）地域生活支援事業統合補助金

・（県）障害者支援事業補助金

・一般財源

人権同和推進一般経費

地域生活支援事業費

千円 福  祉  係

事業概要

　 障害者総合支援法により、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、
成年後見制度利用支援事業、地域活動支援センター事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業等を
実施し、障がい者の地域活動を支援する。

主な経費 財源内訳

・相談員等設置委託料 ・（使）社会福祉施設使用料

・解放運動団体補助金 ・一般財源

事業概要

　・身体障がい者(児）の失われた身体機能を補う用具の給付を行う。

主な経費 財源内訳

・補装具交付・修理等 ・（国）障害者自立給付医療費負担金

・ ・（県）障害者自立支援給付費負担金

・ ・一般財源

主な経費 財源内訳

・（国）障害者自立支援医療費負担金

・自立支援（育成）医療費 ・（県）障害者自立支援医療費負担金

・ ・一般財源

補装具支給等支援事業費

千円 福  祉  係

自立支援医療事業費

千円 福  祉  係

事業概要

　 身体障がい者の障がいを除去、軽減するための医療給付である更生医療及び18歳未満で身体の障
がいや疾患を放置すれば将来障がいを残すと認められる者に対する必要な医療給付の育成医療を行
う。

主要事業に関する調  （民生費）

・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

・日中一時支援サービス事業
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.6 010352

予　算　額　 18,840  担　当　係

16,870 130

1,450 2,803

520 1

15,906

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.7 010361

予　算　額　 18,040  担　当　係　　　

18,036 2,400

15,640

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.8 010362

予　算　額　 8,538  担　当　係　　　

3,811 3,931

3,913 4,607

389

203

事　業　名　  予算科目ﾞ・事業通番　　 3.1.8 010363

予　算　額　 7,500  担　当　係

7,500 5

7,495

・ ・

老人福祉センター管理等事業

千円 地域包括支援センター

事業概要

　高齢者の健康の増進や介護の予防、教養の向上等に寄与するため、老人福祉センター「夢の湯」の管
理運営を行う。
　生きがい活動支援通所事業をはじめとする介護予防事業に係る事業で施設が有効活用されるよう施設
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

主な経費 財源内訳

・臨時職員賃金 ・（諸）居宅介護サービス計画等作成料

・介護予防ケアマネジメント業務委託 ・一般財源

・介護給付システム保守委託 ・

・介護給付システムリース ・

・ ・一般財源

地域包括支援センター一般経費

千円 地域包括支援センター

事業概要

 　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。
　 総合相談支援業務、権利擁護業務、継続的・包括的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジ
メント業務が主な業務である。

高齢者対策費

千円 福  祉  係

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、家族の介護軽減を図る。

主な経費 財源内訳

・入所措置費 ・(負)入所負担金

主な経費 財源内訳

・職員人件費 ・（使）施設使用料

・隣保館運営費 ・（県）隣保館運営事業補助金

・講師等謝礼 ・（諸）コピー使用料

・ ・一般財源

隣保館運営一般経費

千円 人権・男女共生係

事業概要

　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。

主要事業に関する調  （民生費）

・ ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.8 010364

予　算　額　 1,260  担　当　係　　　

1,260 315

315

630

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.8 010365

予　算　額　 7,080  担　当　係　　　

・在宅生活支援 600 7,080

6,480

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.8 010366

予　算　額　 14,050  担　当　係

9,000 14,050

400

120

4,500

・一般財源

・

・

・・介護用品購入費支給

・寝具洗濯等サービス委託 ・

・訪問理美容サービス委託 ・

・ ・

家族介護支援事業

千円 地域包括支援センター

事業概要

　 要介護者（要介護3・4・5）及び重度障がい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。
　 介護慰労金の支給、介護用品購入費補助、寝具洗濯サービス、訪問理美容サービスを通して在宅で
介護する介護者を支援する。

主な経費 財源内訳

・寝たきり老人等介護者慰労金 ・一般財源

・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

・ ・（県）障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金

・ ・

生きがい活動支援事業

住宅整備事業

千円 地域包括支援センター

事業概要

　要介護者（要介護3・4・5）及び重度障がい者が、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。

主な経費 財源内訳

主要事業に関する調  （民生費）

・ ・一般財源

主な経費

・生きがい活動支援通所事業委託

・

・

・

千円 地域包括支援センター

事業概要

　 介護認定に該当する前の虚弱な高齢者を対象とした生活支援や短期入所、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。
　 生きがい活動支援通所事業については、老人福祉センター、ふれあいセンターで実施しているが、Ｈ
28年度は、利用者が少ない地区への出張開催をし、より多くの高齢者の介護予防活動参加を促す。

財源内訳
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.1.8 010367

予　算　額　 4,666  担　当　係　　　

1,683 4,666

2,085

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.1 010371

予　算　額　 126  担　当　係　　　

33 91

42 35

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.1 010372

予　算　額　 240,460  担　当　係

240,000 166,416

36,791

37,253

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.1 010373

予　算　額　 28,000  担　当　係　　　

28,000 5,770

22,230

主要事業に関する調  （民生費）

事業概要

　・子どもの医療費自己負担分について助成をする。
　・平成28年度からは、18歳到達の年度末まで対象を拡大。

主な経費 財源内訳

・子ども福祉医療費 ・（県）乳幼児医療費補助金

・ ・一般財源

・ ・

福  祉  係

事業概要

　 中学校修了前の子どもを養育している保護者に対して支給する。（所得制限あり）
　　・3歳未満　　　　　　　　　　　　　 15,000円
　　・3歳から小学校修了前　　　　  10,000円（第1子・第2子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,000円（第3子以降）
　　・中学生　　　　　　　　　　　　　　 10,000円
　　・所得制限超過世帯　　　　　　　 5,000円

主な経費 財源内訳

・児童手当 ・（国）児童手当負担金

千円 福  祉  係

事業概要

　・児童福祉の総合的な推進のため、委員会を開催。

主な経費 財源内訳

・保育園運営委員報酬 ・（国）特別児童扶養手当事務費委託金

・ ・

事業概要

　 緊急通報装置（あんしん電話）の貸与及びひとり暮らし老人訪問員の協力により、ひとり暮らし老人の
緊急時の対応を行い、独居生活等の不安軽減を図る。

主な経費 財源内訳

・独り暮らし老人訪問員手当 ・一般財源

児童福祉一般経費

緊急通報体制整備事業

千円 地域包括支援センター

・あんしん電話保守等委託 ・

・ ・

・通信運搬費（特児用） ・一般財源

千円 福  祉  係

児童手当

千円

・ ・一般財源

・ ・（県）児童手当負担金

・ ・

子ども医療給付事業
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.1 010374

予　算　額　 1,400  担　当　係　　　

1,400 1,400

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.1 010379

予　算　額　 25,197  担　当　係

25,000 12,500

6,250

36

6,411

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.2 010375

予　算　額　 236  担　当　係　　　

225 6

230

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.2 010376

予　算　額　 5,000  担　当　係

4,500 2,250

500 250

2,500

主要事業に関する調  （民生費）

主な経費 財源内訳

・母子家庭等児童激励祝金 ・(手)母子家庭証明手数料

・ ・一般財源

・ ・

・ ・一般財源

母子・父子医療給付事業

・ ・

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。

主な経費 財源内訳

・母子福祉医療費 ・(県)母子医療費県補助金

・父子福祉医療費 ・(県)父子医療費県補助金

・障害児通所等給付費 ・（国）障害児通所等給付費負担金

・ ・（県）障害児通所等給付費負担金

・ ・（県）障がい者支援事業補助金

・ ・

母子父子等福祉事業費

千円 福  祉  係

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または母が死亡等した児童に、年額5,000円を支給する。

・ ・

障害児通所等支援事業

千円 福  祉  係

事業概要

　 身体・知的・精神障がい児（発達障害児を含む）の施設等への通園・通所に対する支援を行うため、障
害児通所支援の他、障害児相談支援、肢体不自由児通所医療の給付などを行う。

主な経費 財源内訳

出産祝金事業

千円 福 祉 係

事業概要

　 少子化対策の一環として、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

・出産祝金 ・一般財源

・ ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.3 010381

予　算　額　 271,774  担　当　係

151,480 62,820

68,475 630

24,001 2,280

19,470 3,431

8,000 100

5

15

1,226

1,580

613

1,500

1,580

2,992

193,002

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.4 010383

予　算　額　 9,286 千円  担　当　係　　　 南条保育園

主な経費

6,034 15

1,701 9,271

824

・（県）子ども・子育て支援交付金

・使用料及び賃借料（複写機等） ・

・ ・

・ ・

南条保育園一般経費

・ ６カ月からの乳児を受け入れる。
・ ０歳児２クラス、１歳児４クラス、２歳児３クラス、３歳児２クラス、４歳児２クラス、５歳児２クラス、計１５クラス
   で編成。
   合計144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の一時保育を実施する。
・ 午前７：３０～８：３０・午後４：３０～７：３０まで（土曜日は午後７：００まで）、時間外保育を実施する。

財源内訳

・需用費 ・（諸）太陽光発電電気料

・委託料（施設設備管理等） ・一般財源

・ ・（使）児童福祉施設使用料

・ ・（国）教育・保育給付費負担金

・ ・（国）子ども・子育て支援交付金

・

・ ・（諸）保育園職員給食実費納入金

・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

・給食調理業務委託 ・（負）広域入所市町村負担金

・広域入所負担金 ・（負）保育負担金滞納繰越分

・ ・（負）長時間保育負担金滞納繰越分

・ ・（県）教育・保育給付費負担金

・ ・（県）多子世帯保育料減免事業負担金

保育園一般経費

千円 福  祉  係

事業概要

・ 保育園の人件費等運営費に係る経費。

主な経費 財源内訳

・職員給料等 ・（負）保育負担金

主要事業に関する調  （民生費）

・ ・一般財源

事業概要
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.6 010384

予　算　額　 6,282  担　当　係

主な経費

3,533 6,282

1,393

844

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.7 010385

予　算　額　 6,256  担　当　係

3,109 6,256

726

1,746

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.8 010386

予　算　額　 10,881  担　当　係　　　

5,850 10,881

3,243

350

・ ・

・館長報酬 ・一般財源

財源内訳

・需用費 ・一般財源

・委託料 ・

・使用料及び賃借料 ・

・ ・

児童館運営費

千円 学校教育係

事業概要

・ ６ヶ月からの乳児を受け入れる。
・ ０歳児１クラス、１歳児２クラス、２歳児２クラス、３歳児１クラス、４歳児１クラス、５歳児１クラス、
  計８クラス編成。合計81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預かり保育を実施する。
・ 午前７：３０～８：３０・午後４：３０～７：００まで時間外保育を実施する。

村上保育園一般経費

千円 村上保育園

・

事業概要

主な経費 財源内訳

・需用費 ・一般財源

・児童が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

・委託料 ・

・使用料及び賃借料 ・

・ ・

・臨時職員賃金 ・

・光熱水費

坂城保育園一般経費

千円 坂城保育園

事業概要

・ 12ヶ月からの乳児を受け入れる。
・ １歳児３クラス、２歳児２クラス、３歳児１クラス、４歳児１クラス、５歳児１クラス、計８クラス編成。
   合計98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預かり保育を実施する。
・ 午前７：３０～８：３０・午後４：３０～７：００まで時間外保育を実施する。

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・事業通番　　 3.2.8 010394

要　求　額　 5,424  担　当　係

108 5,424

5,200

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.9 010387

予　算　額　 10,132  担　当　係

9,551 3,369

385 3,369

173 3,394

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.2.10 010388

予　算　額　 11,008  担　当　係　　　

2,074 2,484

5,976 2,487

180 6,037

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 3.3.1 010391

予　算　額　 210  担　当　係

120 210

90

・ブックスタート事業 ・一般財源

・保護者が労働等により、昼間家庭にいない児童を対象とし、児童館で放課後の適切な遊びの場、生活
　の場を提供し、健全な育成を図る。（H27年度から6年生までを対象とする。）
・町内３児童館（南条・坂城・村上）にて年間２５1日間の開館。
　利用児童の登録をする。（Ｈ27年度登録児童：南条55名、坂城48名、村上54名　5/1現在）

主な経費 財源内訳

・臨時職員賃金 ・(国)子ども・子育て支援交付金

・賃金 ・（県）子ども・子育て支援交付金等

　・災害の罹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

・見舞金 ・一般財源

・食糧費 ・

・消耗品費 ・(県)子ども・子育て支援交付金

・施設備品

・臨床心理士報酬 ・（国）子ども・子育て支援交付金

学校教育係

・一般財源

事業概要

事業概要

災害救助一般経費

千円 福  祉  係

子育て支援センター事業

千円 子育て支援センター

事業概要

・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、臨床心理士を配置し、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。
・子育てサークルの育成を図る。
・「５歳児すくすく相談」「６歳児すくすくランド」を通して、子どもの発達を総合的に把握しスムーズな就学
　に繋げていく。

主な経費 財源内訳

放課後児童健全育成事業

千円

主要事業に関する調  （民生費）

南条児童館建設事業

千円 学校教育係

事業概要

・昭和57年建設の南条児童館について、南条小学校隣接地への移転改築を行う。
・Ｈ28年度については、建設委員会の開催、プロポーザルによる設計業者の選定、基本・実施設計
　を実施

主な経費 財源内訳

・建設委員報酬 ・一般財源

・実施設計等委託 ・
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.1 010401

予　算　額　 63,556  担　当　係　　　

55,082 63,556

7,920

81

154

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.1 010402

予　算　額　 241  担　当　係

46 55

154 186

23

15

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.2 010403

予　算　額　 6,326  担　当　係

784 22

788 6,304

1,536

2,720

・講師等謝礼 ・一般財源

・長野精神保健協議会負担金 ・

・ ・

・燃料費 ・

・ ・

精神保健福祉等事業

千円 保健センター

事業概要

・精神保健福祉法に基づき、精神障がい者及びその家族等の相談に応じるとともに、精神障がい者の社
会復帰を目的にこころのリハビリ教室を実施する。また、こころの健康相談として、精神科医師等による相
談を開催する。
・長野精神保健協議会、坂城町精神障がい者家族会等と連携し、精神保健福祉活動を支援する。

・坂城町精神障がい者家族会補助金 ・

・輪番制病院運営事業負担金

千円 保健センター

事業概要

・保健事業に関わる人件費
・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

・職員人件費

保健衛生一般経費

・臨時職員賃金 ・

主な経費 財源内訳

・保健師等賃金 ・(県）地域自殺対策強化事業補助金

主要事業に関する調  （衛生費）

・一般財源

予防費一般経費

千円 保健センター

事業概要

・休日等における医療体制の確保のため、千曲医師会に在宅当番医制を委託する。
・休日夜間の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）の確保のため、病院群
輪番制運営事業を長野広域市町村と連携し実施する。
・夜間の初期救急に対応するため、上田市、東御市、長和町、青木村との共同運営により、上田市内科
小児科初期救急センターの運営費を負担する。
・信州上田医療センターの医師確保のため、信州大学等からの医師派遣の経費について、上田広域市
町村とともに補助する。
・乳幼児健診等のフォロー児を対象とした「たんぽぽ教室」を開催する。

主な経費 財源内訳

・在宅当番医制事業委託料 ・（諸）母子健康手帳助成金

・一般財源

・上田市内科・小児科初期救急負担金 ・

・信州上田医療センター医師確保事業補助金 ・

・日々雇用者傷害保険料 ・
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.2 010404

予　算　額　 1,228  担　当　係　　　

3 1,228

43

82

1,100

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.2 010405

予　算　額　 15,622  担　当　係

880 180

524 410

11,000 86

1,500 ・（県）未熟児養育費負担金 205

1,000 ・（県）子ども・子育て支援交付金 86

14,655

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.2 010406

予　算　額　 30,957  担　当　係

64 30,957

9,500 　

343

21,000

乳幼児健診事業

千円

結核関係一般経費

千円 保健センター

主要事業に関する調  （衛生費）

・結核レントゲン検診委託料

・ ・

保健センター

事業概要

・母子保健法に基づき、乳児訪問、乳幼児健康診査、健康相談、妊婦一般健康診査を行う。
・入院することを必要とする１歳未満の未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行う。
・不妊治療を受けている夫婦に対し、年間１０万円を限度に治療費用を助成する。

主な経費 財源内訳

・未熟児養育医療

事業概要

・感染症法に基づき、６５歳以上の高齢者を対象に、結核レントゲン検診を行い、感染を予防する。

主な経費 財源内訳

・会場借用謝礼 ・一般財源

・印刷製本費 ・

・結核検診受診データ等作成委託料 ・

・

予防接種事業

千円 保健センター

事業概要

・予防接種法に基づき、感染症の発生及びまん延を予防するために、乳幼児等のそれぞれの対象年齢
に定期予防接種を実施する。
・高齢者を対象に、インフルエンザ及び肺炎球菌の予防接種を接種料金の一部を助成して実施する。

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・一般財源

・保健師等賃金 ・（負）未熟児養育費自己負担金

・乳幼児健診医師手数料 ・（国）未熟児養育費負担金

・妊婦一般健診委託料 ・（国）子ども・子育て支援交付金

・不妊治療費助成金

・一般財源

・医薬材料費 ・

・通信運搬費 ・

・ ・

・麻疹等予防接種委託料 ・
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.4 010414

予　算　額　 16,697  担　当　係　　　

1,100 4,984

3,500 108

3,900 90

3,300 11,515

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.4 010416

予　算　額　 3,109  担　当　係

25 2,465

3,000 644

84

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.4 010418

予　算　額　 623  担　当　係

163 126

356 234

8 263

93

事　業　名　 予算科目・事業通番 4.1.5 010421

予　算　額　 766  担　当　係

127 766

241 　

157

主要事業に関する調  （衛生費）

事業概要

・健康増進法に基づき、２０歳～３９歳の方を対象に一般健康診査を実施する。
・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歳までの方に胃検診等を実施する。
・がん検診推進事業として、乳房検診・子宮がん検診について、節目年齢の女性に無料クーポン券を配
布して受診率向上を図る。

主な経費 財源内訳

・胃検診委託料 ・（負）健康増進事業検診者負担金

・乳房検診委託料 ・（国）がん検診推進事業補助金

・肺がん検診委託料 ・（県）健康増進事業補助金

健康増進事業

千円 保健センター

・通信運搬費 ・(諸）後期高齢者健診事業補助金

・後期高齢者健診委託料 ・一般財源

・後期高齢者健診補助金 ・

食育・健康づくり推進事業

・消耗品費 ・一般財源

・子宮がん検診委託料 ・一般財源

後期高齢者健康推進事業

千円 保健センター

事業概要

・７５歳以上の後期高齢者を対象に、健康診査、人間ドックに係る助成事業を行う。

主な経費 財源内訳

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・一般財源

・燃料費 ・

・光熱水費 ・

千円 保健センター

事業概要

・食の重要性を認識し、健全な食生活の実践のために、関係各課と連携をとる中で、料理教室や講演会
等を開催し、食育の推進に努める。
・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保健指導を実施する。

主な経費 財源内訳

・栄養士等賃金 ・（県）健康増進事業補助金

・講師謝礼 ・（諸）料理・健康教室参加費等

・賄材料費 ・

保健センター管理一般経費

千円 保健センター

事業概要

・保健センターの施設の管理及び運営
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.1.6  010431

予　算　額　 117  担　当　係　　　

112 117

5

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.1.6 010432

予　算　額　 4,800  担　当　係

4,800 4,800

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.1.6 010433

予　算　額　 501  担　当　係

501 501

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.1.6 010434

予　算　額　 474  担　当　係　　　

474 474

・ ・

・・

・ ・

・ ・

主要事業に関する調  （衛生費）

環境衛生一般経費

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

・消耗品費 ・

千円 環境保全係

事業概要

○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・改葬の許可等

主な経費 財源内訳

自治区環境整備補助事業

千円 環境保全係

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
○特に6月の環境月間に合わせた事業
　 補助金＝均等割＋戸数割

主な経費 財源内訳

・自治区環境整備事業補助金 ・一般財源

雑排水浄化槽汚泥処理委託事業

千円 環境保全係

事業概要

○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脱水汚泥を最終処分施設へ搬入
　 ④最終処分施設にて堆肥化

主な経費

不法投棄ごみ撤去事業

千円 環境保全係

事業概要

○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
毎月定期的に実施（業務委託）

主な経費 財源内訳

・不法投棄ごみ撤去委託 ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.1.6 010435

予　算　額　 723  担　当　係

210 180

142 495

250 48

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.1.8 010437

予　算　額　 2,473  担　当　係

29 2,473

2,355

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.1.10 010439

予　算　額　 2,512  担　当　係　　　

1,492 497

1,000 497

1,518

・ ・

・ ・

・ ・

狂犬病予防事業

千円 環境保全係

事業概要

○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

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・(手)犬の登録手数料

・狂犬病予防注射委託料 ・(手)狂犬病予防接種済票交付手数料

主な経費 財源内訳

・報酬（生活環境保全審議会委員） ・一般財源

・河川水質調査等委託料 ・

・犬登録等事務負担金 ・一般財源

主要事業に関する調  （衛生費）

合併処理浄化槽設置補助事業

千円 下水道係

事業概要

・ ・

・ ・

・

・合併処理浄化槽設置事業補助金 ・(国)汚水処理施設整備交付金

・合併処理浄化槽維持管理補助金 ・(県)合併処理浄化槽設置事業補助金

・ ・一般財源

・

　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補助金を交付する。
　小網地区についてH30年度まで維持管理補助金を交付する。（11条法定検査、汚泥引抜、保守点検）
○合併処理浄化槽設置整備事業　1,4９2千円（5人槽332千円/基、7人槽４１４千円/基）
○合併処理浄化槽維持管理補助金　1,000千円
　　限度額40千円/基（①11条法定検査5千円②汚泥引抜20千円③保守点検15千円）

主な経費 財源内訳

環境保全対策一般経費

千円 環境保全係

事業概要

○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
○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。
○環境を害する苦情相談等の紛争解決
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.2.１ 010440

予　算　額　 1,033  担　当　係　　　

272 371

100 590

590 72

50

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.2.1 010441

予　算　額　 450  担　当　係

450 450

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.2.2 010442

予　算　額　 179,189  担　当　係　　　

7,015 15

17,614 430

195 7,719

27,000 8,092

19,055 162,933

107,885

・ ・

・ ・

・修繕費 ・（諸）指定袋売払

・ごみ指定袋自治区斡旋手数料 ・一般財源

ごみ危険物収集所整備補助事業

千円 環境保全係

事業概要

○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
　 2/3補助、限度額15万円
○自治区所有収集所の維持管理等の指導

主な経費 財源内訳

・収集所整備補助金 ・(手)家庭系一般廃棄物処理手数料

清掃総務一般経費

千円 環境保全係

事業概要

○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
○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

主な経費 財源内訳

・印刷製本費（ごみ分別収集計画表） ・(手)家庭系一般廃棄物処理手数料

・ＰＣＢ廃棄物処理委託

・長野広域連合負担金

・葛尾組合負担金

・一般財源

塵芥処理一般経費

千円 環境保全係

事業概要

○一般廃棄物の収集運搬及び処理の業務委託
○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）
○ＰＣＢ廃棄物の処理

主な経費 財源内訳

・消耗品費（指定袋作成等） ・(手)一般廃棄物処理許可申請手数料

・ごみ・資源ごみ収集処理委託 ・(手)事業系一般廃棄物処理手数料

・粗大ごみ不法投棄処理委託 ・(手)家庭系一般廃棄物処理手数料

・ ・

主要事業に関する調  （衛生費）

・（諸）指定袋・古紙売払

・

・ごみ減量化推進補助金
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.2.2 010443

予　算　額　 890  担　当　係

890 890

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.2.2 010444

予　算　額　 500  担　当　係

500 500

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 4.2.3 010445

予　算　額　 37,185  担　当　係

34,885 37,185

2,300

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・一般財源

主要事業に関する調  （衛生費）

事業概要

○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
　 収集運搬業者が千曲衛生施設組合へし尿を投入する際にかかる投入手数料@5円/10㍑のうち、
 　@4円/10㍑を町が負担
○し尿合理化計画に関すること

主な経費 財源内訳

・千曲衛生施設組合負担金 ・一般財源

・し尿投入手数料負担金 ・

ごみ減量化容器等設置補助事業

千円 環境保全係

事業概要

○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、個人が
家庭用生ごみ堆肥化容器を購入し補助金の申請があった場合、購入費の1/2、限度額4万円 を交付す
る。

主な経費 財源内訳

・ごみ減量化容器等設置補助金 ・(手)家庭系一般廃棄物処理手数料

し尿処理一般経費

千円 環境保全係

資源物回収奨励事業

千円 環境保全係

事業概要

○ごみの分別徹底と再利用化・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
　 奨励金　　紙類等2円/㎏、びん50円/50本

主な経費 財源内訳

・資源物回収奨励金
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 5.1.1 010501

予　算　額　 9,084  担　当　係　　　

140 9,084

120

1,000

1,300

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 5.1.1 010506

予　算　額　 2,017  担　当　係　　　

324 2,017

864

324

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 5.1.1 010502

予　算　額　 13,022  担　当　係

690 2,200

7,000 4

260 5,000

5,000 5,818

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 5.1.1 010503

予　算　額　 4,100  担　当　係

4,100 4,100

事業概要

　坂城勤労者総合福祉センターの管理を、（一財）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

・ ・

移住定住・就職支援事業（新）

千円 商工観光係

事業概要

　町内への移住・定住の促進のため、首都圏を中心とした県外へ向けて就職情報を提供し、町内企業の
人材確保を支援し、定住者の確保を図る。

主な経費 財源内訳

・印刷製本費 ・一般財源

・定住促進委託

・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。
・ 一般財団法人更埴地域勤労者互助会運営補助。

主な経費 財源内訳

・勤労者住宅建設資金融資利子補給金 ・（諸）勤労者生活資金貸付元利収入

・中小企業退職金共済掛金補助金 ・（負）（一財）更埴地域勤労者共済会運営負担金

・（一財）更埴地域勤労者共済会補助金 ・（財）勤労者住宅建設融資利子補給金基金積立金利子

・勤労者生活資金貸付預託金 ・一般財源

勤労者総合福祉センター管理一般経費

千円 商工観光係

・更埴職業安定協会負担金 ・一般財源

・就職情報提供サイト負担金 ・

・施設等使用料 ・

・

主要事業に関する調  （労働費）

労政一般経費

千円 商工観光係

事業概要

　企業における職場環境の改善、労務管理に関する支援、人材確保に関する事業など、関係機関及び
各団体との連携を図りながら、事業を実施する。

主な経費 財源内訳

・テクノハート坂城協同組合補助金 ・

・人材確保推進事業費補助金 ・

勤労者福祉対策事業

千円 商工観光係

事業概要

・センター管理委託料 ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.1 010601

予　算　額　 17,439  担　当　係　　　

3,586 4

18 1,121

12,905 111

266 1

215 10

188 36

221 16,150

　

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.1 010602

予　算　額　 128  担　当　係　　　

53 128

10

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.2 010603

予　算　額　 35,668  担　当　係　　　

35,668 35,668

・ ・

主要事業に関する調  （農林水産業費）

事業概要     

・「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　　・農地相談会の開催　等

主な経費 財源内訳

・農業委員報酬 ・(手)農地台帳等手数料

・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

・職員人件費 ・(諸)農業者年金取扱料

・旅費 ・(諸)地図等売払い等

・(諸)国有農地等維持管理事務取扱交付金

・(諸)農地中間管理事業業務委託費

・一般財源

農業委員会一般経費

千円 農林整備係

・

農業者年金業務

千円 農林整備係

事業概要

・委託料

・長野農業委員会協議会負担金

・

・需用費

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。

主な経費 財源内訳

・農業者年金加入推進員賃金 ・(手)農業者年金取扱手数料

・町農業者年金協議会補助金 ・

・ ・

・ ・

農業総務一般経費

千円 産業振興係

事業概要

・一般職員の人件費などの総務的経費。

主な経費 財源内訳

・職員人件費 ・一般財源

・ ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010604

予　算　額　 21,891  担　当　係　　　

695 33

3,279 2,185

13,500 25

500 13,500

500 75

2,200 6,073

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010605

予　算　額　 1,546  担　当　係　　　

・農機具保管庫管理委託 500 242

・農業支援センター補助 200 20

・農産物直売振興補助 600 1,284

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010606

予　算　額　 4,250  担　当　係　　　

1,850 1,850

2,400 2,400

・中山間地域直接支払事業

・農地活性化奨励金

・(県)農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金

・(県)地域農業マスタープラン作成事業補助金

主要事業に関する調  （農林水産業費）

農業振興一般経費

千円 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
交付し、生産振興を推進する一方、青年就農給付金や新規就農者支援補助による円滑な就農のサポー
ト、農地活性化奨励金による地域農業の担い手へ農地集積を図る。
・中山間地域などの農業生産条件不利地（協定締結地区）に対して、中山間地域直接支払事業補助金
を交付する。
・ワインぶどうの栽培普及と産地化を図るため、苗木等購入に対して補助金交付を行う。

主な経費 財源内訳

・果樹共済掛金補助

・(県)中山間地域等直接支払事業補助金

・

・ ・

・ ・

・ ・

・青年就農給付金

・ワインぶとう産地化補助金 ・(県)青年就農給付金事業補助金

・(県)環境保全型農業直接支払交付金

地域営農推進事業

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営農推進や耕作放棄地解消対策、担い手支援など継続可能な地域農
業の構築を目指すほか、農業経営体の所得確保や地域特産物の消費宣伝、生産者と消費者のコミュニ
ケーションの受け皿として、直売所の活動の支援を通じた農業振興を図る。

主な経費 財源内訳

・(使)直売施設用地使用料

・(諸)横坑共益費

・一般財源

・新規就農者支援補助金 ・一般財源

・

需給調整推進対策事業

千円 産業振興係

事業概要

・経営所得安定対策及び転作作物作付推進を図るため、水田における一般作物・野菜等を作付けした
農家に対し、坂城町農業再生協議会を通じて、町単独の助成金を交付するとともに、直接支払推進事業
経費を町農業再生協議会へ交付するなかで事業推進を図る。

主な経費 財源内訳

・直接支払推進事業補助金 ・(県)直接支払推進事業

・転作推進補助金 ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010607

予　算　額　 132  担　当　係　　　

130 132

事　業　名　 農地銀行活動促進事業  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010608

予　算　額　 303 千円  担　当　係　　　 　産業振興係

事業概要

20 241

61 62

222

事　業　名　 農産物加工施設管理費  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010609

予　算　額　 1,955 千円  担　当　係　　　 産業振興係

事業概要

1,650 ・(使)農産物加工施設使用料 10

・浄化槽保守点検等 145 ・(諸) 農産物加工施設共益費 1,200

　 745

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010629

予　算　額　 1,366 千円  担　当　係 産業振興係

事業概要

・ねずこんホームページ委託 130 ・一般財源 1,366

650 ・

300 ・

・光熱水費

・ ・一般財源

・ ・

主な経費 財源内訳

主な経費 財源内訳

・消耗品費

・作付指導者賃金

・農園用地借上料

・(使)ファミリー農園使用料

・一般財源

・

主要事業に関する調  （農林水産業費）

農振地域整備促進事業

千円 農林整備係

事業概要

「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。

主な経費 財源内訳

・農業振興地域整備促進協議会委員報酬 ・一般財源

・ ・

・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

・農産物の加工販売による町農産物の付加価値化及びブランド化を図り、農産物の生産振興及び消費
拡大につなげることを目的として、びんぐしの里農産物加工センターの管理運営を実施する。

さかきブランド推進事業

・地域資源を活かした町の特産品等活用による新商品開発・改良や販売促進などを通じ、小規模事業者
や新規就農者が商品訴求力の向上や販売力強化、地域農産物の消費宣伝を図るための取り組みに対
し、「さかきブランドづくり事業補助金」を交付、支援する。
・町マスコットキャラクター及びホームページによる消費宣伝活動やブランド化を推進する。
・ねずみ大根及びおしぼりうどんの消費宣伝活動を通じ、情報発信と生産販売振興を図るため、「ねずみ
大根まつり」を開催する。

・さかきブランドづくり事業補助金

・ねずみ大根まつり補助金
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010658

予　算　額　 2,200  担　当　係

200 2,200

1,400

・ワイン振興補助 500

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.3 010661

予　算　額　 4,349  担　当　係

202 1,645

486 343

1,210 2,361

1,800

500

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.5 010612

予　算　額　 26,365  担　当　係

560 26,365

9,845

・土地改良事業償還負担金 14,308

・埴科郡土地改良区負担金 873

さかきワイナリー形成事業

千円 まち創生推進室

事業概要

　坂城町ワイナリー形成事業推進による醸造用ぶどうの産地化及び６次産業化への発展を促進するた
め、農業支援センターに試験圃場の栽培管理を委託する中、担い手中心によるぶどうの栽培管理への
支援及び「坂城ワイン」として委託醸造及び販売を開始する坂城町振興公社との連携を強化する。
　また、試験醸造委託を継続し、ぶどう及びワインの品質評価を行なうとともに、ビジネスデザインをもとに
ワイナリー法人組織への出資、個人創業者への支援などを考える中で、町内事業者の参画によるワイン
関連産業の創出と雇用の確保、レストランなども含めた販売網の確立及び坂城ワインのブランド化など、
６次産業化を視野に入れたワイナリー形成事業を展開する。
　

主な経費 財源内訳

・講師謝礼 ・一般財源

・試験圃場栽培管理委託 ・

・

・ ・

有害鳥獣対策事業

千円 　農林整備係

事業概要

　有害鳥獣対策として、鳥獣駆除を委託するとともに、農業用予防柵を設置するための資材経費に1/3を
補助する。
　地域と連携して鳥獣被害対策実施隊として積極的な捕獲を実施する。
　地域で実施する侵入防止柵の設置を支援する。

主な経費 財源内訳

・実施隊賃金

・一般財源

・侵入防止柵等資材費 ・

・有害獣被害予防施設設置事業補助金 ・

農地一般経費

千円 　農林整備係

事業概要

　農道・農業用水路・ため池等土地改良施設を適切に維持管理し、灌漑用水の確保、洪水被害の防止・
被害軽減を図る。
　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。

主な経費 財源内訳

・消耗品 ・（県）野生鳥獣総合管理対策事業補助金

・有害鳥獣駆除委託

・農道管理委託 ・一般財源

・六ヶ郷用水組合負担金 ・

・

・

主要事業に関する調  （農林水産業費）

・（県）鳥獣被害防止総合対策交付金
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（単位：千円）

事　業　名　 農道等基盤整備町単事業  予算科目・事業通番　　 6.1.5 010613

予　算　額　 5,879 千円  担　当　係   農林整備係

事業概要

162 5,879

5,650

事　業　名　 町単補助事業  予算科目・事業通番　　 6.1.5 010614

予　算　額　 5,200 千円  担　当　係   農林整備係

事業概要

200 5,200

5,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.5 010623

予　算　額　 26,158  担　当　係

26,158 16,575

9,200

383

・

・

主な経費 財源内訳

・一般財源

・

・

・ ・

・

・一般財源

主な経費

主要事業に関する調  （農林水産業費）

　地域の要望に基づき、農道・農業用水路等土地改良施設の機能を維持するため、補修・改良工事を行
う。

　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補修・改良工事を支援するため、原材
料の支給及び補助金の交付を行う。

・補修用材料

・町単補助

・ ・

・

県営かんがい排水事業

千円   農林整備係

事業概要

・

●県営かんがい排水事業（六ヶ郷用水）改修事業負担金（国５０％、県２５％、市町２５％）
　水路改修　Ｌ＝2,421ｍ　管理用道路整備　Ｌ＝1,634ｍ　幅員　３ｍ
　全体事業費　728,000千円
　県営事業負担金は事業費の12.5％（市町25％の1/2ずつ　坂城町12.5％、千曲市12.5％）
　事業年度：H22～H28
　H2８年度事業費　206,200千円×坂城町負担12.5％＝25,775千円
●県営かんがい排水事業（埴科用水基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業）
　改修事業負担金（国５０％、県２５％、市町村２５％）
　頭首工補修工 一式、用水路補修工　Ｌ＝3,505ｍ
　全体事業費　369,000千円
　県営事業負担率：市町村25％を受益面積割（坂城町3％、千曲市97％）
　事業年度：H24～H28
　H2８年度事業費　51,044千円×25％×坂城町負担3％＝383千円

主な経費 財源内訳

・県営事業負担金 ・(負)補助事業負担金

財源内訳

・(起）公共事業等債

・ ・一般財源

・重機借上料

・町単工事

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.1.5 010630

予　算　額　 12,697  担　当　係

82 9,545

12,595 3,152

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.2.1 010631

予　算　額　 8,996  担　当　係

8,466 100

162 8,896

156

100

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.2.2 010633

予　算　額　 32,206  担　当　係

144 5,130

31,700 1,065

160 7,252

1,880

145

16,734

・消耗品費

・（県）森林病害虫等防除事業（伐倒駆除）

・（県）森林病害虫等防除事業（特別防除）

・（県）保全松林健全化整備事業

・（県）多面的機能支払交付金

・多面的機能支払交付金 ・一般財源

・

林業総務一般経費

千円 　農林整備係

・

・

千円 　農林整備係

事業概要

　蔓延する松くい虫被害の拡大を防止するため総合的な対策を実施する。
・伐倒駆除
・特別防除（空中散布）
・地上散布（無人ヘリ）
・農薬安全確認調査
・枯損木処理等

主な経費 財源内訳

・作業賃金

・松くい虫防除対策委託

主な経費 財源内訳

・職員人件費 ・（県）森のエネルギー推進事業

・森林保全巡視委託 ・一般財源

・

・防除用薬剤・苗木

・（県）森林病害虫等防除事業(安全確認調査)

・（県）森林病害虫等防除事業

・森のエネルギー推進事業補助金

松くい虫防除対策事業

・ 　　　　（空中薬剤散布防除効果等検証）

・ ・一般財源

主要事業に関する調  （農林水産業費）

・

・長野県特用林産振興会負担金等 ・

　農地の多面的機能の維持・増進を図るため、農業者が共同して取り組む地域活動及び地域資源（農
地・水路・農道等）の質的向上に資する活動に対して支援する。
　
【活動組織】
○坂城町南条中之条農業資源維持向上管理機構
○上沖地区農振地保全会
○上平緑の里
〇上五明地域農振地保全会
〇丸山地区農振地保全会

主な経費 財源内訳

事業概要

　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。

多面的機能支払交付金事業

千円 　農林整備係

事業概要     
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.2.2 010634

予　算　額　 3,970  担　当　係

860 240

2,000 3,730

445

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.2.2 010635

予　算　額　 582  担　当　係

177 582

400

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 6.2.3 010636

予　算　額　 2,214  担　当　係

900 2,214

400

500

400

・

・

・

事業概要

　林道１５路線３１kmの維持管理及び補修・改良工事を実施し、森林づくりを進める。

町有林管理事業

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
催など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

・林業委員報酬 ・（財）松茸山貸付収入

・作業員賃金 ・一般財源

・町有林管理委託 ・

・ ・

主な経費 財源内訳

・草刈作業員賃金 ・一般財源

・林道補修重機借上料 ・

・林道補修工事 ・

・ ・

主要事業に関する調  （農林水産業費）

特用林産振興事業

千円 　農林整備係

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 財源内訳

・光熱水費 ・一般財源

・特用林産振興補助金

・ ・

林道事業一般経費

千円 　農林整備係

・・林道補修用材料
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.1 010701

予　算　額　 38,474  担　当　係　　　

66 14

28,377 38,460

800

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.2 010702

予　算　額　 27,479  担　当　係

16,000 500

6,200 120

2,000 26,859

2,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.2 010703

予　算　額　 359,099  担　当　係

6,000 350,000

3,000 10

350,000 9,089

主要事業に関する調  （商工費）

商工総務一般経費

千円 商工観光係

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。

主な経費 財源内訳

・商工業振興審議会委員報酬 ・（使）商工施設使用料

・職員人件費 ・一般財源

・中小企業能力開発学院補助金 ・

・ ・

商工振興一般経費

千円 商工観光係

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。
　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として商工会へ補助金を交付する。
　町内企業で勤続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

・商工業振興補助金 ・（繰）ふるさとまちづくり基金繰入金

・商工会経営改善普及事業補助金 ・（諸）その他雑入

・商工会まちづくり事業補助金 ・一般財源

・商業店舗リフォーム補助金 ・

中小企業対策事業

千円 商工観光係

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

・保証料補給金 ・（諸）中小企業振興資金貸付金元利収入

・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

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.2 010704

予　算　額　 6,050  担　当　係　　　

2,087 65

2,485 360

263 2,616

200 126

2,883

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.3 010711

予　算　額　 3,162  担　当　係

470 3,162

252

189

400

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.3 010712

予　算　額　 3,300  担　当　係

3,300 3,300

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.4 010715

予　算　額　 8,181  担　当　係　　　

2,300 1,752

220 6,429

280

3,000

・遊歩道整備委託 ・

・新幹線上田駅観光案内所負担金 ・

・更埴漁業協同組合補助金 ・

町民まつり事業

千円 商工観光係

事業概要

　第３９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

中心市街地活性化事業

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に向け事業展開を行う。

主要事業に関する調  （商工費）

主な経費 財源内訳

・光熱水費 ・（使）商工施設使用料

・管理業務等委託

・設備保守点検 ・（諸）商業インキュベータ共益費

・駅前活性化事業補助金 ・（諸）自治区共益費

観光一般経費

千円 商工観光係

事業概要

　町に観光客を誘客するための事業を展開する。
　また、景勝地である葛尾城・狐落城・あたご山遊歩道等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を地元区等に委託する。

主な経費 財源内訳

・一般財源

・（諸）その他雑入

・印刷製本費

商工企画一般経費

千円 商工観光係

事業概要

　町の工業振興を図るため、町内企業の様々な技術や知識を活かした新製品開発に補助金を交付する
ほか、さかき産学官連携研究会、坂城国際産業研究推進協議会、テクノさかき工業団地組合等の活動に
対し支援する。
　

主な経費 財源内訳

・Ｂ・Ｉプラザ屋根改修工事 ・（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 ・

・コトづくりイノベーション補助金 ・

・ ・一般財源
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.4 010716

予　算　額　 281  担　当　係

102 179

179 102

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.4 010717

予　算　額　 27,500  担　当　係

18,000 3,000

9,500 24,500

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 7.1.4 010719

予　算　額　 7,601  担　当　係

375 4,450

850 30

270 110

2,400 3,011

事業概要

　工業団地内の外灯電気代等の一般経費。

主な経費 財源内訳

・光熱水費 ・（財）工業振興施設等整備基金積立金利子

・工業振興施設等整備基金積立金 ・一般財源

坂城テクノセンター支援事業

千円 商工観光係

事業概要

　企業の研究開発や技術高度化を支援する（公財）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を行う。

主な経費 財源内訳

・事業補助金 ・（繰）工業振興施設等整備基金

・管理業務委託 ・一般財源

・試験機器整備補助金 ・一般財源

・

工業団地整備事業

千円 商工観光係

主要事業に関する調  （商工費）

・

鉄の展示館管理一般経費

千円 商工観光係

事業概要

　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
行う。
　第７回新作日本刀展、坂城のお雛さまの開催

主な経費 財源内訳

・印刷製本 ・（使）商工施設使用料

・光熱水費 ・（諸）冊子等売払

・展示品保険料 ・（諸）講座等参加費

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.1.1 010801

予　算　額　 49,730  担　当　係　　　

48,420 4,530

260 162

33

132

44,872

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.2.1 010802

予　算　額　 8,185  担　当　係

2,400 500

3,500 7,685

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.2.1 010803

予　算　額　 10,000  担　当　係　　　

・町単補助事業 10,000 10,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.2.1 010811

予　算　額　 2,255  担　当　係

255 2,255

2000

・需用費（電気料）

道路橋梁総務一般経費

千円 建設係・管理係

事業概要

　道路橋梁の照明に係る電気料及び修繕料。
　道路の改良や町道の現況に合わせて用地測量及び道路台帳の整備を行う。

主な経費 財源内訳

・（諸）有料道路利用者負担金

・道路台帳等保守管理業務委託 ・一般財源

・

町単補助事業

千円 建　設　係

主要事業に関する調  （土木費）

土木総務一般経費

千円 建設係・管理係

事業概要

　土木事業に係わる職員人件費、建設機械等の燃料費、修繕料及び関係団体への負担金などの総務
的経費。

主な経費 財源内訳

・職員人件費 ・（使）道水路占用料

・河川協会等負担金 ・（手）閲覧手数料・道路証明手数料

・ ・（財）土地開発基金積立金利子

・

・ ・一般財源

・

事業概要

　各区が実施をする土木事業へ事業補助金を交付する。

主な経費 財源内訳

・ ・

交通安全施設整備事業

千円 建　設　係

事業概要

　交通事故のない安全な町を目指して、ガードレール、ガードパイプ、区画線、カーブミラー等の交通安
全施設を整備する。
　また、既存の施設で修繕が必要となったものを修繕する。

主な経費 財源内訳

・修繕料 ・一般財源

・ ・

・

・一般財源

・（諸）コピー料ほか

・交通安全施設設置工事
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.2.2 010804 

予　算　額　 5,648  担　当　係

1,200 5,648

3,000

1,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.2.3 010805

予　算　額　 104,688  担　当　係　　　

4,100 53,350

1,200 39,200

23,150 12,138

75,500

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.2.3 010814

予　算　額　 26,000  担　当　係

1,500 13,750

24,500 10,100

2,150

・道路維持工事

・ ・

・ ・一般財源

道路改良事業（A01号線）

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、多様な機能を持つ都市計画道路のうち、南条金井地
区、酒玉（若草橋南）地区の改良整備を行う。
　・全体計画　金井地区（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）
　　　　　　　　  酒玉地区（若草橋南側） L=130m W=16m（両側歩道W=3.5m)
　・Ｈ28年度　金井地区　用地買収、建物等補償、建物等補償調査
    　             酒玉地区　用地買収、建物等補償、建物等補償調査

主な経費 財源内訳

・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

・用地代 ・一般財源

・

道路改良事業（舗装修繕）

千円 建　設　係

・調査設計委託 ・（国）社会資本整備総合交付金

道路維持一般経費

千円

主要事業に関する調  （土木費）

事業概要

　道路総ストック点検結果に基づき、傷みの激しい舗装を計画的な修繕により長寿命化を図り、ライフサイ
クルコストの縮減と通行者の安全確保を目指す。
H28　町道A03号線　舗装修繕工事

主な経費 財源内訳

建設係・管理係

事業概要

快適で安全な道路整備のため、適正な維持管理を行う。
・道路維持工事(舗装補修、附帯施設修繕等）
・道路清掃・除草・街路樹剪定

主な経費 財源内訳

・町道等清掃除草業務委託 ・一般財源

・

・補修用材料 ・

・ ・

・ ・

・建物等補償

・舗装修繕工事 ・（起）公共事業等債
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.2.4 010820

予　算　額　 89,000  担　当　係

26,500 22,275

62,500 25,300

25,400

16,025

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.3.1 010816

予　算　額　 635  担　当　係　　　

630 380

255

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.3.2 010817

予　算　額　 8,900  担　当　係　　　

500 8,900

1,300

7,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.4.1 010821

予　算　額　 17,667  担　当　係

13,264 15,128

1,000 891

1,206 178

1,440

・ 10

・橋梁修繕工事 ・（国）大規模修繕事業

・（使）駐車場使用料

主要事業に関する調  （土木費）

橋梁修繕事業

千円 建　設　係

事業概要

　今後、老朽化の時期の集中が見込まれる橋梁について、計画的な修繕により長寿命化を図り、ライフサ
イクルコストの縮減と通行者の安全確保を目指す。
　H28　橋梁点検：跨線橋２橋・町内33橋、産経大橋・昭和橋修繕工事

主な経費 財源内訳

・橋梁詳細調査・設計委託 ・（国）社会資本整備総合交付金

・ ・（起）公共事業等債

・ ・一般財源

河川総務一般経費

千円 管　理　係

事業概要

　河川愛護活動（一級河川等の草苅り、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。

主な経費 財源内訳

・河川愛護会補助 ・（県）河川愛護事業補助金

・ ・一般財源

河川改良一般経費

千円 建　設　係

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。
　・水路しゅんせつ工事（沈砂池、桝等泥上げ）
　・水路改良工事（中学校西、前沢川）

主な経費 財源内訳

・修繕料 ・一般財源

・水路しゅんせつ工事 ・

・水路改良工事 ・

住宅管理一般経費

千円 管　理　係

事業概要

　住宅管理に係わる職員人件費及び、町営住宅、改良住宅の維持管理経費。

主な経費 財源内訳

・（使）町営住宅使用料

・需用費(修繕料) ・（使）改良住宅使用料

・下水道受益者負担金 ・（使）住宅施設使用料

・

・（手）督促手数料

・職員人件費
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.5.1 010824

予　算　額　 3,515  担　当　係　　　

250 3,515

265

3,000

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.5.1 010825

予　算　額　 856  担　当　係　　　

256 266

600 295

295

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.5.1 010831

予　算　額　 23,045  担　当　係　　　

33 55

21,926 80

1,000 22,910

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.5.3 010845

予　算　額　 300,000  担　当　係

300,000 300,000

・サーバー等使用料 ・

・空家バンク利用促進補助金 ・

・ ・

・都市計画審議会委員報酬

事業概要

・土地利用の計画や都市施設の整備、都市計画にともなう届出等を行う。
・都市計画事務に携わる職員の人件費支出
・都市計画審議会委員の報酬
・北国街道沿線の景観整備に向けた実態調査を大学等との連携により実施する。

主な経費 財源内訳

・（手）屋外広告物許可手数料

・職員人件費

空家活用事業（新）

千円 管　理　係

事業概要

　空家を有効活用し、定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、「坂城町空家情報バンク」の専
用ホームページの整備と空家の改修等への補助を行う。

主な経費 財源内訳

・空家バンクホームページ等委託 ・一般財源

住宅・建築物耐震改修事業

千円 管　理　係

事業概要

　住宅・建築物の耐震改修化を図るため、耐震診断、耐震改修工事の補助を行う。
　・住宅耐震診断(精密４戸)  耐震改修工事１戸

主な経費

主要事業に関する調  （土木費）

財源内訳

財源内訳

千円 下水道係

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等に要する経費について、下水道特
別会計の収支に不足する額について、一般会計から特別会計へ繰り出しを行う。

主な経費

・耐震診断士派遣委託 ・（国）社会資本整備総合交付金

・住宅耐震補強事業補助金 ・（県）住宅・建築物耐震改修事業補助金

・ ・

都市計画総務一般経費

千円 都市・公園係

・（財）普通財産貸付収入

・ ・

・ ・

・下水道事業特別会計繰出金 ・一般財源

下水道事業特別会計繰出金事業

・一般財源

・ ・一般財源

・委託料
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.5.4 010851

予　算　額　 95,879  担　当　係　　　

12,350 4,060

1,145 7,750

8,000 21,300

1,000 69

70,200 26,150

1,600 374

26,000

10,176

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.5.4 010852

予　算　額　 12,866  担　当　係

1,966 3,800

3,300 9,066

3,800 　

550

2,000

・実施設計委託

・施設整備工事

・

公園管理一般経費

千円 都市・公園係

主要事業に関する調  （土木費）

・（国）公園施設長寿命化対策支援事業

・すぱーく坂城下水道工事 ・（諸）自動販売機電気料等

事業概要

　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更埴地域シルバー人材センターに作業委託をし、安全で快適に公園を
利用できるよう努める。
  びんぐしの里公園をはじめ、都市公園7カ所の老朽化が進み、都市公園施設長寿命化対策事業を活用
し、計画的に整備、修繕を図る。

主な経費 財源内訳

・公園管理委託料 ・（使）公園施設使用料

・施設保守点検委託料 ・（国）効果促進事業

・遊具整備等工事費

・（起）長寿命化計画対策支援事業

・ ・

主な経費 財源内訳

・ばら祭り実行委員会補助金 ・

・（繰）公園整備基金繰入金

・施設整備等委託 ・一般財源

・（財）公園整備基金積立金利子

・施設改修工事 ・（繰）公園整備基金繰入金

花と緑のまちづくり事業

千円 都市・公園係

事業概要

　さかき千曲川バラ公園の維持管理及び「第11回ばら祭り」の開催により、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、花と緑あふれる生活環境の整備を実施する。
　「ばら祭り実行委員会」「薔薇人の会」「菊花愛好会」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。

・

・

・賃金

・原材料費

・

・一般財源

・ ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.6.1 010861

予　算　額　 48,216  担　当　係

9,400 5,820

20,500 260

4,838 42,136

5,200

3,800

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.6.2 010862

予　算　額　 8,237  担　当　係

2,050 106

200 8,131

5,600

106

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 8.7.1 010863

予　算　額　 7,277  担　当　係

6,700 4,650

99 2,627

200

・(財)水資源対策・営農推進基金積立金利子

・地籍調査用パソコン

主要事業に関する調  （土木費）

・

高速交通対策一般経費

千円 都市・公園係

事業概要

・駅業務の受託：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性の向上に努める。
・循環バスの運行：町内主要施設及び信州上田医療センター等を巡回することにより、交通弱者等へ対
応した循環バスの運行を行う。
・地域交通：地域交通利用促進協議会及び地域公共交通会議を組織し、しなの鉄道の利用促進と町循
環バスとの連携を図り利用者の利便性の向上を図る。
・公共交通関係施設管理：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管理に
より、利用者の利便性の向上に努める。
・坂城駅周辺バリアフリー化：田町地区の歩道未設置箇所への歩道整備。

主な経費 財源内訳

・駅管理業務等委託 ・（諸）しなの鉄道駅管理業務

・循環バス運行委託 ・（諸）駅駐輪場登録料

・循環バス賃借料 ・一般財源

・

渇水対策事業

千円 都市・公園係

事業概要

・高速道や新幹線の建設に伴った渇水対策井戸８か所の維持管理を行う。
  （大沢、梅ノ木、上手、矢ノ沢、湯の入、宮沢川、御所沢、四ッ屋)
・老朽化しているポンプを更新する。（梅ノ木送水ポンプ）

主な経費 財源内訳

・修繕料 ・(繰)水資源対策・営農推進基金繰入金

・ポンプ等改修工事 ・

・電気料

・水資源対策・営農推進基金積立

・・１６９系車両整備工事

・坂城駅周辺バリアフリー化工事

地籍調査事業

千円 管　理　係

事業概要

　地籍調査事業（一筆地調査）を実施し、素図・測量図を作成する。
　　坂城５区A=０．０９㎢

主な経費 財源内訳

・地籍調査測量委託 ・（県）地籍調査事業補助金

・地籍調査システム使用料 ・一般財源

・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 9.1.1 010901

予　算　額　 183,099  担　当　係　　　

182,689 183,099

410

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 9.1.2 010902

予　算　額　 27,610  担　当　係

7,367 5,088

5,088 22,522

5,088

2,960

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 9.1.3 010903

予　算　額　 20,492  担　当　係

1,648 12

1,290 2,587

2,500 6,000

8,627 11,893

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 9.1.4 010904

予　算　額　 368  担　当　係

200 368

70

75

・消火栓工事負担金

主要事業に関する調  （消防費）

常設消防費

・ ・

非常備消防一般経費

千円 生活安全係

千円 生活安全係

事業概要

　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

・千曲坂城消防組合負担金 ・一般財源

・長野県消防防災航空隊人件費負担金 ・

事業概要

　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

主な経費 財源内訳

・消防団員報酬 ・（諸）消防団員退職報償金受入金

・消防団員退職報償金（退団者支払） ・一般財源

・消防団退職報償金負担金（掛金） ・

・消防団員出動交付金 ・

消防施設一般経費

千円 生活安全係

事業概要

　消防施設（ハード 小型動力ポンプ）及び防災関係（備蓄、無線等）に関する経費

主な経費 財源内訳

・光熱水費 ・（使）消防施設使用料

・消防用ホース ・（諸）長野県衛星系防災行政無線更新支援事業補助金

・（起）緊急防災・減災事業債

・県衛星系防災行政無線設備更新工事負担金 ・一般財源

水防一般経費

千円 　建　設　係

事業概要

　水防倉庫等の維持管理、備蓄材の充実を図り、水防活動に備える。
　千曲川の水防指定団体として坂城町消防団と協力し、水防訓練を実施する。

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・一般財源

・修繕料 ・

・水防訓練用材料 ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.1 011001

予　算　額　 1,423  担　当　係

951 1,423

250

91

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011002

予　算　額　 45,759  担　当　係　　　

35,293 308

3,001 812

44,639

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011003

予　算　額　 2,347  担　当　係

600 20

250 600

1,000 1

1,726

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011004

予　算　額　 1,000  担　当　係

700 1,000

300

事業概要

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

主な経費 財源内訳

・委員報酬 ・一般財源

・教育長等交際費 ・

主要事業に関する調  （教育費）

教育委員会一般経費

千円 学校教育係

・職員人件費

・臨時職員賃金 ・(財)文教施設整備基金積立金利子

・ ・一般財源

教育振興事業

千円 学校教育係

事業概要

・主に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

・坂城町奨学金 ・(財)奨学基金積立金利子

・更埴郡市教委連絡協議会等負担金 ・

事務局一般経費

千円 学校教育係

事業概要

・教育長、学校教育係一般職員給与等の人件費、教育コーディネーター、教育・心理カウンセラー等
　の賃金、旅費、児童・生徒の災害共済掛金、教職員の検診、就学相談委員会の運営などの事業を
　実施する。

主な経費 財源内訳

・クラブ活動補助金 ・(繰)奨学基金繰入金

・特色ある学校づくり交付金 ・(諸)副読本売払

・ ・一般財源

小中学生国際交流事業

千円 学校教育係

事業概要

・中国上海市嘉定区との教育交流事業
　坂城町と友好関係にある中国上海市嘉定区・実験小学校との教育交流への補助を行う。
　国際理解を深め、豊かな国際感覚を磨くことを目的に訪中団の派遣を行う。(H20年度から実施)
・国際交流村事業
　小中学生を対象に外国の方々との交流を通じ、外国の文化や言葉の理解、コミュニケーションする力の
  育成を図る目的で実施する国際交流村事業への補助を行う。

主な経費 財源内訳

・中国教育交流補助金 ・一般財源

・国際交流村事業補助金 ・

・(使)教員住宅使用料・学校施設使用料
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011005

予　算　額　 17,728  担　当　係　　　

13,413 2,235

4,315 15,493

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011006

予　算　額　 243  担　当　係

200 243

40

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011007

予　算　額　 2,066  担　当　係

1,368 2,066

217

212

主要事業に関する調  （教育費）

私立幼稚園補助事業

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
　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88名)
・坂城幼稚園の振興補助、運営費及び給食費、多子世帯支援等に対する補助事業
　

主な経費 財源内訳

・就園奨励費 ・(国)幼稚園就園奨励費

・坂城幼稚園補助金 ・一般財源

・ ・

・ ・

教員住宅管理事業

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

主な経費 財源内訳

・修繕料 ・(使)教員住宅使用料

・下水道受益者負担金 ・

・ ・

・ ・

学力向上事業

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、テスト結果を分析し、学力向上を図る。
・小学校４年生以上の児童生徒の体力調査を行い、指導に生かし、体力の向上を図る。
・児童生徒の学校生活を送る上での意欲、満足度を測定するためのQUテストを実施し、クラスの状態を
　分析し、学級集団力の向上を図る。

主な経費 財源内訳

・委託料(学力テスト) ・一般財源

・委託料(体力テスト) ・

・委託料(QUテスト) ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011008

予　算　額　 3,262  担　当　係　　　

3,145 3,262

40

58

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.1.2 011042

予　算　額　 10,941  担　当　係

10,941 10,941

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.2.1 011011

予　算　額　 57,495  担　当　係

8,628 33,000

7,988 24,495

4,022

33,000

・通信運搬費

主要事業に関する調  （教育費）

大峰教室等自立支援事業

千円 学校教育係

事業概要

・登校が困難な児童生徒が大峰教室（適応指導教室）への通室により不安や悩みを和らげ、安心して
　過ごしながら、自立や社会性、学習意欲等を育て集団生活への適応を促し、学校生活に復帰できる
　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

主な経費 財源内訳

・臨時職員賃金 ・一般財源

・消耗品費 ・

・

・ ・

児童生徒支援事業

千円 学校教育係

事業概要

・発達障害や教室で授業を受けることが困難な児童・生徒などへの支援を行う。また、医療ケアの必要な
　児童に看護師を配置して支援を行う。
　○学力向上・学習習慣形成支援（南条小、坂城小、村上小）
　○外国籍児童生徒自立支援（坂城小）
　○フレンドリールーム支援（坂城中）
　○看護師雇用による児童支援

主な経費 財源内訳

・臨時職員賃金 ・一般財源

・ ・

・ ・

・ ・

小学校総務一般経費

千円 学校教育係

事業概要

・小学校図書館司書給与、賃金及び共済費（常勤的非常勤職員給与3名）
・小学校英語授業の際、担任の補助を行う外国語指導講師の配置に係る委託料
・坂城小学校プール改修工事

主な経費 財源内訳

・人件費 ・（繰）文教施設整備基金繰入金

・委託料（外国語指導講師） ・一般財源

・使用料（校務支援システムほか） ・

・校舎等改修工事 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.2.2 011021

予　算　額　 13,952  担　当　係　　　

1,140 250

4,700 13,702

1,511

2,114

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.2.3 011022

予　算　額　 6,453  担　当　係

2,300 67

745 85

2,900 6,301

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.2.4 011025

予　算　額　 12,242  担　当　係　　　

950 12,242

3,328

1,216

2,014

・校舎、施設等の維持管理を行い、よりよい教育環境を整備する。
・主なものは、電気・水道等の光熱水費、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、児童検診委託、水質検査等委託、コピー機・印
　刷機のリース料、その他学校用消耗品、備品の購入。

南条小学校管理費

千円 南条小学校

事業概要

主要事業に関する調  （教育費）

・消耗品費 ・(国)就学援助費等補助金

・教材用備品購入費 ・(国)理科設備整備費補助金

・就学援助費等 ・一般財源

・ ・

坂城小学校管理費

千円 坂城小学校

事業概要

・校舎・施設等の維持管理を行い、より良い教育環境を整備する。
・主なものは、電気・水道・下水道料金の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、飲料水槽、警備保障、
　消防用設備、電気保安業務等の設備等管理委託等、児童の検診委託等の学校医への報酬、複写機
　賃借料等

主な経費 財源内訳

主な経費 財源内訳

・燃料費 ・(諸)太陽光発電電気料

・光熱水費 ・一般財源

・設備等管理委託 ・

・庁務業務委託 ・

南条小学校教育振興費

千円 南条小学校

事業概要

・主に児童の学習のため、教材・教材用備品等の整備を行う。
　特別支援学級を１学級増設し、学級数は15学級、児童数は354名(予定)
・主なものは、各教科の教材、行事用品、プリンタ・印刷機のインク・紙等消耗品の購入、理科教育設備
　整備費補助事業に係る理科備品、児童図書の購入、その他就学援助費等。
・H27年度の教科書改訂により、教師用教科書・指導書の追加整備を行う。
・ＩＣＴ機器の導入により、ＩＣＴを活用した教育を推進する。

主な経費 財源内訳

・燃料費 ・一般財源

・光熱水費 ・

・設備等管理委託 ・

・庁務業務委託 ・

・ ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.2.5 011026

予　算　額　 8,038  担　当　係

1,850 69

3,943 85

1,786 3,335

4,549

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.2.6 011031

予　算　額　 10,919  担　当　係

730 360

3,299 10,559

958

2,026

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.2.7 011032

予　算　額　 3,267  担　当　係　　　

1,377 68

376 47

1,198 3,152

坂城小学校教育振興費

千円 坂城小学校

事業概要

・主に児童の学習のため、教材・教材用備品等の整備を行う。
　学級数は14学級、児童数は245名（予定）
・主なものは、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、国語・算数等教科の教材、
　行事用品、理科教育振興事業に係る理科教材備品、ＩＣＴ活用のための教材備品、児童図書の購入、
　その他就学援助費等。
・H27年度の教科書改訂により、教師用教科書・指導書の追加整備を行う。

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・（国）就学援助費等補助金

主要事業に関する調  （教育費）

・教材用備品購入費 ・（国）理科設備整備費補助金

・就学援助費等 ・（繰）文教施設整備基金繰入金

・ ・一般財源

村上小学校管理費

千円 村上小学校

事業概要

・校舎、施設等の維持・管理を行い、より良い教育環境を整備する。
・主なものは、電気、水道の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、消防用設備、警備保障、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・印刷機等
　のリース料とその他の学校用備品等。

主な経費 財源内訳

・燃料費 ・（諸）太陽光発電電気料

・光熱水費 ・一般財源

・設備等管理委託 ・

・庁務業務委託 ・

村上小学校教育振興費

千円 村上小学校

事業概要

・主に児童の学習のため、教材、教材用備品等の整備を行う。
　学級数は11学級、児童数は182名（予定）
・主なものは、方眼模造紙、紙、ＣＤ-Ｒ、ボール、楽譜、運動会用品、卒業式用品、印刷機インク・マス
　ター等の消耗品、児童図書、生物顕微鏡、ミシン等の教材用備品、その他就学援助費等。
・H27年度の教科書改訂により、教師用教科書・指導書の追加整備を行う。

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・(国)就学援助費等補助金

・教材用備品購入費 ・(国)理科設備整備費補助金

・就学援助費等 ・一般財源

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.3.1 011035

予　算　額　 7,106  担　当　係

3,994 1,690

780 5,416

1,690

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.3.2 011037

予　算　額　 25,983  担　当　係　　　

3,932 25,983

10,333

1,738

2,014

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.3.3 011038

予　算　額　 12,596  担　当　係

4,925 113

1,200 228

5,649 12,255

主要事業に関する調  （教育費）

中学校総務一般経費

千円 学校教育係

事業概要

・中学校英語指導講師の業務委託料、パソコンの保守委託料
・音楽室空調設備設置工事

主な経費 財源内訳

・英語指導講師業務委託料 ・（繰）文教施設整備基金繰入金

・使用料（校務支援システム） ・一般財源

・施設改修工事 ・

・ ・

坂城中学校管理費

千円 坂城中学校

事業概要

・校舎、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、電気・水道等の光熱水費、図書館司書講師及び事務員の賃金、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委託、庁務業務委託、生徒の検診委託、ｺﾋﾟｰ機
・印刷機・放送設備等のﾘｰｽ料と、その他学校用備品の購入。

主な経費 財源内訳

・賃金（司書講師、事務員） ・一般財源

・光熱水費 ・

・設備等管理委託 ・

・庁務業務委託 ・

坂城中学校教育振興費

千円 坂城中学校

事業概要

・主に、生徒の学習のため、教材・教材用備品等の整備をする。
　学級数は16学級、生徒数は381名（予定）
・主なものは、薬品・ｶﾞﾗｽ器具等（理科）、塗料・電気部品等（技術）、各種ﾎﾞｰﾙ・安全石灰等（保健体
　育）、肥料・苗等（特別支援）、ｺﾋﾟｰ用紙・ｲﾝｸ・ﾏｽﾀｰ等の消耗品、手回し発電機・太陽望遠鏡等（理
　科）、ﾊｰﾓﾆｰﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（音楽）、ﾃﾞｼﾞﾀｲﾏｰ（体育）、生徒図書等の教材用備品、体育用品・楽器・放
　送機器等の修繕料、その他就学援助費等。
・Ｈ28年度の教科書改訂により、教師用教科書・指導書を新たに整備する。

主な経費 財源内訳

・消耗品費 ・(国)就学援助費等補助金

・教材用備品購入費 ・(国)理科設備整備費補助金

・就学援助費等 ・一般財源

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　 10.4.1 011051

予　算　額　 78,866  担　当　係　　　

76,149 118

480 78,748

247

1,069

事　業　名　  予算科目・事業通番 10.4.1 011052

予　算　額　 1,354  担　当　係

476 6

87 1,348

309

200

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.2 011053

予　算　額　 7,868  担　当　係　　　

270 7,868

2,016

2,100

主要事業に関する調  （教育費）

社会教育総務一般経費

千円 生涯学習係

事業概要

・社会教育に関する委員報酬、職員給与、団体への補助等の事務経費。
・社会教育に関する調査・研究等を行う社会教育委員、生涯学習等の事業の基本方針及び関連事業等
を審議する生涯学習審議会委員等の事務経費。

主な経費 財源内訳

・職員人件費 ・（諸）コピー料ほか

・ＮＴＴ等通信費 ・一般財源

・複写機保守管理委託料 ・

・団体への負担金・補助金 ・

　文化の館事業

千円 生涯学習係

・ ・

事業概要

・公民館の運営及び分館活動の推進を図る。
・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への負担金。

主な経費 財源内訳

・本館専門部員等報酬 ・一般財源

・分館役員報酬 ・

・分館活動費補助金 ・

事業概要

・文化の館の維持管理業務。（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）
・館を利用し、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開催する。

主な経費 財源内訳

・光熱水費 ・（使）使用料

・庭木手入れ費 ・一般財源

・警備委託等 ・

・駐車場借上料 ・

公民館一般経費

千円 公民館

・ ・

・ ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.2 011054

予　算　額　 3,462  担　当　係

1,386 10

1,215 535

384 2,917

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.2 011055

予　算　額　 2,817  担　当　係

2,817 2,817

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.3 011061

予　算　額　 20,266  担　当　係　　　

1,200 28

1,392 20,238

1,152

3,800

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.3 011062

予　算　額　 7,430  担　当　係

3,433 7,430

1,225

2,772

各種公民館事業

千円 公民館

事業概要

・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（１１講座）、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

主要事業に関する調  （教育費）

・施設整備補助 ・一般財源

・ ・

図書館一般経費

千円 図書館

事業概要

・本の貸出し、読書相談、学習に必要な資料の提供を行う。
・新規図書購入、利用者のリクエストへの対応。
・としょかんまつり、としょかん講座を開催する。

主な経費 財源内訳

主な経費 財源内訳

・講座等講師謝礼 ・公民館報送付お礼等

・事業参加賞等 ・講座受講料

・公民館報 ・一般財源

分館施設整備補助事業

千円 公民館

事業概要

・公民館活動の基盤となる拠点づくり、整備に係る補助事業を行う。　（補助率の１０分の５以内）
　○５分館の施設修繕等　事業費5,634,000円×１／２

主な経費 財源内訳

・光熱水費　 ・(諸)　講座受講料ほか　　

・館内清掃等委託　　 ・一般財源　  

・設備点検等委託　

・図書購入経費 ・

図書館ネットワークシステム事業

千円 図書館

事業概要

・上田地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・丸子図書館・真田図書館・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・青木村図書館・長和町長門
図書館・長野大学附属図書館・上田市塩田公民館　構成）経費

主な経費 財源内訳

・システム運用保守委託　 ・一般財源　

・端末機リース代　　 ・

・ネットワークシステム化共通経費　 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.4 011065

予　算　額　 4,678  担　当　係　　　

1,884 15

759 45

606 2

4,616

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.4 011066

予　算　額　 3,747  担　当　係

570 120

126 3,627

2,704

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.4 011068

予　算　額　 2,035  担　当　係

166 1,000

182 1,035

907

607

・ ・

・ ・

・負担金補助及び交付金 ・（諸）その他雑入

・ ・一般財源

坂木宿ふるさと歴史館管理一般経費

千円 文化財係

事業概要

・信濃村上氏や北国街道坂木宿等に係る史料の展示を行い、坂城町の歴史等の情報発信する。
・中心市街地の活性化をはじめ、観光の振興との連携を図る。
・坂木宿ふるさと歴史館の維持管理を行う。

主な経費 財源内訳

・光熱水費 ・（使）坂木宿ふるさと歴史館使用料

・役務費 ・一般財源

文化財保護一般経費

千円 文化財係

事業概要

・県・町指定文化財をはじめ地域の文化財の保護・保存・活用を図る。
・有形無形文化財の保存・継承団体等の活動を支援する。
・文化財センター内の展示内容の充実を図る。

主な経費 財源内訳

・賃金 ・（使）文化財施設使用料

・委託料 ・（諸）書籍等売払

・委託料 ・

埋蔵文化財発掘調査事業

千円 文化財係

事業概要

・埋蔵文化財包蔵地の範囲での、土木工事等に伴う試掘調査や立会い調査を行い、遺跡範囲の確定と
　ともに保護を行う。
・発掘調査により出土した、貴重な金属遺物の保存処理を行う。

主な経費 財源内訳

・賃金 ・（国）国宝重要文化財等保存整備費補助金

・印刷製本費 ・一般財源

・委託料 ・

・ ・

・使用料及び賃借料 ・

主要事業に関する調  （教育費）

63



（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 10.4.5 011080

予　算　額　 502  担　当　係

78 502

227

120

事　業　名　  予算科目・事業通番 10.4.6 011081

予　算　額　 13,010  担　当　係

1,391 1,200

4,344 15

468 144

6,408 11,651

事　業　名　  予算科目・事業通番 10.4.7 011085

予　算　額　 1,809  担　当　係

137 1,809

1,500

主な経費 財源内訳

・光熱水費　 ・一般財源　　

・警備委託　 ・

・　　 ・

文化センター管理一般経費

千円 生涯学習係

主な経費 財源内訳

・講師等謝礼 ・一般財源

・ ・

資料館管理一般経費

千円 図書館

事業概要

・県宝に指定されている貴重な建物の有効活用を図るため、教育史料関係の収集や展示を行う。
　　○常設展示
　　○企画展示

事業概要

・生涯学習拠点施設である坂城町文化センターの管理・運営を行う業務経費。
・生涯学習の場となる会議室等の貸し館業務。

主な経費 財源内訳

・燃料費 ・（使）文化センター使用料

・光熱水費 ・（使）文化施設使用料

・ボイラー整備点検等 ・（諸）自動販売機電気料等

・文化センター管理業務委託 ・一般財源

青少年育成一般経費

千円 生涯学習係

事業概要

・次世代を担う青少年の健全育成を図るため、家庭、学校及び地域との連携を図り、健全育成事業の推
進を図る。
・地域の子ども会のリーダー育成のための研修会の開催及び通学合宿への支援を行う。
・坂城町青少年を育む町民会議への支援・助成を行う。

・ ・

主要事業に関する調  （教育費）

・生垣手入れ等　　 ・

・青少年を育む町民会議補助金 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番 10.4.9 011091

予　算　額　 4,014  担　当　係

1,000 211

680 65

1,000 3,738

962

事　業　名　 予算科目・事業通番 10.5.1 011092

予　算　額　 3,805 担　当　係

936 3,805

520

710

460

事　業　名　 予算科目・事業通番 10.5.1 011093

予　算　額　 1,089 担　当　係

654 564

169 525

245

・印刷製本費 ・（諸）講座受講料等

・コンサート出演料 ・一般財源

　生涯学習推進事業

千円 生涯学習係

・長野大学坂城町講座等委託料 ・

保健体育総務一般経費

千円 生涯学習係

事業概要

・町民がスポーツに親しみながら、健康増進、体力向上、地域コミュニティの醸成を図るための事業。
・スポーツ推進委員を設け、各種スポーツに関する指導や各種のスポーツ事業に協力し、町民のスポー
ツ活動等を支援する。
・各種のスポーツ大会を開催すると伴に、スポーツ少年団及び体育協会等に補助金を交付し、団体の活
動を支援する。

事業概要

・生涯学習推進協議会によるふれあい大学等の企画及び運営を行う。
・住民のために様々な学習の機会・情報の提供を図るため、生涯学習情報誌「まなびの玉手箱」等を発
行する。
・さかきふれあい大学を柱とした教養講座、専門講座、人財バンク、出前講座等の事業展開を図る。
・コンサートなど演奏会の開催に関する事務。
・長野大学・埼玉工業大学による坂城町講座及び情報通信を活用するICT講座を開講する。

主な経費 財源内訳

・講師等謝礼 ・（諸）チケット料

・車借上料 ・一般財源

・リフト等使用料 ・

・ ・

主要事業に関する調  （教育費）

・町体育協会補助金 ・

・

各種スポーツ教室開設事業

千円 生涯学習係

事業概要

・幼児から高齢者までを対象に、各年代層にあったスポーツ教室を開設し、多くの町民がスポーツに親し
む機会を創設する。

主な経費 財源内訳

・指導員謝礼 ・（諸）スポーツ教室参加費

主な経費 財源内訳

・スポーツ推進委員報酬 ・一般財源

・審判員指導員謝礼 ・

・町スポーツ少年団補助金
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（単位：千円）

事　業　名　 予算科目・事業通番 10.5.1 011094

予　算　額　 5,243 担　当　係

130 700

580 4,543

3,301

420

事　業　名　 予算科目・事業通番 10.5.2 011095

予　算　額　 1,510 担　当　係

306 1,510

687

事　業　名　 予算科目・事業通番 10・5・3 011096

予　算　額　 131,858 担　当　係

4,200 78,311

8,000 53,491

77,992

25,493

・ ・

体育施設整備事業

千円 生涯学習係

事業概要

・文化センター体育館・グラウンド、坂城町運動公園（上五明）及び鼠マレットゴルフ場等の体育施設の維
持管理・営繕を行い、多くの町民が利用し易い環境の整備を実施する。
・学校体育館等の社会体育施設の開放を行い、身近にスポーツを実施できる環境の整備を実施する。

主な経費 財源内訳

・施設機械器具修繕料 ・（使）体育施設使用料

・体育施設整備委託

・体育施設用地借上料

・

・一般財源

・

・

・ ・

食育・給食センター運営事業

千円 食育・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。
　新施設稼働後６年を経て、設備等の劣化防止・更新を行い、より安全な給食提供を進めていく。
給食実施数　1,300食/日　　　　年間日数　205日(小学校)・200日（中学校）

主な経費 財源内訳

・燃料費 ・(諸)給食費納入金

・光熱水費 ・一般財源

・賄材料費 ・

・委託料(調理業務ほか) ・

主要事業に関する調  （教育費）

・体育施設補修用原材料

・

武道館管理一般経費

千円 生涯学習係

事業概要

・武道による心身の鍛錬と健康増進を目的に、武道館剣道場と柔道場の管理と整備充実を図る。
・指導員を設け、武道の指導及び維持管理を行う。

主な経費 財源内訳

・指導員賃金 ・一般財源

・光熱水費 ・
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（単位：千円）

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 12.1.1 011201

予　算　額　 630,763  担　当　係

630,763 630,763

事　業　名　  予算科目・事業通番　　 12.1.2 011202

予　算　額　 74,149  担　当　係

74,149 50,000

24,149

主要事業に関する調  （公債費）

長期債元金

千円 財　政　係

事業概要

　建設事業等に伴い借り入れた地方債（長期債）の元金の償還を行う。

主な経費 財源内訳

・長期債定期償還元金 ・一般財源

・ ・

長期債利子

千円 財　政　係

事業概要

　地方債（長期債）に係る利子の償還を行う。

主な経費 財源内訳

・長期債定期償還利子 ・（繰）減債基金繰入金

・ ・一般財源
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（単位：千円）

会　計　名　

予　算　額　 34,220  担　当　係　　　

2,925 31,151

5,400 277

5,000 506

3,743 1,200

10

1,076

会　計　名　

予　算　額　 1,856,546 担　当　係

1,013,300 295,010

15,400 352,791

135,700 87,358

191,859 543,944

69,262 46,446

391,046 406,222

79,000

会　計　名　

予　算　額　 2,761

18 2,760

1,408 1

・一般会計繰出金 1,325 ・

　国保加入者が健全な生活を維持し、安心して医療が受けられることと、保健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、国民健康保険事業を運営する。

主要事業に関する調  （特別会計）

有線放送電話特別会計

千円 まち創生推進室

事業概要

　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。

主な経費 財源内訳

・療養費 ・国庫支出金

・高額療養費 ・県支出金

・後期高齢者支援金 ・前期高齢者交付金

・介護納付金 ・療養給付費交付金

・ ・一般会計繰入金

住宅新築資金等貸付事業特別会計

千円 担　当　係　                    人権・男女共生係

・共同事業拠出金 ・共同事業交付金

・電力柱等共架料・電柱敷地等借上料 ・（使）有線放送電話使用料・手数料

・有線施設設置移転等工事 ・（負）加入金・工事等負担金

・人件費負担金 ・（財）財産収入

・設備基金積立金 ・（繰）繰入金

・ ・（繰）繰越金

・ ・（諸）諸収入（広告放送料ほか）

国民健康保険特別会計

千円 福祉健康課　保険係

事業概要

事業概要

　同和対策特別措置法に基づく環境改善事業の一環として、老朽住宅の改築等を促進するため、平成８
年度まで実施した住宅新築資金等の貸付に対する償還事業。

主な経費 財源内訳

・貸付金等償還事務 ・貸付元利収入

・長期債償還金 ・一般財源（繰越金）

・ ・

主な経費 財源内訳

・療養給付費 ・国民健康保険税

68



（単位：千円）

会　計　名　

予　算　額　 820,447  担　当　係

19,209 79,000

88,165 139,300

343,612 100,000

17,660 300,000

260,000 202,000

91,300 147

会　計　名　

予　算　額　 1,416,241 担　当　係

1,372,624 329,618

26,832 386,269

16,323 199,360

194,000

306,806

会　計　名　

予　算　額　 184,840  担　当　係

183,610 142,373

1,168 42,400

福祉健康課　保険係

・総務費 ・一般会計繰入金

・ ・

事業概要

　平成27年度からの「高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画」に基づき、高齢者が介護や支援を必
要とする状態となっても、安心して日常生活を過ごせるよう要介護認定者等へ保険給付を行うと共に、で
きるだけ長く住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう地域支援事業により高齢者への介護予防や生
活支援を行う。

主な経費 財源内訳

・保険給付費 ・国庫支出金

・地域支援事業費 ・支払基金交付金

・総務費 ・県支出金

・ ・一般会計繰入金

・ ・介護保険料等

後期高齢者医療特別会計

千円 福祉健康課　保険係

　保険料に係る徴収事務を行い、徴収した保険料を広域連合に納付する。
　また、被保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の発行に係る事務を行
う。

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

事業概要

主要事業に関する調  （特別会計）

主な経費 財源内訳

下水道事業特別会計

千円 建設課　下水道係

事業概要

　公共下水道の整備率は約8割に達し、12,000人の方々が使用できる状況となった。
　また、下水道接続をし、水洗化をいただいている方は約8,800人で、190事業所に下水道を使用いただ
いている。
　平成28年度は、南条地域の金井地区の整備を予定している。

・一般管理費 ・（負）下水道受益者負担金

・施設管理費 ・（使）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

・流域下水道事業費 ・（繰）一般会計繰入金

・公債費（元金） ・（起）下水道事業債

・公債費（利子） ・その他

介護保険特別会計

千円
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