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●●●●はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 現下の日本経済は、政府による経済政策の推進により、消費の持ち直しや雇用

情勢の改善、賃金ベースアップなどが見られてきましたが、景気回復の効果が地

方に十分波及しているとは言い難い状況にあります。このような中で、首相は

「新３本の矢」を打ち出し、新たな経済成長エンジンと位置付けたところですが、

10～12 月期の国内総生産は、個人消費の不振が響くなど２四半期ぶりのマイナス

成長となっており、景気の先行きが懸念されます。 

 一方、平成 28 年度の見通しは、政府により先に公表された「平成 28 年度の経

済見通しと経済財政運営の基本的態度」においては「雇用・所得環境が引き続き

改善し、経済の好循環が更に進展するとともに、交易条件が緩やかに改善する中

で、堅調な民需に支えられた景気回復が見込まれる。」とされ、また、地方財政

においても、総務省の「平成 28 年度地方財政計画の概要」の中で「地方税・地方

譲与税等が大きく伸び、リーマンショック以前の水準まで回復」と、平時モード

へのシフトが示されているところですが、消費者マインドの弱さや新興国等の景

気の下振れが景気を下押しするリスクもあり、経済状況および地方財政は楽観視

できない状況にあります。 

こうした中においても、本村は右肩上がりで人口が増え続け、平成 27 年度国勢

調査（速報値）では、人口 15,070 人と、平成 22 年度調査から 527 人の増となっ

ています。このため、近年は人口増加に伴う子育て・教育関係施設の不足への対

応に重点を置いてきており、平成 28 年度も、子どもの増加に対応するための施設

整備事業を実施します。今後も、南部地区の児童数増による南部小学校の増築お

よび中学校生徒数の３年間の一時的増加に対応する増築を要する見込みがあるも

のの、平成 28 年度末までには村内の保育園および小中学校の増改築などの事業が

おおむね完了し、新たな子育て支援総合施設（こども館（仮称））を建設するこ

とから、施設不足の解消と充実に一定の目途が立つ見通しとなります。 

また、平成 28 年度は、南箕輪村第５次総合計画（前期基本計画）の初年度にあ

たり、新たな目標に向かって各業務を推進するととともに、南箕輪村創生総合戦

略や平成 27 年度に締結した伊那地域定住自立圏協定に基づく事業も推進していき

ます。 
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●●●●一般会計一般会計一般会計一般会計当初予算案の概要当初予算案の概要当初予算案の概要当初予算案の概要    

    

 平成 28 年度予算は、こども館（仮称）建設、中学校特別教室の機能を併せ持つ

生涯学習施設の建設、北部保育園の改修などの新規事業や、前年度に引き続き南

原住宅団地の焼却灰処理委託を実施するため、予算総額は前年度と対比して４億

5,000万円（7.4％）増の 65億 7,000万円となり、過去最大規模を更新ました。 

 村の主要な財源である村税と地方交付税は、村税については固定資産税の伸び

などを見込み前年比 1,060万円増の 20億 2,720万円とし、地方交付税についても

国勢調査人口増などを勘案し前年比 6,450万円増の 14 億 4,450万円としました。

また、譲与税、交付金についても、地方消費税の増などを見込み、前年比 5,620

万円増の３億 9,730万円としました。 

 本年度は、人口増加に伴う施設不足の解消と充実に一定の目途を立てるため、

こども館（仮称）建設（５億 3,000 万円）、生涯学習施設建設（２億 1,500 万

円）、北部保育園増改築（１億 5,106 万円）と、大規模な建設事業を行います。

これらの事業の財源として、国の補助金や、事業のために積み立ててきた基金を

使い、後年度に償還金について交付税措置があるものに限って地方債を借り入れ

ます。また、国の社会資本整備総合交付金を活用して、既存の道路や橋梁、大芝

公園内施設などの老朽化対応や整備を行います。さらに、庁舎非常用発電設備工

事、耐震性貯水槽設置工事、ゾーン 30 対策工事など、くらしの安心安全のための

事業を推進します。 

 このほかに、地域おこし協力隊を任用して地場産業の活性化や各イベントの充

実を図り、集落支援員を委嘱して空き家調査や地区業務の支援をするなど、新た

なソフト事業も展開します。また、キャリア教育推進コーディネーター、スクー

ルカウンセラーの配置、小中学校夢先生事業などにより子どもの健やかな発達を

支援します。 

 

●●●●当初予算規模の推移当初予算規模の推移当初予算規模の推移当初予算規模の推移    (☆印は骨格予算) 平成 19 年度  41 億 5,000 万円 平成 20 年度  43 億 1,400 万円 平成 21 年度 ☆ 45 億 2,200 万円 平成 22 年度  48 億 7,100 万円 平成 23 年度  51 億 4,000 万円 平成 24 年度  47 億 7,000 万円 平成 25 年度 ☆ 51 億 5,000 万円 平成 26 年度  57 億 8,000 万円 平成 27 年度  61 億 2,000 万円 平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度        65656565 億億億億 7,0007,0007,0007,000 万円万円万円万円    
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●●●●歳入歳出の状況歳入歳出の状況歳入歳出の状況歳入歳出の状況    

    

【【【【    歳歳歳歳    入入入入    】】】】    

    

① 村税 

村税全体では、前年度対比 1,060 万円(0.5％)の増額を見込み、総額 20 億

2,720万円としました。 

個人村民税は、雇用の増加、賃金の上昇などによる給与所得増を見込み 2,140

万円の増、法人村民税は、税率改定の影響等により 3,250 万円の減を見込み、村

民税全体では、1,110万円（1.2％）減の８億 9,210万円としました。 

固定資産税は、家屋の新増築などにより 2,120万円（2.3%）増の９億 2,660万

円としました。 

軽自動車税は、税率改定により 450万円(11.3％)増の 4,450万円としました。 

村たばこ税は、売上本数が減少傾向であるため 400 万円 (3.2％) 減の１億

2,100万円としました。 

入湯税は、前年度並みの 4,300万円としました。 

 

② 地方消費税交付金 

改定後の税率が適用され１年が経過したことから、実績や伸び率を勘案し、

4,000万円 (16.7％)増の２億 8,000万円としました。 

 

③ 地方交付税 

普通交付税は、国勢調査人口の増などにより 2,000万円（1.6％）増の 13 億円

としました。特別交付税は、南原住宅団地の焼却灰処理経費分の交付などを見込

み、4,450万円（44.5％）増の１億 4,450万円としました。 

 

④ 分担金及び負担金 

分担金は、前年度に計上した南原住宅団地の焼却灰処理分担金の予算科目組替

え（本年度は諸収入に計上）などにより２億 2,575 万円（99.7％）減の 72 万円

としました。負担金は、前年度に計上した大芝公園非常用用水施設整備工事に伴

う水道事業会計からの負担金の皆減などにより 5,519 万円（23.6％）減の１億

7,890万円としました。 
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⑤ 国庫支出金 

国庫支出金のうち国庫負担金は、国民健康保険基盤安定負担金、保育園運営に

充てる児童措置費負担金、障がい者自立支援給付費負担金などの増により前年度

対比2,033万円（6.2％）増の３億4,646万円としました。また、国庫補助金は、イ

ンフラ整備のための社会資本整備総合交付金の減、中学校体育館改修補助金の皆

減などにより前年度対比9,929万円（43.2％）減の１億3,064万円としました。 

 

⑥ 県支出金 

県支出金のうち県負担金は、特別会計に繰り出す国民健康保険基盤安定負担

金・後期高齢者保険基盤安定負担金などの増により、前年度対比 1,313 万円

（9.1％）増の１億 5,675 万円としました。また、県補助金は、新規就農・経営

継承総合支援事業交付金の増、生涯学習施設の建設に利用する木造公共施設整備

事業補助金などにより前年度対比 2,920 万円（44.4％）増の 9,492 万円としまし

た。 

 

⑦ 繰入金 

こども館（仮称）建設のために福祉基金から 5,000 万円、中学校特別教室の

機能を併せ持つ生涯学習施設の建設のために学校改築基金から 9,880 万円、大芝

の湯源泉ポンプメンテナンス工事のために大芝高原温泉関連施設基金から 450 万

円ほかを取り崩します。また、財源調整のために財政調整基金から 9,140 万円を

取り崩します。 

 

⑧ 諸収入 

 南原焼却灰残土処理受託金として１億 7,673 万円を計上しました。 

 

⑨ 村債 

本年度の建設事業の財源として、こども館（仮称）・生涯学習施設建設に伴

う地域活性化事業債を５億 7,520 万円、中部・西部保育園増改築に伴う施設整

備事業債を 9,120 万円、庁舎非常用発電設備工事・耐震性貯水槽設置工事等に

伴う緊急防災・減災事業債を 7,920 万円計上しました。また、地方交付税の財

源不足を補う臨時財政対策債を２億 4,400万円計上しました。 
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【【【【    歳出歳出歳出歳出((((目的別目的別目的別目的別))))    】】】】    

    

① 議会費 

共済費の減などにより、前年度対比 576 万円（8.3％）の減額となりました。 

 

② 総務費 

前年度計上したマイナンバー制度等支援業務委託料、国勢調査費用、統一地方

選挙関連費用などが終了により減となりましたが、本年度は参議院議員選挙、集

落支援員事業、土地評価替えに伴う鑑定委託などを計上したため、全体では前年

度対比 469 万円（0.6％）増と、ほぼ前度年並みになりました。 

 

③ 民生費 

こども館（仮称）建設、北部保育園改築工事の大型事業を実施するほか、中部

保育園増改築工事も前年度から継続して実施するため、前年度対比５億 1,989 万

円（24.0％）と、大幅な増になりました。 

 

④ 衛生費 

前年度に引き続き実施する南原住宅団地焼却灰処理の委託料は、処理計画量の

前年当初比減により減額となりますが、上伊那広域連合負担金の新ごみ中間処理

施設建設分が増額となり、全体では前年度対比 4,503 万円（6.8％）の減となり

ました。 

 

⑤ 農林水産業費 

地域おこし協力隊、大泉上井水路沈砂池設置工事、農地中間管理事業機構集

積協力金などの新規事業計上、青年就農給付金や松くい虫予防対策事業の増額

により、前年度対比 2,611万円（12.7％）の増となりました。 

 

⑥ 商工費 

経年劣化した大芝の湯の温泉源泉ポンプのメンテナンス工事を実施し、また、

大芝の湯の修繕等に備えるための大芝高原温泉施設等整備基金に積立てを行う

ため、前年度対比 874 万円（9.2％）の増となりました。 

 

⑦ 土木費 

こども館（仮称）周辺整備を行うほか、前年に引き続き社会資本整備総合交

付金（国の補助金）を利用したインフラ整備、大芝公園内施設の改修などを行

いますが、交付金の前年比減が見込まれるため、事業費も減額となり、全体で

は前年度対比 9,108万円（12.1％）の減となりました。 
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⑧ 消防費 

庁舎非常用発電設備工事、耐震性貯水槽設置工事費などを行うため、前年度

対比 2,194 万円（8.8％）の増となりました。 

 

⑨ 教育費 

大型事業として生涯学習施設の建設を行いますが、前年度に実施した中学校

体育館天井落下防止工事、南箕輪小学校北校舎外壁工事、南部小学校保健室等

改修工事などの事業費の減により、全体では前年度対比 418 万円（0.6％）の

増と、ほぼ前年並みとなりました。 

 

 

【【【【    歳出歳出歳出歳出((((性質別性質別性質別性質別))))】】】】 

    

① 人件費 

職員１名増、育児休業から復職する職員分の増により職員給与が増額となり、

人件費全体では前年度対比 721万円（0.7％）の増となりました。 

 

② 物件費 

保育士、調理員、学級経営形成・学習習慣形成員などの子育て・教育関係の

臨時職員の増加により、賃金が前年比 4,435 万円（11.9％）増となり、これに

伴い社会保険料も増加するなど、物件費全体では前年度対比 4,872 万円

（4.3％）の増となりました。 

 

③ 維持補修費 

  給食センター、村民センターなどの修繕費の減により、前年度対比 293 万円

（11.8％）の減となりました。 

 

④ 扶助費 

  福祉医療費、児童手当などの増により、前年度対比 642 万円（0.9％）の増と

なりました。 

 

⑤ 補助費等 

 新ごみ中間処理施設建設関連の負担金、臨時福祉給付金、青年就農給付金な

どの増により、前年度対比 642万円（0.9％）の増となりました。 
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⑥ 普通建設事業 

こども館（仮称）・生涯学習施設の建設、北部保育園の改修などの建設事業

を実施するため、前年度対比３億 2,089 万円（25.7％）と、大幅な増になりま

した。主な事業については、次ページ以降に記載しました。 

 

⑦ 公債費 

前年度対比 72万円（0.2％）減で、前年度並みとなりました。 

 

⑧ 積立金 

大芝高原温泉施設等整備基金に 500 万円の積み立てを行うほか、財政調整基

金などの運用利子は、その基金に積み立てます。 

 

⑨ 投資及び出資金･貸付金 

長野県上伊那広域水道用水企業団に対する繰出金が減額となったため、前年

度対比 219 万円（0.6％）の減となりました。 

 

⑩ 繰出金 

国民健康保険事業特別会計への繰出しが大幅に増え、全体では前年度対比

4,397万円（18.2％）の増となりました。 
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●●●●主な主な主な主な普通建設事業一覧普通建設事業一覧普通建設事業一覧普通建設事業一覧 ○新 は新規事業  ※所管課は、平成 27 年度現在のものです。平成 28 年度の機構改革により所管課が変わることがあります。  
■子育て･教育･文化に関する事業                (単位:千円) 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課 
○新  北部保育園増改築事業 老朽化・未満児増加に対応するため給食室などを改修 151,060 子育て支援課  中部保育園増改築工事 園児増加による保育園増改築工事（前年度から継続） 33,957 子育て支援課 
○新  こども館（仮称）建設事業 子ども子育て支援総合施設（こども館（仮称））の建設 530,000 教育委員会 事務局 
○新  生涯学習施設建設工事 中学校特別教室棟の機能を備えた社会教育施設の建設 215,000 教育委員会 事務局 
○新  学校給食センター改修工事 児童数増などに対応するため、大釜などの給食設備を整備 5,500 教育委員会 事務局 
○新  南箕輪小学校教室等改修工事設計委託 こども館（仮称）建設後の放課後児童クラブ室などの改修工事の設計 3,500 教育委員会 事務局 
○新  村民体育館屋根防水処理工事ほか設計委託 村民体育館の雨漏り防止のための防水処理などの設計 2,500 教育委員会 事務局 
 

 

■自治･協働・安全に関する事業 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課 
○新  庁舎非常用発電設備工事 役場庁舎地下の非常用発電設備の更新 54,000 総務課 
○新  県衛星系防災無線設備更新負担金 県の防災行政無線ネットワーク設備更新事業の村負担分 8,250 総務課  交通安全施設工事費 道路反射鏡などの交通安全のための施設を設置 2,000 総務課  防犯灯設置工事費 防犯灯を設置 500 総務課 
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 耐震性貯水槽設置工事 北殿・田畑地区に耐震性の防火水槽を設置 16,000 総務課 
○新  ゾーン 30対策工事 信州大学・南部小学校周辺の車両時速 30 ㎞規制区域設定に伴う整備工事 3,000 建設水道課  通学道路交通安全対策 通学児童の安全のため通学路にグリーンベルトを設置 3,000 建設水道課 
 

 

■生活･環境に関する事業 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課   南原住宅団地焼却灰処理運搬委託 南原住宅団地内の焼却灰の処理・運搬（H27～H29） 176,726 住民福祉課  県営農道整備事業負担金 県が実施する広域農道の改良工事の村負担分（H23～H28） 37,500 産業課 
○新  こども館（仮称）周辺整備 こども館（仮称）建設に伴う周辺道路の整備など 29,000 建設水道課 
○新  桜香丘歩道橋設計委託 老朽化した桜香丘歩道橋（南箕輪小学校前）の改修のための設計 4,300 建設水道課  村道 7 号線（中込線）測量委託 中込線の交通安全対策のための測量 7,000 建設水道課  村道 2110 号線道路改良工事 県道伊那インター線岩月人形センター前交差点改良に伴う村道の改良 20,000 建設水道課  村道 3008 号線道路改良工事ほか 村道 3008 号線（北原）拡幅のための測量、用地取得、工事 24,000 建設水道課  村道 2038 号線道路改良工事 田畑駅西側の村道の拡幅 4,000 建設水道課  西部地区側溝整備工事 南原・北原地区の道路雨水排水対策のため側溝を整備 4,000 建設水道課  地区計画事業 地区計画に基づく道路改良などの工事費、用地費、委託料等 30,000 建設水道課  橋梁修繕工事 橋梁を長寿命化するための工事 10,700 建設水道課 
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■産業･交流に関する事業 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課 
○新  温泉源泉ポンプメンテナンス工事 大芝の湯の源泉ポンプのメンテナンス 4,500 産業課  大芝村有林整備作業委託 大芝村有林森林整備計画に基づく村有林の間伐 7,000 産業課  松くい虫予防対策事業委託 松くい虫予防のための松枯損木処理および大芝公園内のアカマツへの薬剤注入 10,000 産業課 
○新  

大芝公園管理棟改修設計委託 大芝公園管理棟の老朽化対応・機能拡充のための改修設計 3,000 建設水道課 
○新  

大芝公園東屋ほか整備工事 大芝湖周辺の東屋２棟の改修ほか 36,000 建設水道課  大芝公園遊具更新工事 大芝公園内の老朽化した遊具を更新 8,000 教育委員会 事務局 
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●●●●主な主な主な主なソフトソフトソフトソフト事業一覧事業一覧事業一覧事業一覧    ○新 は新規事業  ※所管課は、平成 27 年度現在のものです。平成 28 年度の機構改革により所管課が変わることがあります。 
 

■子育て･教育･文化に関する事業                (単位:千円) 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課  病児・病後児保育委託 病児・病後児の保育を上伊那生協病院（箕輪町）に委託 3,000 子育て支援課  臨時保育士・臨時調理員等賃金 臨時保育士・臨時調理員などの賃金 231,000 子育て支援課  運動あそび委託 保育園などで子どもの発達のための「運動あそび」を実施 2,640 子育て支援課  ２歳からの食育・木育事業 大芝のヒノキで作った箸を２歳児に贈り、使い方や食事の指導を行う 253 住民福祉課 産業課  放課後児童支援員賃金 放課後児童クラブ支援員の賃金 15,020 教育委員会 事務局 
○新  キャリア教育推進コーディネーター賃金 職場体験、地元就職などのキャリア教育を推進する講師の賃金 2,210 教育委員会 事務局 
○新  小中学校夢先生委託 小学校・中学校で日本サッカー協会の「夢の教室」を開催 1,380 教育委員会 事務局 
○新  スクールカウンセラー賃金  生徒・児童のケアのため小中学校を巡回するスクールカウンセラーの賃金 180 教育委員会 事務局  南箕輪小学校学級経営形成・学習習慣形成員賃金 学級経営形成・学習習慣形成員を３人から５人に増員 11,710 教育委員会 事務局  中学校講師賃金 特別支援など村費教諭３人分の賃金 9,360 教育委員会 事務局 
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■健康･福祉に関する事業 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課  福祉医療給付事業 (うち村単児童等分） 乳幼児から高校３年生までの医療、障がい児医療を上乗せ給付 24,930 住民福祉課  村単低所得老人医療費補助 68 歳以上で同じ世帯の全員に村民税が課せられていない場合に医療費を補助 14,770 住民福祉課  中学３年生インフルエンザ予防接種補助事業 中学３年生へのインフルエンザ予防接種費用を補助 420 住民福祉課  健康ポイント制度 特定検診、循環器検診および各種がん検診受診数向上を目的としたポイント制度 300 住民福祉課  産後ケア事業 産褥入院、母乳相談、産後育児ヘルパー派遣等の費用負担軽減 700 住民福祉課 子育て支援課  森林セラピー推進事業 信州大芝高原みんなの森での体験ツアー開催など 420 住民福祉課 産業課 
 

 

■自治･協働・安全に関する事業 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課 
○新  集落支援員事業 空家の把握や区の業務支援などを行う「集落支援員」を委嘱 2,600 総務課  公共施設等総合管理計画策定業務委託 村の全公共施設の長期的管理計画の策定（前年度から継続） 2,484 総務課  防災備品購入 災害に備えてバルーン投光機、発電機を購入 1,150 総務課  ふるさと納税業務委託 寄附金の収納、お礼品の手配・発送などの業務を民間委託 5,850 財務課  まっくん生活支え愛ボランティア事業 ボランティアによる高齢者世帯等の雪かき、買い物などの活動を助成 271 住民福祉課  道路除雪委託 業者委託および地区協定による除雪委託 4,500 建設水道課 
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■生活･環境に関する事業 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課  巡回バス運行事業 公共交通機関（まっくんバス）運行事業 34,000 総務課  上伊那広域連合負担金（ごみ処理関係） 新ごみ中間処理施設建設事業費分の増額により前年比約 25,000 千円の増 64,356 住民福祉課  都市計画見直し策定業務委託 都市計画道路、用途地域見直しに伴う業務委託（前年度から継続） 3,672 建設水道課 
○新  橋梁定期点検委託 橋の状態を把握するために毎年計画的に定期点検を実施 5,000 建設水道課 
○新  舗装修繕計画策定業務委託、CBR 調査委託 村道の舗装修繕計画および策定のための地盤調査 2,500 建設水道課 
○新  雨水排水計画策定業務委託 村道などの雨水の排水処理のための計画を策定 2,000 建設水道課 
 

 

■産業･交流に関する事業 事 業 名 事 業 内 容 予算額 所管課 
○新  地域発元気づくり支援金（県補助金）事業 ・運動あそびサミットを開催 ・大芝高原および周辺の自然を活用して運動、婚活、セラピーロード 10 周年などのイベントの支援   など 1,600 ※村直接実施分 総務課 
○新  地域おこし協力隊事業 都市地域から採用した「地域おこし協力隊」２名が村で暮らし味工房などで活動を行う 8,080 産業課 
○新  在来作物および郷土食の資源調査委託 地域固有の作物などの調査を信大農学部に委託 150 産業課  多面的機能支払交付金事業補助金 水路、農地などの地域資源の保全管理を地域活動として行う地区に対する補助 24,824 産業課  青年就農給付金 新規に就農、研修する青年に対する給付金 11,250 産業課 
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 南箕輪村観光協会補助金 南箕輪村観光協会に対する活動助成などの補助金 3,800 産業課  企業振興事業補助金 村内商工業等企業育成および立地促進のための補助金 20,000 産業課  空き工場等活用事業補助金 村内の空き工場・店舗で事業を開始する事業者に対する補助金 1,500 産業課 
 


