
町の予算の使い道
　「わが町の家計簿」では、歳入の内訳と歳出を目的別・性質別に表示しましたが、ここでは、

これらが町の総合計画の実施計画において施策別にどのような内容で使われ、事業費ベースで

どれくらい支出されているか、その概要を示しています。

※実施計画における主要事業費を掲載していますので、必ずしも町の当初予算全体額とは一致

しません。

１　暮らしの環境を改善する（生活・健康・福祉）
①福祉のある暮らし
■地域福祉の強化事業 　４６，５７６千円
・福祉団体等の連携を図り、地域福祉推進体制を充実させます。
・ボランティア活動を支援し、地域福祉活動の積極的な展開を
進めます。
■高齢者福祉の充実事業 　１，９８０，１３３千円
・介護保険事業、介護予防事業の一層の推進を図り、高齢者福
祉の充実に努めます。
・在宅福祉を支援するため、在宅支援サービスなどの事業を実
施します。
■子育て支援事業 　５３１，２６８千円
・町内保育所の運営などを行います。
・子育て支援体制を整えるため、学童保育・児童館の運営など
を行います。
・児童手当、子育て支援医療、母子福祉などの事業に助成します。
■障害者自立支援事業 　３９３，７０６千円
・小規模作業所などの充実を進め、障害者の就労支援を行います。
・障害者自立支援法に基づく給付費などを支給します。

主な内容
・社会福祉協議会補助金 42,815 千円
・民生児童委員活動費補助金 2,060 千円

主な内容
・介護保険給付費 1,735,025 千円
・養護老人ホーム入所者保護措置費
 125,703 千円
・生きがい活動支援通所事業 22,334 千円

主な内容
・児童手当 75,120 千円
・子育て支援医療費助成金 30,200 千円
・次世代育成支援地域行動計画策定業務
 1,659 千円

主な内容
・障害者福祉サービス事業費 267,876 千円
・重度心身障害者医療費助成金 87,520 千円
・身体障害者小規模通所作業所委託 2,000 千円

③安心な暮らし
■防災対策の強化 ６５，１４８千円
・耐震性貯水槽の整備、農地防災事業などの諸事業を進めます。
・東海地震などに備えて木造住宅の耐震診断を実施します。
■保健事業・健康づくりの充実 １７３，８２１千円
・生活習慣病などの予防、感染症の予防事業を充実させ、母子
保健や歯科保健などの対策も進めます。
・健康の保持・増進を図る主体的な活動を促進します。

主な内容
・耐震性貯水槽（大炊平・寺沢・相又） 26,000 千円
・木造住宅耐震診断・改修等補助金 4,200 千円

主な内容
・妊婦、乳幼児健診等委託料 7,497 千円
・各種がん検診等委託料 37,716 千円
・各種予防接種委託料 18,258 千円

②快適な暮らし
■住宅・宅地整備事業 　１，４５０千円
・宅地造成計画、宅地分譲などの宅地整備を進めます。
■水道施設の整備事業　 ５４０，５３９千円
・町内各簡易水道施設などの整備を進めます。
・安定的に供給できるよう水道事業の維持管理を行います。
■下水道施設の整備事業 ８４５，１７２千円
・公共下水道、特定環境保全公共下水道、浄化槽などを整備します。
・安定的に運営できるよう適切な維持管理を行います。

主な内容
・県土地開発公社委託事業事務費 1,200 千円

主な内容
・身延簡易水道建設費 216,561 千円
・下部簡易水道建設費 173,211 千円

主な内容
・身延下水道事業建設費 482,694 千円
・下部下水道事業建設費 169,189 千円
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２　うるおいの環境を保全する
①緑の継承
■自然との共生 ８，１４８千円
・湯平温泉など温泉資源の活用に努め、環境にやさしい資源活
動を進めます。
・環境学習ワークショップなど環境教育事業を推進します。

主な内容
・下部奥の湯温泉管理費 7,234 千円
・環境シンポジウム関係経費 635 千円

②環境の保全
■ごみ処理・リサイクル ３４６，９６５千円
・峡南衛生組合におけるごみ処理の分別化、減量化とともに不
法投棄ごみ処理や粗大ごみ収集生ごみ処理機の普及促進や資
源回収活動を推進します。
■環境衛生・美化活動 ６，０５６千円
・河川埋そく土除去や町内クリーン作戦など環境美化対策を進
めます。
・河川水質・土壌調査を行い、公害防止対策を進めます。

主な内容
・峡南衛生組合維持負担金 166,108 千円
・資源回収活動奨励金 450 千円
・電気式生ごみ処理機購入費補助金 200 千円

主な内容
・町管理河川埋そく土除去工事 1,500 千円
・河川水質検査及び土壌調査 1,239 千円

■消防・救急の充実 ２８６，８０３千円
・救命率向上のため、広域救急体制の充実を進めます。
・災害の多様化に対応するため、消防団運営や消防資機材の整
備を行い消防体制を強化します。
■交通安全対策の充実 ６，３０７千円
・カーブミラーなどの交通安全施設の整備を行います。
・街頭交通安全指導や交通安全協会を支援し啓発活動を進めます。
■防犯対策の充実 １，５２９千円
・青色パトカー運行など防犯パトロールを行い、防犯啓発活動
を進めます。

主な内容
・峡南広域行政組合消防費負担金 232,558 千円
・消防団団員報酬 10,999 千円

主な内容
・カーブミラー支給・修繕 807 千円
・交通安全協会運営費補助金 600 千円

主な内容
・防犯パトロール業務委託 1,088 千円

③美しい景観と憩いの環境
■景観の形成・公園・憩いの空間整備 ３，７９９千円
・地域の特性に配慮した特色ある景観づくり事業を進めます。
・コミュニティ公園の整備や、町営公園の緑地整備を進めます。

主な内容
・各公園環境整備・維持管理 3,736 千円
・しだれ桜の里づくり事業 63 千円

３　発展の活力を作り出す（基盤・産業）
①基盤の強化
■土地利用と開発 ７３，９７８千円
・土地管理の基礎となる地籍調査を進めます。（三澤、寺沢、殿前、小田船原の一部）
■交通網の整備 ２８３，６２２千円
・町営バスの運行維持やデマンドバスの運行事業を進めます。
・町道の改良舗装、除草作業などの整備を進めます。
■地域情報化の推進 ３２，２００千円
・情報提供をはじめ行政事務システムの充実、行政手続の電子
化などを進め、住民生活の利便性を高めていきます。

主な内容
・地籍調査業務 73,978 千円

主な内容
・町営バス・デマンド交通等事業 157,198 千円
・町道改良舗装工事事業費 117,171 千円

主な内容
・サーバ・ネットワーク端末保守 16,935 千円
・ＳＣＴ運営事業 14,186 千円

②産業の振興
■農林業の振興 １５８，８２２千円
・農業振興計画の見直しや農道・水路の整備や鳥獣害の防除事
業など農業生産基盤の整備を進めます。
・間伐事業などを進めるとともに、森林組合や緑の少年少女隊
の育成を進めます。

主な内容
・農道・用排水路工事 31,349 千円
・有害鳥獣対策関係経費 14,826 千円
・林道維持補修工事 14,100 千円
・里山エリア再生事業 5,300 千円

別冊　広報みのぶ　５月号　No.562



■商業の振興 １９，６８７千円
・商工会事業の支援を通じ、地域商業の育成を進めます。
■地場産業の振興 ２，８００千円
・夢ギフトや観光ノベルティー事業を通じ、地域特産品づくり
を進めます。
・伝統産業への支援を通じ、地域に根ざした産業振興を図ります。
■観光の振興 １８，３５０千円
・各祭りなどのイベントを支援し、観光振興を進めます。
・観光事業への支援を進め、観光振興体制を強化します。
・観光関連団体への支援を、連携強化を図ります。

主な内容
・商工会事業への補助金 19,687 千円

主な内容
・キャンペーン用ノベルティー作成 2,200 千円
・西嶋和紙振興事業補助金 200 千円

主な内容
・各種祭り実行委員会補助金 5,590 千円
・下部・身延山観光協会補助金 4,950 千円
・下部温泉郷魅力づくり協議会補助 1,000 千円

③産業間の連携と就労環境
■新たな事業おこし １６，８３５千円
・富士川地域地場産業振興センターの支援を通じ、産業間連携
を進めます。また、観光センターへの支援を通じ、コミュニ
ティ・ビジネスの起業を進めます。
■就労環境の充実 １９，５１０千円
・ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出事業を通じ、
就労の場の提供を進めます。

主な内容
・富士川地域地場産業振興センター補助金
 12,835 千円
・身延観光センター事業補助金 3,000 千円

主な内容
・地域住民健康指導促進事業 7,235 千円
・湯之奥金山史跡調査事業 5,015 千円

４　人と文化をはぐくむ　（生涯学習・教育・文化）
①まちづくりを支える人づくり
■生涯学習の充実 ３９，２７４千円
・集落公民館活動や社会教育団体の育成を通じ、生涯学習体制
の強化を図ります。
・地域資料のデジタル化や図書館ネットワークの整備を進め、
学習情報の提供に努めます。
・公民館分館の自主運営化を進める中で、生涯学習施設の管理・
運営体制の適正化に取り組みます。
・地域における自主的な生涯学習活動を支援していきます。
■スポーツの振興 ３１，００５千円
・体育施設の整備を進め、スポーツ施設の活用を図ります。
・スポーツ指導者の育成・確保を進めます。
・各種スポーツ事業への活動を支援していきます。

主な内容
・各地区公民館・分館管理費 15,816 千円
・旧西嶋分館解体工事及び設計業務 9,959 千円
・各地区公民館・分館活動事業 8,976 千円

主な内容
・体育施設の維持管理経費 25,635 千円
・町体育協会活動補助金 3,000 千円
・体育指導委員関係経費 766 千円

②明日を担う人づくり
■学校教育の充実 ５３，０７９千円
・国際理解教育の推進、特別支援教育の推進など、学校教育内
容の充実に努めます。
・カウンセラーの設置、道徳教育の推進、食育の推進などを通じ、
健康な児童生徒の育成に努めます。
■青少年の育成 １３，５２２千円
・自然の里事業の展開など青少年育成活動を推進していきます。
・青少年の相談体制などの充実を図り、青少年育成推進体制の
強化を図ります。

主な内容
・ＡＬＴ等臨時職員賃金 40,684 千円
・総合的学習・福祉教育等交付金 2,320 千円
・芸術鑑賞会等補助金 1,430 千円

主な内容
・青少年自然の里特別会計繰出金 9,857 千円
・青少年育成身延町民会議活動補助 1,553 千円

・中産間地域直接支払制度推進事業などにより農地の保全体制
の整備を進め、生産体制を強化していきます。
・物産まつりなどを開催し、農林産物の流通・販売を強化します。

・中山間地域等直接支払制度補助金 7,125 千円
・地場産業センターやかた運営費 3,379 千円
・身延町物産まつり実行委員会補助金 750 千円
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①多様な交流の力を活かす
■町内外の交流の展開 ７，２３３千円
・庁用バスを利用し、町民相互の交流を進めます。
・姉妹都市交流事業など町外との交流活動を推進していきます。
・ホームページの充実を図り、町内外への情報発信を強化して
いきます。
■定住・新定住の促進 ６，２１９千円
・定住促進祝金事業など、さまざまな分野での定住促進対策を
推進します。

主な内容
・ふるさと号・あじさい号運行経費 4,485 千円
・交流事業関係経費 1,097 千円
・ホームページ関係経費 1,204 千円

主な内容
・出産祝金 4,340 千円
・結婚祝金 1,000 千円

５　協働のまちづくりを進める（交流・協働・行財政）

②住民が主体となる
■コミュニティー活動の展開 ２５２千円
・地域コミュニティー活動の活性化を図ります。
■男女共同参画 ２４８千円
・男女共同参画活動を推進し、男女共同参画意識の浸透を図り
ます。
■住民と行政の情報交流 ９，８２７千円
・広報紙の発行、ホームページの充実、地域審議会の開催など、
広報・広聴の充実に努めます。
・個人情報の保護の確実な運用のもと、行政情報の公開を進め
ます。
■地域協働のまちづくり ３１，８６９千円
・下部支所、身延支所など地域拠点の運営を充実させ、区など
の各地域自治組織との連携を図り、地域協働の仕組みづくり
を進めます。

主な内容
・下山憩いの家運営事業 252 千円

主な内容
・男女共同参画関係経費 248 千円

主な内容
・広報紙・議会広報印刷経費 4,775 千円
・議会議事録作成委託 2,772 千円
・地域審議会関係経費 826 千円

主な内容
・下部支所・身延支所運営経費 22,084 千円
・区長・組長報酬 7,594 千円

③行財政改革を進める
■行財政運営の効率化・健全化 ７２，６７８千円
・集中改革プランに基づき組織の適正化に努め、職員研修事
業の実施、内部管理経費の削減及び広域事業の効率的な運用、
財政運営の適正化などを進めます。
■広域連携の推進 １３，７６７千円
・住民に密着した広域事業展開のため、広域行政議会運営事業
などを進めます。

主な内容
・峡南広域行政組合計算センター負担金
 36,889 千円
・広域ネット整備事業負担金 13,452 千円

主な内容
・峡南広域行政組合議会費・総務費負担金
 13,767 千円

③地域文化を育む
■文化活動の展開 ２９，６７７千円
・文化施設における企画展、展覧会などを通じ、芸術文化活動
を推進します。
・文化協会などの育成事業を通じ、文化振興体制の充実を図り
ます。
■歴史と文化遺産の継承 １０，１９８千円
・文化財の保存への助成や調査を進め、文化財保護と活用を図
ります。
・文化財施設の維持管理事業を通じ、地域文化の継承と育成に
努めます。

主な内容
・総合文化会館自主文化事業出演料 14,000 千円
・なかとみ現代工芸美術館展覧会等開催経費
 13,288 千円
・町文化協会補助金 800 千円

主な内容
・木喰の里微笑館等施設運営維持管理費
 4,529 千円
・金山博物館だより等印刷費 2,556 千円
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