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〈村税の内訳〉 〈特別会計予算額〉

一般会計の

主な事業

上野村振興発展基金積立金

うえの乗合タクシー運行事業

多野藤岡地域代替バス運行費負担金

後継者定住及び少子化対策事業（補助等）

中学生海外視察派遣事業

集落活性化推進事業補助金

人材育成貸付金

うえのテレビ・インターネット接続事業

国土保全基金積立金

しおじの湯管理運営事業

上野（コウズケ）地区運動公園整備事業

子供農山村交流プロジェクト事業

・・・・・・・・・・・・・ １１６,９２３千円
・・・・・・・・・・・・・ １１,５９４千円

・・・・ １１,０９４千円
・ ７,０６０千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,５７２千円
・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,０００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,８８０千円
・・・ ３４,６５３千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６３,８１９千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９,９９２千円

・・ ６１,５００千円
・・・・・・・・・・ ４,１６０千円

配食サービス事業委託料

ミニシルバー事業委託料

老人住宅改造補修費補助金

特別養護老人ホーム建設資金元利補助金

高齢者特別給付金

高齢者生活福祉センター運営委託料

敬老金

介護福祉施設運営事業

後期高齢者医療広域連合給付費負担金

児童手当

保育所運営事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１,９１６千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８８８千円

・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,０００千円
・ ４,９１０千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０,３５８千円
・・・・・・ ８,６３１千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,８９０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８,０５９千円

・・ ４７,３４５千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,６６５千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０,８１６千円

総務費

民生費

（イ表の総務費の合計額　１０億９,５８１.２万円）

（イ表の民生費の合計額　３億３,６６６.９万円）

農林産物出荷運搬経費補助金

農産物生産奨励事業補助金

山村広場（総合グランド・プール・テニスコート）管理費

堆肥センター事業

木炭センター事業

中山間地域等直接支払制度交付金事業

イノブタ畜舎建設事業

有害鳥獣駆除対策事業

山林環境保全事業

木工フェスティバル補助金

森林整備担い手対策事業補助金

公有林整備事業

林道整備事業（県単開設・改良）

林業作業道総合整備事業補助金

美しい森林づくり基盤整備事業補助金

緑のふるさと協力隊対策事業

森林整備地域活動支援交付金事業

・・・・・・・・・・・・・・ ２,４４０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,２２８千円

・ １２,８２６千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０,４８１千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１,９３０千円

・・・ １,８２２千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,１２０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,４３８千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,０００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,０００千円

・・・・・・・・・・・ １,６００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０,０００千円

・・・・・・・・・・・ ６８,０００千円
・・・・・・・・・ ２０,０００千円

・・・ １９,８９３千円
・・・・・・・・・・・・・・ ２,５６６千円

・・・・・・・・ ７,２４２千円

農林水産業費
（イ表の農林水産業費の合計額　３億６,５１５.９万円）

区　分

平成２１年４月１日人口　１,４１１人

金額（千円） 構成比（％）

３１,９０３
２,２２６,５７４

２,４０１
５,４００
１,４４０

２,２６７,７１８
１,６０７

１.４１
９８.１９
０.１１
０.２４
０.０６

１００.００

村 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
村 た ば こ 税
入 湯 税
合 計
村民１人あたり

会計区分 予算額 前年度予算額

１億９,６００万円

１億０,８００万円

１,０６０万円

３,８００万円

１,３６０万円

２億３,７００万円

２,０００万円

２億２,２００万円

８億４,５２０万円

２億０,６００万円

１億０,８００万円

１,１００万円

４,５００万円

３,４００万円

２億４,５００万円

１,７００万円

０万円

６億６,６００万円

対前年度増額

１,０００万円減

同額　　　

４０万円減

７００万円減

２,０４０万円減

８００万円減

３００万円増

２億２,２００万円増

１億７,９２０万円増

国 民 健 康 保 険

へ き 地 診 療 所

簡　易　水　道

生 活 排 水 処 理

老　人　保　健

介　護　保　険

後期高齢者医療

産 業 振 興 事 業

合 　 計

上野村役場�59-2111　いきいきセンター（保健福祉課）�59-2309
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〈平成２０年度末基金残高見込〉

福祉作業所運営事業

患者輸送車運行事業

多野藤岡医療事務市町村組合立病院会計負担金

予防接種事業

健康増進対策費（健診・人間ドック補助金等）

ごみ・し尿処理事業

村内美化推進事業

へき地歯科診療所運営費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,３５０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,１３４千円

・ ７,９７０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,４１７千円

・ １９,６７０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３,７８９千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０,６２７千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,０５２千円

衛生費
（イ表の保健衛生費の合計額　１億３,４９５.６万円）

商工振興補助金

観光雑誌広告事業

ビジタートイレ設置事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,７５０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,５００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,４７３千円

道路敷地積測量委託料

道路維持工事

村道新設改良事業

村営住宅管理費

村営住宅新築事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,０００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０,０００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３５,５００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９,４７０千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０,５８１千円

商工費

土木費

（イ表の商工費の合計額　３,５２０.９万円）

常備消防（広域消防負担金）

非常備消防（消防団関係）

防災無線管理費

・・・・・・・・・・・・・・・ ６５,１９１千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４,３４９千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,１６７千円

消防費（イ表の消防費の合計額　８,６６０.４万円）

（イ表の土木費の合計額　２億４,７０２.１万円）

スクールバス運行委託料

かじかの里学園運営事業

語学指導等外国青年招致事業

小学校建設事業

小学校費

中学校費

文化財保護費

旧黒澤家住宅管理費

社会教育関連事業

保健体育関連事業

学校給食運営事業

教員住宅管理事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,８６８千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５,５６０千円

・・・・・・・・・・・・・ ５,１３５千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３４,３０６千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７,３０６千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４,１３８千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,５４８千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１,６８５千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,７９０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,２１３千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２,２７８千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,６８６千円

教育費（イ表の教育費の合計額　６億６,９１４.５万円）

 基            金            名 

財政調整基金

減債基金

地域づくり推進基金

土地開発基金

「かじかの里」づくり基金

地域福祉基金

高齢者集合住宅基金

ふるさと水と土保全基金

村営住宅整備基金

農山漁村ふるさと基金

地域振興基金

国土保全基金

ＣＡＴＶ維持管理基金

人材育成支援基金

生活排水処理事業基金

上野村振興発展基金

２０年度末見込

６億２,６９９万円

１１億１,８５６万円

１億２,８３５万円

９,００９万円

４８０万円

８,２４０万円

２,０００万円

１,０００万円

１億８,０４２万円

８,５００万円

７３１万円

１８億２,０９５万円

１,８１１万円

３,４７７万円

５４４万円

１８億４,２００万円

６０億７,５１９万円合                    計

広報うえの　2009年4月30日発行　№259


