
〈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

村営自動車運行委託料

住民基本台帳ネットワーク事業

戸籍総合システム事業

うえの乗合バス運行事業

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

中学生海外視察派遣事業

集落活性化推進事業

人材育成貸付金

インターネット接続事業

国土保全基金積立金

中ノ沢周辺地域環境整備事業

上野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

・・・・・・・・・・・・・ ２２５,０００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,００４千円

・・・・・・・・・・・・ ２,９８２千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８,０６１千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１,５９４千円
・・・・ １６,３４２千円

・・・・・・・・・・・ ６,１１０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８,０１０千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,０００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,８００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,８９７千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８１,０５７千円

・・・・・・・・・・・・ ２７,７１２千円
・・・・・・・・・・・・・・ ４６,９４０千円

・・・・・・・・・・ ４,１１０千円

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

介護福祉施設建設事業

後期高齢者医療広域連合給付費負担金

児童手当

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３,９１６千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９８８千円

・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,０００千円
・・・・・ ５,０００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２,３６９千円
・・・・・・ ８,６３１千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,８００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９８,１５４千円

・・・・ ２５,０００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,５０５千円

総務費

民生費

（イ表の総務費の合計額  １１億１,５１２.７万円）

（イ表の民生費の合計額　６億７,４５８.２万円）

新規作物栽培用施設原材料

農産物生産奨励事業補助金

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

ほのぼの街道クリーンアップ事業

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

林業作業道総合整備事業補助金

水源地域公益保全林整備事業補助金

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

産業振興対策事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,２２８千円

・・・ １,８６５千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５,３９７千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,２０１千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,０００千円

・・・・・・・・・ １０,０００千円
・・・・・・・・・・・ １,４００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０,０００千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６８,０００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９,０００千円
・・・・ １０,０００千円

・・・・・・・・・・・・・・ ２,９４４千円
・・・・・・・・ ８,２１３千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１,６５３千円

農林水産業費
（イ表の農林水産業費の合計額　６億３,９７５.９万円）

区　分

平成２０年４月１日人口　１,４３１人

金額（千円） 構成比（％）

４１,４０３
２,３８６,５７３

２,４０１
５,４００
１,６２０

２,４３７,３９７
１,７０３

１.７０％
９７.９１％
０.１０％
０.２２％
０.０７％

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

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

６億６，６００万円

１億８，９００万円

１億０，７００万円

１，５００万円

４，１５５万円

２億２，８００万円

２億１，９００万円

－

７億９，９５５万円

対前年度増額

１，７００万円増

１００万円増

４００万円減

３４５万円増

１億９，４００万円減

２，６００万円増

１，７００万円増

１億３，３５５万円減

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

合 　 　 計



〈平成１８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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,４５３千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３,１１６千円

・・・・７,８９１千円
・・２０,８８８千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８,５４２千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３,０５７千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７,５５０千円

衛生費
（イ表の保健衛生費の合計額　１億５,７２８.９万円）

商工振興補助金

観光雑誌広告事業

花街道整備事業

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,０００千円

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４,９６５千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４,３５１千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２,２２８千円

商工費

土木費

（イ表の商工費の合計額　３,５２４.６万円）

広域消防負担金

防火水槽工事

防災無線管理費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５,３０３千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,０００千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,０９６千円

消防費（イ表の消防費の合計額　８,８４７.９万円）

（イ表の土木費の合計額　１億３,９１５.９万円）

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,８２０千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３,７１７千円

・・・・・・・・・・・・・ ４,６３５千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０９,７９４千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,５６５千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９,８３０千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,６４１千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,５７４千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２,７７５千円

教育費（イ表の教育費の合計額　５億５,２２０.９万円）

 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

金         額

５億８，４５１万円

１０億１，９３４万円

７，８３５万円

８，５４７万円

４８０万円

９，６００万円

２，０００万円

１，０００万円

１億６，３５４万円

８，５００万円

７３１万円

１５億３，９１７万円

１，８１１万円

３，５８７万円

３９０万円

１７億０，０５２万円

５４億５，１９３万円合                    計


