
広 報

世 帯 と 人 口
（１０月１日現在）
世帯数 370世帯
男 343人
女 396人
計 739人

令和元年(2019年)10月15日発行

◇主な内容
平成30年度決算について P2-5
王滝村行政運営状況について P6
村内行事予定・保健センター行事予定 P11

水と緑のふるさと 王滝村

2019.10 No.186

【写真】9/21 保育園運動会



自主財源
37.9％

依存財源
62.1％

村税
2億4,650万2千円
(11.9%)

使用料・手数料・
負担金
645万9千円(0.3%)

財産収入
2,353万1千円(1.1%)

寄付金
1,129万4千円(0.6%)

繰入金
3億1,896万5千円(15.5%)

繰越金
7,718万3千円(3.7%)

諸収入
9,812万8千円(4.8%)

地方交付税
8億7,531万2千円(42.4%)

交付金・譲与金
6,549万円(3.2%)

国庫支出金
4,084万6千円(2.0%)

県支出金
4,321万7千円(2.1%)

村債
2億5,610万円

(12.4%)
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平成30年度決算を報告します

平成30年度の一般会計及び特別会計の決算が９月定例議会で審議され、認定されました。

平成30年度一般会計決算は、歳入総額20億6,302万7千円（29年度比△10.0％、△2億2,859万1千円）、

歳出総額19億6,151万1千円（29年度比△11.4％、△2億5,292万4千円）、差引1億151万6千円となりま

した。翌年度へ繰り越す財源を除いた実質収支は9,752万円（29年度：7,718万3千円）の黒字、財政調

整基金の積立と繰入を含めた実質単年度収支は△6,346万4千円（29年度： 1億9,907万7千円）の赤字と

なりました。

〇地方交付税は前年度に比べ3,793万5千円の減と

なりました。普通交付税の臨時費目の減少等が

要因で、今後も減額で推移する見込です。

○交付金に含まれる地方消費税交付金の社会保障

財源分（689万2千円）は、社会保障対策の一

般財源として、老人福祉費と保育園費に充当し

ました。

○自主財源は前年度に比べ1億4,132万9千円の減

となりました。観光施設事業補助金や災害復旧

費のための基金繰入金の減が主な要因です。

〇入湯税(31万950円)は、環境衛生施設、消防施

設等の整備及び観光振興に要する費用に充てる

ための目的税として課税されており、消防施設

修繕費に充当しました。

一般会計歳入総額
20億6,302万7千円

表の通りとなりました。
貴重な財源は住みよい村づ
くりに活用させていただき
ます。今後ともご理解とご
協力をお願いいたします。

※現年分の金額で、滞納額に係る
収納分は含めていません。

税 目 調定額 収入額 収納率

個人村民税 3,148万7,000円 3,129万1,969円 99.4%

法人村民税 523万4,300円 523万4,300円 100.0

固定資産税 2億 792万3,800円 2億 410万3,000円 98.2%

軽自動車税 266万7,900円 265万8,300円 99.6%

たばこ税 153万2,653円 153万2,653円 100.0%

入湯税 31万 950円 31万 950円 100.0%

担当：総務課財政係

村税の収納状況



義務的経費
31.2％

投資的経費
8.2％

その他経費
60.6％

人件費
3億6,220万円
(18.5%)

扶助費
4,808万3千円
(2.4%)

公債費
2億306万1千円
(10.3%)

普通建設事業費
1億4,545万6千円(7.4%)

災害復旧費
1,634万7千円
(0.8%)

維持補修費
900万7千円(0.5%)

補助費等
6億457万円
(30.8%)

繰出金
7,465万2千円

(3.8%)

貸付金
2,050万7千円
(1.0%)

積立金
1億8,354万6千円

(9.4%)

物件費
2億9,408万2千円

(15.0%)
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補助費等は、木曽広域連合ケーブルテレビ光化事業負担金などにより1.7％増加、物件費は地域お

こし協力隊や集落支援員の賃金増などにより4.6％増加、公債費は過疎債の元金償還開始により4.6％

増加となりました。一方で、普通建設事業費が、村道改良事業、橋梁修繕事業、防火水槽整備事業な

どの皆減により38.4％減少、災害復旧費が79.3％減少、積立金が36.3％減少となりました。

人件費…職員給与、議会

議員報酬、各種委員会委員

の報酬等

扶助費…各種医療費の助

成や児童手当等

公債費…借り入れた村債

の返済のためのお金

普通建設事業費…道路

や橋梁など公共施設の建設

費や改修費

災害復旧費…豪雨等の

災害による復旧に要したお

金

補助費等…特定の事業や

広域連合等への補助金や交

付金

繰出金…特別会計へ繰り

出したお金

貸付金…中小企業振興資

金預託金や奨学金等

積立金…各基金へ積み立

てたお金

物件費…委託料や使用料、

消耗品、光熱水費等

平成30年度に実施した主な事業

総務管理・消防

〇基幹・観光路線バス運行負担金 ・・1,693万円

〇ケーブルテレビ光化事業負担金・1億6,998万円

〇全国瞬時警報システム受信機整備 ・・165万円

産業の振興

〇村内プレミアム商品券発行事業 ・・1,866万円

〇冬季優待券発行事業 ・・・ 688万円

〇DMO(木曽おんたけ観光局)補助金 ・1,321万円

〇造林事業 ・・・ 395万円

〇有害獣対策防除補助金 ・・・ 84万円

御嶽山安全対策・復興関係

○御嶽山安全対策事業 ・・・ 1,818万円

〇登山道整備 ・・・ 313万円

○噴火災害犠牲者追悼式負担金 ・・・ 80万円

〇慰霊碑建立実行委員会負担金 ・・・ 705万円

〇県外向けプレミアム商品券販売 ・・1,110万円

〇ペットボトル水製造業務 ・・・ 172万円

その他

〇絆助成事業 ・・・ 128万円

〇地域おこし協力隊事業 ・・・3,629万円

〇集落支援員事業 ・・・ 1,455万円

教育・文化

〇学校施設修繕工事 ・・・3,096万円

〇村単独教員確保対策事業 ・・・1,431万円

〇ALT事業 ・・・ 475万円

〇学校給食補助金 ・・・ 309万円

道路の整備

〇村道第23号線舗装補修工事 ・・・ 1,091万円

〇トンネル点検業務 ・・・ 734万円

一般会計歳出総額
19億6,151万1千円

災害復旧等

〇豪雨災害救助(滝越区民避難関係) ・・174万円

〇豪雨・台風21号に伴う災害復旧・・1,635万円



公営企業観光施設事業会計
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特別会計の状況

会計名 歳入 歳出 主な内容

国民健康保険(事業勘定) 1億1,732万円 1億619万円 保険給付4,559万円

国民健康保険診療施設費 7,356万円 7,350万円 施設管理5,165万円

後期高齢者医療費事業 1,276万円 1,276万円 広域連合納付1,221万円

村営水道事業費 1,800万円 1,543万円 施設管理791万円、償還金211万円

おんたけ高原簡易水道事業費 1,700万円 1,699万円 施設管理785万円

農業集落排水事業費 3,661万円 3,658万円 施設管理948万円、償還金2,709万円

簡易排水事業費 279万円 278万円 施設管理278万円

宅地造成分譲事業費 2万円 2万円 事務費

平成30年度は、新たな指定管理者である(株)アンカーと10年間の基本協定を締結しました。現地法

人(株)王滝ツーリズムによる運営となり、117日間の営業を行いました。

入込者数は対前シーズン比88％となる36,703人でした。準備期間が短期間であったこと、営業開始

が例年より約1ヶ月遅くなったことが減少の主な要因と考えられます。

決算内容は、収益的収支では1億7,059万円の純損失となり、当該年度末の累積欠損金は49億7,826

万円となりました。

収入（事業収益） 1億9,031万円 一般会計補助金

支出（事業費用） 3億6,090万円

[主な内訳]指定管理料・・・・・・・6,245万円
施設修繕費・・・・・1億 172万円
圧雪車リース料・・・・・1,848万円
減価償却費・・・・・1億 7,199万円

借 方 貸 方

有形固定資産 23億 94万円 固定負債 ０円

投資等 235万円 流動負債 2,463万円

流動資産 2,617万円 負債合計 2,463万円

資産合計 23億2,946万円 資本金 72億8,309万円

企業債 0円

資本合計 72億8,309万円

資本剰余金 0円

利益剰余金 ▲49億7,826万円

剰余金合計 ▲49億7,826万円

資本合計 23億 483万円

負債資本合計 23億2,946万円

◇収益的収支

◇資本的収支 なし

◇貸借対照表 平成30年度観光施設事業会計貸借対照表
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平成30年度決算に基づく財政健全化状況

平成30年度末 基金残高の状況

財政調整基金 13億4,472万円

減債基金 37万円

特定目的基金 2億9,844万円

水と緑のふるさと基金 7,346万円

公共建築物等整備保全基金 2億2,033万円

御嶽山復興基金(見舞金) 103万円

王滝村奨学金基金 362万円

平成30年度末 村債残高の状況

・財政調整基金はH29末より8,380万円減少しました。地方交付税が減少傾向のなか、スキー場や御嶽山安

全対策に経費が見込まれること、災害等の突発的な財政需要に備えて、可能な限り積立を図っています。

・特定目的基金のうち、水と緑のふるさと基金は御嶽山環境整備・森林整備・自然エネルギー促進・教育の

推進等に、公共建築物等整備保全基金は公共施設修繕等に、御嶽山復興基金は慰霊碑建立とその維持管理に

活用します。

一般会計 21億6,782万円

村営水道事業 194万円

農業集落排水事業 1億6,245万円

合計 23億3,221万円

・一般会計の村債残高は、H28～H30木曽広域連合大型

事業等の過疎債借入により増加傾向です。今後も、御

嶽山施設整備や防災行政無線デジタル化事業等により

残高は増加する見込です。

財政健全化法によって、健全化判断比率（４つの財政指標）と公

営企業の資金不足比率を毎年公表するよう義務付けられています。

実質赤字比率 一般会計に生じている赤字の大きさ

を村の財政規模に対する割合で表したもの。黒字

のため「－」で表示しています。

連結実質赤字比率 一般会計と特別会計に生じてい

る赤字の大きさを村の財政規模に対する割合で表

したもの。黒字のため「－」で表示しています。

実質公債費比率 村の借入金（地方債）の返済額

（公債費）の大きさを村の財政規模に対する割合

で表したもの。3年間の平均値で示す。平成28年度、

29年度、30年度の3カ年平均値です。

将来負担比率 村の借入金（地方債）など将来負担

する可能性のある実質的な借金を村の財政規模に

対する割合で表したもの。基金や特定の収入見込

額が将来の負担額を上回っているため「－」で表

示しています。

資金不足比率 公営企業の資金不足を、公営企業の

事業規模である料金収入の規模と比較して指標化

し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。資金不

足額がない特別会計は「－」で表示しています。

健全化
判断比率

実質
赤字比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来
負担比率

H30決算 ー ー 6.1 ー

H29決算 ー ー 5.5 ー

早期健全
化基準

15.00 20.00 25.0 350.0

公営企業・特別会計 資金不足比率

公営企業観光施設事業会計 ー

特別会計村営水道事業費 ー

特別会計おんたけ高原簡易排水事業費 ー

特別会計農業集落排水事業費 ー

特別会計簡易排水事業費 ー

特別会計宅地造成分譲事業費 ー

15.1 14.9 16.3 14.3 13.4

0

5

10

15

20

25

H26 H27 H28 H29 H30

財政調整基金 減債基金 特定目的基金

19.8 19.3 20.3 21.0 21.7

0

5

10

15

20

25

H26 H27 H28 H29 H30

一般会計 村営水道事業 農業集落排水事業

(億円)

(億円)

H26～H30基金残高の推移

H26～H30村債残高の推移
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地域おこし協力隊活動報告
大瀬 和文 隊員

9月15日・16日に「セルフディスカバリーアドベンチャークロスマウンテンバ
イク（以下：SDA）」と「OSJダートマラソン」が無事に開催されました。
ここ数年は台風などの影響もあり、コースの短縮や順路の大幅変更などもしま

したが、今年は天候にも恵まれ、真夏の様な天候の下開催されました。
参加選手約1000名以上の選手達が王滝村の誇る林道を楽しそうに駆け抜け、ゴー
ルした選手からは「来年も挑戦したい。」と言う言葉が多数聞かれました。
これにより今年開催予定しておりました、SDA・OSJシリーズが無事に全て終

了致しました。
大会開催に伴い尽力し協力して頂いた村民の皆様には御礼を申し上げます。
今後は、来年開催予定の新規大会の準備と冬の王滝村の魅力を伝える準備をして
いきますので宜しくお願い致します。

自然体験を通して水と自然について学ぼうと、毎年い
くつかの団体が親子で村を訪れています。これまでは全
て役場が対応してきましたが、人手不足のなかで負担と
なり、事業のマンネリ化にも繋がっていったそうです。
この状況を解決する為、活動希望団体の受け入れ業務を
行うと共に、村の様々な情報を内外に発信し、魅力ある
地域の創造と地域の活性化に繋げようと立ち上がったの
が「王滝やまのこ学校協議会」です。
「次世代の子ども達にふるさと体験を・・・」をコンセ
プトに、王滝村のフィールドを活用し、自然体験などの
様々な体験を通して子どもたちの創造性・思いやり・社
会性を育てる活動のお手伝いをします。
今年立ち上がったばかりの協議会が継続して活動して

いけるように、引き続き周りの方たちと協力して活動し
て参ります。

山下 香織 隊員

https://www.facebook.com/otakiyamanoko/
⇑フェイスブックを開設しました。⇑今年の活動の様子

１月に発足した「王滝やまのこ学校協議会」の活動に力を入れています！

SDAとOSJを開催しました！

石黒 力也 隊員

2019年より始動した“グリーン
ライオン ジャパン”のインバウ
ンドのツアーの受け入れと、日
本食体験や料理の提供。人気の
“sushi making program”では実
際に海外の方と一緒に握り寿司
の体験をして食べてもらう。

インバウンドの受け入れ、日本食体験
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郷土食の講座や社協等で行われる
催し物へ参加し、地元の郷土食を体
験し、伝承を図るとともに、次の世
代へ残すためのコンテンツを開発し
ていく。現在“信州繋ぐラボ”という
田舎と都会を繋ぐ新たなコンテンツ
に王滝村の郷土食を都会の参加者と
共に発展させるプログラムに挑戦中。

郷土食の伝承と発展

水交園の新たなコンテンツ作り

水交園の売り上げを上げるため、新たなメ
ニューの提案と数字のマネジメント、また高級
コース料理や、夜営業、宴会や会席料理等で、
利用客の層や幅を拡大する。仕出しや出店によ
りお店以外での売り上げを作っていく。また、
観光局やその他旅行会社と提携し、ツアーや団
体客の受け入れを積極的に行っている。

出店 宴会料理 6,000円のコース料理

夏限定の焼肉 ツアー・団体の受け入れ 仕出し



(一社)木曽おんたけ観光局ってなに？

【DMOの役割】
・地域の「稼ぐ力」を引き出すこと。
・多様な関係者（事業者）と協力しながら、
明確なコンセプトに基づいた観光地域
づくりをすること。

・観光事業の仕組み作りとプロモーション
を実施。
・地域の観光資源に磨きをかけ商品化し、
それを販売して自立運営を行う。

・多様な関係者（事業者）の合意形成
・マーケティング・観光戦略づくり
・観光地域のマネジメント・ブランディング
・地域の資源を活かした旅行商品の
企画、造成、販売
（長野県知事登録旅行業第２ー６００号）

(一社)木曽

おんたけ

観光局

交通

事業者

行 政

地域

住民

飲食店
宿泊

施設

農林

漁業

商工業

木曽町・王滝村は古来より霊峰御嶽山と共生してきた地域でした。しかし、平成26
年の御嶽山噴火以降地域活力が低下し、災害からの復興、観光・産業振興が計画通り
に進んでいない状況にあります。
この状況を打開するために、木曽町観光協会と王滝総合事務所を一本化し、木曽お

んたけ観光局が立ち上がりました。新たな観光商品造成のための受入環境整備やコン
テンツ開発、SNSを使った情報発信等、行政範囲の枠組みを超えた観光誘客施策を他業
種と協力して行います。

DMO：Destination Management Organization
（観光地域づくりの戦略を考える組織）

・名物/お土産の開発/生産

・ものづくりの技術保存

・「地域の食」の提供
・多言語化

・宿泊者の受け入れ
・多言語化

・二次交通の確保
・周遊ルートの設定

・観光計画の作成
・インフラ整備
・文化財保護・活用
・各種支援措置

・農林業体験プログラム
・6次産業化(※1)による
商品開発

・観光地域作りへの
理解/協力
・観光客の
暖かな受け入れ
・情報発信
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今年1月〜3月の土日祝祭日に木曽福島駅からス
キー場(きそふくしま、マイア、2240)へ有料の貸切バ
ス実証実験を行いました。名古屋からのスキー
ツアー参加者を含め延べ1,100名が利用、スキー
場までのバス運行の必要性を再認識しました。
今年度は、木曽福島駅から「高山」「妻籠・馬
籠」へのバス運行実証実験を計画しています。

二次交通事業

新たに商品化を目指している
御嶽古道、古道沿いに道標の
設置とウォーキングマップの
製作を行いました。

御嶽古道整備

御嶽古道プロジェクトの皆
さんに企画いただき、滝行
モニターツアーを実施しま
した。神社・古道散策、滝
行、焚火浴、ヨガなどを体
験。ここでしか味わえない
滞在型コンテンツとして商
品化を行います。

滝行モニターツアー

マウンテンバイク、電動自転車（eバイク）を購
入しました。マウンテンバイクコースの開拓、レ
ンタサイクルやトレイルラン事業を実施します。

アウトドアスポーツ 体験プログラム開発
観光関係者と連携し旅行商品
を企画販売しました。木曽路
の資源を活かした商品造成に
取り組んでいます。

旅行商品企画販売

郷土料理と創作料理のレシピ本を作成しました。
観光局・書店等で販売しています。食を通じて新
たな観光を切り拓く講座を開催しました。

郷土料理レシピ・
創作料理レシピ本製作

木曽福島駅前、開田高原、広小路プラザ、
王滝村に観光案内所を設置しています。
そば祭り、御嶽山開山式など会員の皆さんとともに
地域イベントの運営も行なっています。

観光案内等

王滝村役場 総務課付課長
木曽おんたけ観光局派遣

丸山 文広

地域の方々や学生と連携し、豊かな観光
資源、伝統、暮らしをSNSを活用して発
信します。多種多様な視点から生きた情
報を継続的に全国に発信し、木曽の知名
度向上を目指します。

SNSを活用した情報発信

木曽の魅力を詰め込んだ
お土産品開発

木曽を訪れた証、大切な人に木曽での思い
出をおすそ分けしたくなる、そんな心温ま
るお土産品作りを、地域の皆様と一緒に
なって進めていきます。

観光局公式HP

(一社)木曽おんたけ観光局の仕事紹介
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情 報 掲 示 板

苦みの強いユウガオに注意！！

県内で「苦みの強いユウガオ」による食中毒が発生しました。
ごくまれに大変苦みの強い「ユウガオ」があり、食べると食中毒になることがあります。こ
れは、食用のウリ科植物（ユウガオ）の高濃度の苦み成分「ククルビタシン類」によるもの
です。大変苦みの強い場合は食べないようにしましょう。
［食中毒症状］
食後数分～数時間で舌のしびれ、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢を起こします。

担当：福祉健康課環境保全係

給与所得者に係る年末調整説明会を開催します。
出席する際は「年末調整のしかた」や「源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」
などのパンフレットをご持参ください。

【お問い合わせ】木曽税務署 電話：0264-22-2024 自動音声番号「2」

令和元年分年末調整説明会のご案内

開催日 開催時間 開催場所

11月20日(水)
10：00〜12：00 木曽町文化センター

多目的ホール14：00〜16：00

11月21日(木) 13：30〜15：30 大桑村中央公民館第2会議室

11月25日(月) 13：30〜15：30 南木曽会館多目的ホール

長野県最低賃金改正のお知らせ

長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和元年10月4
日(金)から時間額848円に改正されます。
この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。
また、賃金の引き上げに向けた中小企業への助成金等支援制度がありますので、ご活用くだ

さい。
【お問い合わせ】松本労働基準監督署 電話：0263-48-5693

消費税軽減税率制度説明会のご案内

開催日 開催時間 開催場所

10月24日(木) ①13：30〜14：30

②15：00〜16：30

※ご都合の良いほうにご参加ください。

木曽税務署2階 会議室11月26日(火)

12月13日(金)

事業者の方を対象に、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
飲食料販売がなくても、全ての事業者に関係のある制度ですので、ぜひお越しください。

【お問い合わせ】木曽税務署 消費税軽減税率制度担当 電話：0264-22-3502
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インフルエンザワクチン接種日のご案内

本年度のインフルエンザワクチンの予防接種を開始しました。
希望される方は、診療所までご連絡ください。（要予約）

◇接種当日の持ち物：
①問診表(診療所にあります) ②母子手帳・障害者手帳(お持ちの方) ③現金

◇費用(必ず現金をお持ちください)：
●一般の方：4000円/1回

・中学生以下の方、生活保護を受けている方は補助がありますので予防接種後
に保健センターに申請してください。

●下記の方：2300円/1回
・65歳以上で村内に住所を持っておられる方
・60~64歳の障害者手帳(心臓、腎臓、呼吸器)を持ち、村内に住所を持っておられる
方は、村から助成があります。

ご不明な点は、診療所へお問い合わせください。
担当：王滝診療所 電話：48-2731

王滝村教育委員会

10月1日付けで栗空敏之氏が教育長に、
家高敏彰氏が教育長職務代理に任命されま
した。任期は教育長が令和4年9月30日まで
の3年、教育長職務代理が令和5年9月30日
までの4年間です。

10月1日現在の委員構成は右の通りです。

役 職 名 氏 名（敬称略）

教 育 長 栗 空 敏 之

教育長職務代理 家 高 敏 彰

教 育 委 員 植 木 雅 史

教 育 委 員 吉 田 智恵子

教 育 委 員 下 村 郁 子

村内行事予定

日付 行事

10月27日(日) 第9回おんたけ湖ハーフマラソン

11月 2日(土)・3日(日) 第29回公民館まつり

10日(日) 消防団 火の元点検

保健センター行事予定

日付 教室名 時間 場所

11月5日(火) 熟年サークル 13時30分～15時30分 保健センター

6日(水) 定期健康相談 10時00分～11時30分 保健センター

こころの相談 10時00分～11時00分 保健センター

胸部レントゲン 通知文参照 通知文参照

健康サークル 10時00分～11時00分 保健センター

第1・3（木）予防接種の日（事前予約をお願いします） 王滝村診療所

都合により日程が変更になることがありますので、ご了承ください。



村 の 話 題

長野県西部地震から35年となった9月14日
(土)、地震の発生した午前8時48分に黙祷を
行い、地震災害を想定した避難訓練等を行い
ました。また、松越地区、濁川地区では犠牲
者を追悼する祈りが捧げられました。

御嶽山噴火から5年となった9月27日(金)、
犠牲者追悼式が松原スポーツ公園で執り行わ
れました。ご遺族様や地元関係者など約140名
が参列し、午前11時52分に黙祷を捧げました。

高齢者交通安全大会が9月22日(日)、王滝
村で開催されました。郡内から約200名の方
が参加し、長野県警音楽隊による演奏や、
カラーガード隊によるフラッグドリルが行
われました。

9月15日(土)にSDA王滝クロスマウンテン
バイク、16日(日)にOSJダートマラソンが開
催されました。SDAには王滝村の宮津旭選手
が出場し優勝しました。

保育園入園説明会のお知らせ

王滝保育園では、令和2年4月から王滝保育園に入園する園児を募集します。
つきましては、保育園入園説明会を下記のとおり行いますので、入園を希望される保護

者の方はお集まりください。

対象 ・平成28年4月2日から平成29年4月1日の間に生まれたお子さん
(3歳児クラスの募集です。)

・3歳未満児で入園を希望される保護者の方
日時 ・10月25日(金) 午後7時より
場所 ・王滝保育園
内容 ・入園手続きについて

・保育料等について
・その他

編集／発行 長野県王滝村 総務課 TEL: 0264-48-2001 FAX: 0264-48-2172
役場ホームページ http://www.vill.otaki.nagano.jp/

※今年度から公民館印刷機を使用した庁内印刷に変更しました。

撮影：播本明彦


