
                                             

平成 28 年 4 月 30 日 第 173 号 

  

広 報 

  世 帯 と 人 口  

（ ４月 1日現在） 

世帯数 ４０３世帯 

男  ３７７人 

女  ４５１人 

計  ８２８人 

◇主な内容 

・平成２８年度予算編成      ２－５ ・健全化判断比率等    ６ 

・平成２７年度事業の実績報告 ７―８    ・消防団編成式      ８ 

・職員の紹介          ９    ・入園入学、行事予定  １０ 



                                             

平成28年度 当初予算概要 

今年度は第4次王滝村長期振興計画、後期基本計画の初年度となり、人口減少と少子高齢

者社会といった全国的な課題に本格的に取り組むため、「まち・ひと・しごと創生法」に基

づき作成された“王滝村総合戦略”を実行する村の地方創生元年でもあります。 

平成28年度当初予算は、前年度と比較し2億9,259万円、率にして18.9％の増の18億3,984

万6千円となりました。歳入の半分を占める交付税では、国勢調査や農林業センサスの数値

が反映されるため個別算定経費では減少の見込みとなるものの、前年度の交付税算定状況や

地方財政計画から前年度と比較して若干増額の見通しで、特定目的別基金の活用や今年度の

財政状況を推計するなかで必要とされる地方債の発行など、限られた財源を有効且つ合理的

に活用し、御嶽山噴火災害からの復興に切れ目のない事業実施、見送りとなってきた公共施

設の修繕などに取り組むとともに、地方創生に向けて村営住宅整備、緑地公園整備（駐車場

造成工事）、巡回バス増台、包括的支援事業（充実分）、学校タブレット整備などに取り組み

ます。 

 

第4次長期振興計画（後期基本計画 初年度）全施策項目別予算計上額 

施策項目 主な内容 予算額 施策項目 主な内容 予算額 

地球温暖化防止

対策 
庁舎LED化他 76万円 

安心できる消費

生活 

悪徳商法等の情

報提供 
 

循環型社会の構

築 

緑地公園（東駐

車場造成）他 
1,058万円 道路の整備 

村道41号線道路

改良他 

1億 

3,952万円 

水環境を守る取

組み 

村おこしアドバ

イザー旅費他 
75万円 公共交通対策 

基幹バス運行負

担金他 
2,599万円 

縁結びのお手伝

い 

出会い、交流の

場の提供他 
 上下水道の整備 

水質検査等保

守・修繕他 
1,998万円 

安心して子育てがで

きる地域社会 
学校給食補助他 426万円 土地利用対策 

公共施設集約化

事業他 
 

地域で支える学

校教育 

校舎外壁・屋根

塗装工事他 
4,227万円 定住促進 村営住宅新築他 7,328万円 

文化の保存、伝承 
文化会館管理運

営他 
1,766万円 

情報通信網の整

備 

電子自治体の推

進他 
 

生涯学習の推進 
公民館ステージ

修繕他 
398万円 産業の振興 

企業誘致のため

の条件整備他 
 

お互い尊重しあ

える社会 

社会人権教育講

師他 
20万円 観光の振興 

スポーツ施設整

備他 
925万円 

男女共同参画の

社会づくり 

男女平等意識の

啓発他 
 農業の振興 

有害鳥獣駆除・

防除他 
556万円 

健康づくりの推

進 

健康増進施策の

実施（単独分） 
71万円 林業の振興 造林事業他 1,116万円 



                                             

医療の充実 診療所運営 9,335万円 
商工業と地場産

業の振興 

プレミアム商品

券販売他 
3,371万円 

高齢者が安心し

てすごせる環境 

包括的支援事業

他 
1,607万円 健全な財政運営 

地方債を財源とする

事業の必要性の検証 
 

障がい者の自立 
木曽子どもセン

ター負担金他 
90万円 適正な定員管理 

人事評価制度の

導入他 
 

地域防災の推進 
御嶽山噴火防災

対策経費他 
9,482万円 行政基盤の強化 絆助成事業他 470万円 

防犯・交通安全の

推進 
防犯灯LED修繕 119万円 行政の効率化 

公共施設の総合

管理他 
 

 

御嶽山噴火災害からの復興等に係る経費 

①御嶽山安全対策事業（8合・9合目避難小屋へ防弾ﾁｮｯｷで使用されて

いる素材を用いた補強工事及び9合目避難小屋に防災無線設置、登

山道整備、規制看板購入、講演会講師謝礼等） 2,325万円 

②御嶽山噴火災害追悼式実行委員会負担金 160万円 

③村外向けプレミアム商品券販売事業 1,327万円 

④誘客、観光宣伝の強化（観光パンフ修正、観光宣伝・広告等拡大、イルミネーション設置、

合宿誘致に向けた国民体育館トイレ水洗化工事、イベント用テント購入、宣伝活動等強

化のため観光総合事務所への補助金、木曽観光振興対策協議会負担金） 1,146万円 

⑤村内小規模企業振興対策（保証料補給、利子補給、預託金） 1,163万円 

⑥村内の湧水からつくる「銀河の雫」ペットボトル水製造業務 169万円 

 

主な新規事業 

■村営住宅整備事業 7,128万円 

人口減少対策等から上条地区浅原さん宅下へ単身 8世帯（予定）

の村営住宅を建設 

■東地区緑地公園（駐車場造成）整備事業 1,098万円 

 公民館付近で危険住宅を解体撤去し跡地と残地へ小さな緑地公園

と駐車場を造成。2ヶ年計画。本年度は、危険家屋解体、進入路新

設、既設駐車場用地取得を行う。 

■包括的支援事業（社会保障充実分）894万円 

医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステム構築 

■村道第 61号線舗装改良工事 648万円 

 上条消防車庫下～森さん宅の間で凹凸が著しい箇所を掘削し舗装

工事を行う。 

■巡回バス 1台整備 335万円 巡回バスの拡充を図る。 

9 合目避難小屋 

村営住宅予定地 

家屋解体・駐車場造成 

上条消防車庫下 舗装 



                                             

■小中学校体育館屋根・壁塗装工事 4,201万円 

 昭和 63年建設の校舎体育館の屋根・壁の塗装工事を行う。 

■学校タブレット整備 26万円 

 ICT教育の整備に資するためタブレット 15台をリースにより整備 

■村おこしアドバイザー及びふるさと村民管理システム導入 294万円 

 平成 25年 12月からスタートした“ふるさと村民”は現在約 240人。ふるさと村民から

「村おこしアドバイザー（仮称）」として来村機会を増やし、村内公的団体と連携をした

地域づくり協働事業を目指す。それらの旅費とシステム費用 

■戸籍システム共同化事業 162万円 

 木曽郡内町村の戸籍システム共同化が 10月を目途にスタートする。 

■木曽広域連合ごみ処理施設建設事業負担金 4,544万円 

 新ごみ処理施設建設費の負担金。H29年度は 8,230万円を見込む。 

■除雪機械整備事業 1,328万円 除雪ドーザー8t級 1台更新 

■消防ポンプ自動車整備 2,268万円  

平成 7年度整備の小川ポンプ車更新 

 

 

～地方創生加速化交付金事業～ 

王滝村総合戦略に基づく取組みについて国の補助（10/10）を受けて行う事業で、平成 27年

度予算の一部を繰越して、今年度、木曽町と連携し様々な地域資源を組み合わせた観光地の

一体的なブランドづくりや情報発信・プロモーション、効果的なマーケティング、戦略策定

等について、地域が主体となって行う観光地域づくり事業（総じてＤＭＯ事業という）を行

います。 

・ＤＭＯ推進事業企画運営事業（おんたけ湖ハーフマラソンについて滞在型の大会を目標）

349万円 

・インバウンド（外国人が訪れてくる旅行）モニターツアー企画 150万円 

・魅力情報発信事業（PR動画、自然紹介本印刷製本など） 483万円 

・おんたけ古道整備調査（古道整備に向けた調査） 130万円 

・合宿誘致対策事業（松原スポーツ公園を拠点とした合宿誘致に向けた分析及びマーケティ

ング調査） 899万円 

・御嶽山観光ポータルサイト制作事業（御嶽山エリアの情報発信など） 1,199万円 

・来訪者向け防災・観光情報発信システム整備 

（電子掲示板整備） 699万円 

・ビジターセンター基礎調査業務（火山情報や観光情報 

などの総合案内や自然を学ぶ場としての施設建設に 

ついて基礎調査を行う） 700万円 

・おんたけ古道整備事業（清滝・新滝のおんたけ 

古道の木橋・階段等整備） 3,517万円 

  

更新する小川車輌 



                                             

 

 

 

会計別予算一覧 

会計 平成 28年度 平成 27年度 増減額 増減率(％) 

一般会計 18億 3,985万円 15億 4,725万円 2億9,260万円 18.9 

特別会計国民健康保険（事業勘定） 1億 1,541万円 1億 4,261万円  ▲2,720万円 ▲ 19.1 

特別会計国民健康保険診療施設費 9,335万円 7,316万円 2,019万円 27.6 

特別会計後期高齢事業費 1,229万円 1,157万円 72万円 6.2 

特別会計村営水道事業費 2,726万円 2,653万円 73万円 2.8 

特別会計おんたけ高原簡易水道事業費 2,763万円 2,226万円 537万円 24.1 

特別会計農業集落排水事業費 5,469万円 4,014万円 1,455万円 36.2 

特別会計簡易排水事業費 367万円 367万円 0 - 

特別会計宅地造成分譲事業費 2万円 2万円 0 - 

観光施設 

事業会計 

事業収益 3,459万円 3,107万円 352万円 11.3 

事業費用 2億 569万円 2億 388万円 181万円 0.9 

  

平成 28年度王滝村一般会計予算 18億 3,985万円 

自主財源 
29.0% 

その他経費 
43.0% 



                                             

 

 平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定した結果、すべての指

標で早期健全化基準を下回る健全化判断比率となり、経営健全化基準に該当する資金不足比

率の対象となる公営企業はありませんでした。 

 

                     （単位：％） 

 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 

平成 26 年度決算

に基づく比率 
― ― 5.4 ― 

平成 25 年度決算

に基づく比率 
― ― 7.3 ― 

増     減 ― ― △1.9 ― 

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0 

備考 １．実質赤字額又は連結実質赤字額がないため、実質及び連結赤字比率は「－」で表示しています。 

２．実質公債費比率は、平成 24 年度、25 年度、26 年度の 3 カ年平均値です。 

３．将来負担比率は基金や特定の収入見込額が将来の負担を上回っているため「－」で表示しています。 

 

 （単位：％） 

備考 

資金不足額がない特別会計は、資金

不足比率を「－」で表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 健全化判断比率にある実質公債費比率は、3 ヶ年平均で報告されますが、単年度では 25 年度 3.64％、

26 年度 5.62％と 1.98％増加しました。3 ヶ年平均（H24～H26）のため 23 年度の 11.27％が平均から外

れたことにより 1.9％減の 5.4％となりました。単年度で数値が上昇した要因は、普通交付税が 1 億 5 千

万余減少したことが主なものです。今後は交付税の交付額にも左右されますが単年度で微増となる見込

みです。 

また、将来負担比率は昨年度と同様に「算定なし」となっています。一般会計の地方債現在高や上下

水道などの公営企業債に対する繰入見込額も減少していますが、基金全体で 1 億 9 千万円余増加したこ

とも「算定なし」の要因と考えられます。 

  

特別会計の名称 
平成 26 年度決算に基づく 

資金不足比率 

公営企業観光施設事業会計 ― 

特別会計村営水道事業費 ― 

特別会計おんたけ高原簡易水道事業費 ― 

特別会計農業集落排水事業費 ― 

特別会計簡易排水事業費 ― 

特別会計宅地造成分譲事業費 ― 

経営健全化基準 20.0 

健全化判断比率及び資金不足比率のお知らせ 

健全化判断比率 

資金不足比率 

平成 26 年度の財政状況 



                                             

  

 

この交付金は水力発電施設のある市町村に対して、地域の活性化を図る目的で国から交付さ

れる交付金です。平成 27 年度は総額 1,832 万 2 千円の交付見込みです。村ではこの交付金

を次の２つの事業に活用しました。 

①滝越地区公衆便所新築工事（水交園前、木造平屋建て延床面積 15.05 ㎡）  

事業費 1,620 万円（内交付金 1,400 万円） 

②王滝村保育所運営事業   事業費 490 万 8 千円（内交付金 432 万 2 千円） 

○滝越地区公衆便所新築工事          ○王滝村保育所運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

平成２７年度電源立地地域対策交付金の使い道 

宝くじの社会貢献広報事業として、自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実施し

ている「コミュニティ助成事業」を活用し、ウッドチッパー１台(総事業費2,180,512円)を宝くじの

助成金により購入しました。地区の草刈り作業で小径木、枝葉をチップにして処理することが出来ま

す。この助成事業は、宝くじの社会貢献広報事業の一環として地域社会の健全な発展と住民福祉の向

上を目的に行われています。 

また、王滝村消防団では公益財団法人長野県市町村振興協会が行っている地域活動助成事業を活用

し携帯型デジタルトランシーバー15台（総事業費1,001,160円）を購入しました。公益財団法人長野

県市町村振興協会では、宝くじの普及広報を行うとともに、地域防災のリーダーである消防団の装備

の拡充に対して助成を行っているほか、様々なコミュニティ活動への助成を行っています。 

平成２７年度宝くじコミュニティ助成事業 

 



                                             

  

 

A 自然災害に負けない安全・安心な地域強靭化事業 

 平成 26 年 9 月の御嶽山噴火を受け、村では登山道へ規制ゲート設置、スマートフォン緊

急通報アプリ構築等を実施し、訪れる観光客、地域住民の安全確保対策を実施しました。 

（総事業費；4,907,498 円 支援金充当；3,822,000 円） 

 

○規制ゲート（田の原遙拝所）       ○火山ガス検知器 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

４月１日、王滝村消防団の編成式が行われました。 

退団者、新入団員及び新役員は次の皆様方です。（敬称略） 

 

●退団者● 

藤本直大（団長） 高田慎一（副団長） 

島崎 勇、島尻 淳、石川次郎、 

吉田広史 （機能別団員） 

●新入団員● 

家高剛宏（第１分団）小池優起夫（第１分団） 

宮原智也（第１分団） 

●役員● 

団長・下村邦之 

副団長・正澤 功、村木賢次、秋山智宏 

本部長・島崎 満  第 1分団長・小山史剛   

副本部長・溝口孝博 ラッパ副隊長・池本 誠  第 1副分団長・森 裕司、田近哲也 

  

平成２７年度地域発元気づくり支援金 

平成２８年度王滝村消防団編成式 

 



                                             

 

 

 

  

職員の紹介 

総務課税務係  

宮原 智也 

 

今年から王滝村役場の職員

として働かせて頂く宮原で

す！ここに来る前までは長

野市に住んでいました。まだ

まだ、話していない方が多い

と思うので早くこの村に馴

染んでいきたいと思ってい

ます。見かけたら声をかけて

いただけると嬉しいです！

今は税務係として働いてい

ますので、税の関係で用事が

ある方はよろしくお願いし

ます！ 

経済産業課付 臨時職員 

田中 晋乃 

 

王滝村で生まれ育ちまし

た。木曽青峰高校の森林環

境科で勉強してたくさん

資格をとりました。学んだ

ことや資格を活かしてい

きたいです。今までお世話

になった村のために精一

杯がんばります。お菓子を

作ったり料理をすること

が好きです。よろしくお願

いします。 

 

 

村おこし推進課 

地域推進係長 

田中 洋（県より派遣） 

 

４月から県からの研修派

遣としてまいりました。出

身が旧楢川村ということ

もあり、木曽で仕事ができ

る喜びを感じ、村民のみな

さんの暖かさに癒されて

います。王滝の風土を感じ

ながら、微力ですが、よそ

者の視点から村の発展に

少しでも貢献できるよう

頑張りますので、よろしく

お願いいたします。 



                                             

入学・入園おめでとう 

行事予定 

 

 

４月５日（火） 

おうたき保育園入園式、 

４月６日（水） 

王滝小中学校入学式が 

おこなわれました。 

【５月】 

20 日（金）  村内美化清掃 

21・22 日（土・日） SDA 王滝クロスマウンテンバイク 

28 日（土）  小中学校運動会・王滝ふれあい運動会 

【６月】 

5 日（日）   ヒルクライム・イン・王滝村 

11 日（土）   未来世紀へつなぐ緑のバトン・水と緑の感謝祭 

26 日（日）   木曽郡消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会 

【７月】 

1 日（金）   木曽御嶽山合同開山安全祈願式 

10 日（日）   御嶽神社遥拝所開山祭 

16・17（土・日） OSJ おんたけウルトラトレイル 

編集／発行 長野県王滝村 総務課 TEL：0264-48-2001 FAX：0264-48-2172 
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