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世 帯 と 人 口
（４月１日現在）

世帯数　３８６世帯（＋１）
　　男　３６０人　（－１）
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　　計　７８７人　（－10）
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平成29年度　王滝村の予算

　平成29年度の村の予算
が３月定例議会で可決され
ました。一般会計の総額は
17億3,171万 円 と な り、
前年度当初予算比で１億
814万円の減、率にして
5.9％の減となります。
　主な事業は、御嶽山安全
対策及び復興事業へ5,209
万円（P３）、第４次王滝
村長期振興計画（後期基本
計画）施策関連事業へ４億
6,578万円の計上となりま
した（P４-５）。

村税 13.6%
2億3,567万円

財産収入 1.3%
2,240万円

その他
12.3%

2億1,310万円

地方交付税
49.0%

8億4,879万円

譲与税等 3.1%
5,381万円

国県支出金
7.3%

1億2,664万円

村債 13.4%
2億3,130万円

村が自ら収入
できるお金
自主財源 
27.2%

国や県等から
交付されるお金
依存財源 
72.8%

一
般
会
計
歳
入

●村税の内訳　　
　村民税3,350万円、固定資産税１億9,735万円、軽自動車税223万円、たばこ税229万円、入湯税30万円
●その他の内訳　　
　分担金及び負担金14万円、使用料及び手数料403万円、寄付金200万円、繰入金1億3,223万円
　繰越金1,000万円、諸収入6,470万円
○譲与税等に含まれる地方消費税交付金の社会保障財源分は、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す。
○村税に含まれる入湯税は消防施設修繕費に充当します。

※スキー場の指定管理期間が新たな期間となるため、当初予算では経常経費のみの計上です。

会 計 別 本年度 前年度 比　較
一 般 会 計 17億3,171万円 18億3,985万円 ▲ 1億   814万円
特別会計国民健康保険（事業勘定） 1億　746万円 1億1,541万円 ▲      　795万円
特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 費 8,005万円 9,335万円 ▲   　1,330万円
特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 費 事 業 1,245万円 1,229万円 16万円
特 別 会 計 村 営 水 道 事 業 費 3,374万円 2,726万円 648万円
特別会計おんたけ高原簡易水道事業費 2,748万円 2,763万円 ▲　 　　15万円
特 別 会 計 宅 地 造 成 分 譲 事 業 費 2万円 2万円 0
特 別 会 計 農 業 集 落 排 水 事 業 費 4,251万円 5,469万円 ▲　　1,218万円
特 別 会 計 簡 易 排 水 事 業 費 403万円 367万円 36万円

合　　　　　計 20億3,945万円 21億7,417万円 ▲ 1億3,472万円

本年度 前年度 比　 較
事 　 業 　 収 　 益 1,087万円 3,459万円 ▲2,372万円
事 　 業 　 費 　 用 1億8,084万円 2億　569万円 ▲2,485万円

◆会計別集計及び前年度予算比

◆観光施設事業会計
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【御嶽山安全対策・復興関係】
・御嶽山安全対策事業　　　1,519万円
　保安監視業務委託、田の原避難誘導業

務委託、プレハブ設置工事、登山道
整備工事等

・慰霊碑建立実行委員会負担金　
650万円

　※御嶽山復興基金（見舞金）を充当
・噴火災害犠牲者追悼式開催事業

220万円
・県外プレミアム商品券販売　

1,123万円
　5,000円券を3,000円で販売
　2,000セット
・木曽観光復興対策協議会負担金

　460万円
・村内小規模企業振興対策　1,127万円
・ペットボトル水製造委託　　110万円

総務費 32.3％
5億5,968万円 

人件費 23%
3億9,584万円

物件費 19%
3億3,472万円

扶助費 3%
4,326万円

公債費 11%
1億9,497万円

普通建設事業費 15%
2億5,525万円

維持補修費1%1,348万円

補助費等 20%
3億5,000万円

繰出金 6%
1億523万円

その他 2% 3,896万円

その他経費 
48%

投資的経費 
15%

義務的経費 
37%

民生費 10.1％
1億7,516万円 

衛生費 12.3％
2億1,308万円 

労働費 0.1％ 239万円
農林水産費 1.5％

2,634万円 

土木費 12.0％
2億867万円 

商工費 4.5％
7,829万円

消防費 4.5％ 
7,800万円 

教育費 8.9％
1億5,403万円 

公債費 11.3％
1億9,497万円 

諸支出金 0.6％ 1,087万円 予備費 0.6％ 1,000万円
議会費 1.2％
2,023万円 

一
般
会
計
歳
出

【主なハード事業】
・東区緑地公園整備事業　　　2,350万円
　小さな緑地公園と駐車場造成
・東区防火水槽整備事業　　　　698万円
・保健センター空調設備事業　1,482万円
・木曽広域連合ごみ処理

施設建設負担金　8,125万円

【主なソフト事業】
・集落支援員事業　　　　　　1,080万円

　

・地域おこし協力隊事業　　　3,440万円
　　８名予定
・教員確保対策事業　　　　　2,670万円
・公民館長報酬の計上　　　　　448万円

性質別
経済的性質を基準として分類

目的別
行政目的によって分類

村民と行政のつながりを一層深めるための
話し合いや集落対策を実施する。3名予定

●財政用語
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…道路や橋など公共施設の建設費

補助費…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
物件費…委託料や使用料、消耗品、光熱水費など
その他…積立金、貸付金、予備費
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平成29年度の主な事業
第４次長期振興計画（後期基本計画）施策別予算内容等

森と水を育む
地球温暖化対策 循環型社会の構築

・村有施設LED化工事　　　　　　　 25万円 ・生ごみ分別処理開始　　　　　 　　21万円

・リサイクル用紙の積極的購入 ・不法投棄防止パトロール

水環境を守る取り組み

・水源の森パートナー分による造林    28万円

豊かな心、人が輝くために
安心して子育てができる地域社会 地域で支える学校教育

・学校給食補助　　　　         　　  310万円 ・ALTによる学習指導　　　　　　 475万円

・保育所浴室修繕　　　　       　　　80万円 ・中学校校舎屋根・壁塗装工事　  3,121万円

・ファミリーサポート保険料　　  　 　4万円 縁結びのお手伝い

文化の保存、伝承 ・具体的な取組を検討

・村誌編纂　　　　　　　　     　1,595万円 生涯学習の推進

・文化会館運営　　　　　　　  　　367万円 ・学習講座やスポーツ活動実施　　 　43万円

お互い尊重しあえる社会 ・放課後こども教室の継続　　　　 147万円

・人権教育の推進　　　　　　　　    13万円 男女共同参画の社会づくり

・男女共同参画計画を策定

安心安全なくらし
健康づくりの推進 医療の充実

・健診の勧奨、健診日程拡大　　　 　18万円 ・診療所の運営　　　　　　　　8,005万円

高齢者が安心してすごせる環境 障がい者の自立

・包括的支援事業等　　　　        1,823万円 ・木曽障がい者支援センター負担金    31万円

・高齢者生活支援ハウス運営　　  　267万円 ・障がい者就労支援清掃業務委託　 　37万円

・支援ハウスのスプリンクラー設置　432万円 防犯・交通安全の推進

地域防災の推進 ・防犯灯LED化　　　　　　　        119万円

・木曽広域連合消防費分担金　　　3,430万円 安心できる消費生活

・御嶽山噴火対策経費　　 　          979万円 ・悪徳商法等の情報提供

・登山道整備　　　　　　 　          540万円
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くらしを支える基盤
道路の整備 　 公共交通対策

・道路定期点検委託　　　　　  　1,512万円 ・基幹路線バス運行負担金　　　　1,373万円

・白樺峠落石防止工事　　　　  　1,566万円 ・観光路線バス運行負担金　　　   　336万円

・村道41号線道路改良工事　 　　4,372万円 ・巡回バス運行　　　　　　　　　　307万円

・橋梁修繕　　　　　　　　  　　3,997万円 土地利用対策・公共施設整備 　　

上下水道の整備 　　 ・公共施設等総合管理計画推進委員会設置

・九蔵水道管布設　　　　　  　　1,079万円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　8万円

・尾島減圧槽補修　　　　      　　　100万円 情報通信網の整備

・高原第２配水地受水槽壁面補修  　605万円 ・ケーブルテレビ番組制作　　　 　　32万円

定住促進 ・「ながの電子申請」の活用　　

・下条住宅解体撤去工事　　　　  　300万円

・移住定住の取組の方向性を検討

産業の再構築と創造
産業の振興 林業の振興

・新規事業応援補助金　　　　　　 　86万円 ・造林事業　　　　　　　　　 　　357万円

観光の振興 農業の振興

・観光施設修繕　　　　　　　　　　501万円 ・有害獣防除補助金　　　　　  　　150万円

・観光総合事務所補助金　　     　　635万円 ・有害鳥獣被害対策協議会補助金　  100万円

・ハーフマラソン負担金　　　　  　135万円 ・駆除報償金　　　　　　　　 　　102万円

商工業と地場産業の振興

・村内プレミアム商品券　　　  　1,864万円

・県外プレミアム商品券　　　  　1,123万円

行財政の運営
健全な財政運営 適正な定員管理と事務の効率化

・財政シミュレーションによる試算 ・パソコン更新20台　                　268万円

行政基盤の強化 行政の効率化・コスト削減

・絆助成事業の継続　　　　　　　　300万円 ・公共施設の維持管理　　　　　    　50万円

・公会計制度の導入　　　　　　　　175万円
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王滝村保育園
入園式

もも組　２名
ほし組　１名
ばら組　２名
（４月５日）

王滝小学校
入学式

１年生　２名
（４月６日）

王滝中学校
入学式

１年生　６名
（４月６日）

入園・入学おめでとう



団長　下村邦之

副団長　村木賢次

本部長　溝口孝博

副本部長　小松　智

予防
救護班

第１消防
役場班

第２消防
上条班

第３消防
小川班

第４消防
野口班

第５消防
詰所班

第６消防
詰所班

機能別
団員

副分団長　田近哲也 副分団長　國金正明

ラッパ隊長　池本　誠 第１分団長　森　裕司

副団長　秋山智宏 副団長　小山史剛

ラッパ
班
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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●
（副団長）正澤　　功、（本部長）島崎　　満
（係長）松原　重征、宮澤　　博、
（班員）福井　真一、松原　雄一、樫野　幸大、
　　　  前田　直人

●新入団員●
（第１分団）巾　幸太、川又愛斗、吉田夏子

●役員・編成●
 団員73名（うち機能別団員15名）

　この度、南直さんが総務大臣から行政相談委員として委嘱さ
れました。「行政相談」とは、皆さんから国や独立行政法人な
どが行っている仕事に関する苦情や意見・要望をお聴きし、そ
の解決や実現を図るものです。その身近な窓口が行政相談委員
です。
　行政相談委員は、定例相談日のほか、自宅でも皆さんのご相
談に応じていますので、お気軽にご相談ください。なお、相談
は無料で秘密は守られます。
　行政相談会の開催日時は広報でお知らせいたします。
　自宅連絡先　４８－２５１０

平成29年度　王滝村消防団編成式

行政相談委員
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　村内では、持ち主が管理出来なくなった空き家が
増加しています。空き家を放置していると事故や犯
罪、火災等を招く恐れがあります。
　村では危険な空き家の解体・撤去を支援します。

危険な空き家の情報を元に、村で
定めた判定基準（基礎や柱・梁が
老朽化して危なくないか等）に基
づいて、役場職員が現地調査を行
います。
もし、危険と判断された場合には
適切な助言や指導、勧告を行いま
す。
※具体的な支援方法は、右側２つ
　のいずれかです。

平成27～28年でこの補助金を利用して２件の空き家が解体撤去されました。

★詳しい内容やご不明な点、具体的な相談などございましたら
　総務課 財産管理係 までご連絡ください。
　電話　0264-48-2001

1．解体・撤去費用の補助
解体・撤去を行う方に対し、その
費用の２分の１以内を補助しま
す。（上限100万円）

２．寄附の受諾
所有者から寄附の申し出があった
場合は、別に定める要件を満たし
た場合に限り受諾します。

調査と判定

補助金を受けるには条件があります

村の支援方法

危険な空き家は
ありませんか？
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　後期高齢者医療制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、
負担能力に応じた負担を求める観点から、保険料軽減が見直されます。
　長野県後期高齢者医療広域連合議会２月定例会の議決を受け、保険料の軽減は次の
とおりとなります。保険料額は６月下旬に決定し、７月以降にお住まいの市町村から
決定通知書をお送りします。

　世帯内の被保険者数に乗ずる金額を、５割軽減は「27万円」に、２割軽減は「49
万円」にそれぞれ引上げます。これにより、それぞれの軽減該当条件が拡充します。

　後期高齢者医療制度発足時の激変緩和措置として行われてきた、基礎控除後の総所
得金額が58万円以下（年金収入で211万円以下）の被保険者の所得割額軽減特例を
段階的に見直し、平成29年度は「２割軽減」、平成30年度以降
は「軽減なし」となります。なお、上記金額が０円（年金収入
で153万円以下）の場合は、所得割額はかかりません。

　後期高齢者医療制度発足時の激変緩和措置として行われてきた、後期高齢者医療制
度の資格取得直前に被用者保険（市町村国民健康保険・国保組合を除く。）の被扶養
者であった被保険者の均等割額軽減特例を段階的に見直し、平成29年度は「７割軽
減」、平成30年度は「５割軽減」、平成31年度以降は「資格取得後２年間に限り５割
軽減」となります。なお、所得割額は引続きかかりません。

≪お問い合わせ先≫
     　 王滝村役場　福祉健康課　住民係   電話   ０２６４－４８－２００１
または、長野県後期高齢者医療広域連合　電話　０２６－２２９－５３２０

平成29年度の保険料から軽減制度が見直されます

均等割額の５割・２割軽減の減額基準の見直し

所得割額軽減特例の段階的見直し

元被扶養者の均等割額軽減特例の段階的見直し

後期高齢者医療制度のお知らせです

軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の前年の
総所得金額等を合計した額

軽減後の
均等割額

５割軽減 33万円＋( 27万円 ※１ ×世帯の被保険者数) 以下の場合
　　　　　　　　※１　平成28年度は26万５千円でした。 20,453円

２割軽減 33万円＋( 49万円 ※２ ×世帯の被保険者数) 以下の場合
　　　　　　　　※２　平成28年度は48万円でした。 32,725円

現在（平成28年度） 平成29年度 平成30年度以降
５割軽減 ２割軽減 軽減はありません

現在（平成28年度） 平成29年度 平成30年度以降 平成31年度以降

９割軽減 ７割軽減 ５割軽減 ５割軽減
（資格取得後２年間）

保険料
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　今年民生委員制度は、制度創設100周年を迎えました。
　民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域に
おいて、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政や社会福祉協議会をはじめ適切
な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい
者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
　また、主任児童委員は、子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員
で、担当区を持たず、地区担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や
児童健全育成活動にも取り組んでいます。
　「相談したいけど誰に言えばいいんだろう？」など気になることがあったら、身近
な相談相手となる民生委員の方に声をかけてみてください。秘密は厳守されますので
ご安心ください。

民生委員・児童委員のマークは、四つ葉のクローバーと民生委員の「み」、児童委
員を示す双葉と平和のシンボルの鳩を組み合わせて、愛情と奉仕を表しています。

信州パーキング・パーミット制度とは
公共施設や店舗など様々な施設に設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利
用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など移動に配慮を要する方
に、県内共通の「利用証」を県が発行する制度です。
＊障がいの程度によって対象とならない場合があります。

利用証の種類と利用できる駐車場
◇利用証は、申請者の状況に応じて２種類あります。
　１　車いす使用者用の利用証
　２　車いす使用者以外の利用証
◇利用できる駐車場
　この制度に賛同する協力施設の、専用案内表示のある駐車
　区画で利用できます。

申請先
　役場福祉健康課、長野県庁地域福祉課、各保健福祉事務所

持参するもの　　　身体障害者手帳等の障がい等のわかる書類

お問合せ先　　　　村役場　福祉健康課（保健センター）48-3155

５月12日は民生委員・児童委員の日
～広げよう　地域に根ざした　思いやり～

信州パーキング・パーミット
（障がい者等用駐車場利用証）制度のご案内
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新規採用職員のご紹介
川
かわ

又
また

　愛
あい

斗
と

　総務課総務係

４月より王滝村役場、総務課配属となりました川又です。
埼玉県出身で、生まれてからずっと都会で生活してきました。
心機一転、まずは田舎での生活に馴染んでいくところから始め
ていきたいと思っています。元気の良い挨拶を心がけていきた
いと思います。見かけたらぜひ声をかけてください！

田
た

中
なか

　晋
ゆき

乃
の

　経済産業課農業振興係

今年度から、王滝村役場の職員として働かせて頂くことになり
ました。昨年度は臨時職員として役場のこと、村のことを勉強
させていただきました。
配り物で村内を歩いていると、声をかけて頂くことがあり、と
ても嬉しかったです。
村のために精一杯働きます。よろしくお願いします。

田
た

上
がみ

　志
し

保
ほ

　福祉健康課保健衛生係（保健師）

福岡県出身、６人兄弟の３番目で育った保健師です。
王滝村一年生です。大自然の中で遊ぶのが好きで、青い自転車
が走っていたらきっと私です。気軽に声をかけてください。
みなさんとともに、私たちの暮らしを支える健康づくりに取り
組んでいきます。よろしくお願いいたします。

吉
よし

田
だ

　夏
なつ

子
こ

　総務課総務係

４月から王滝村役場の職員として働かせていただくことになり
ました、吉田夏子です。実家は『そば処さくら』です。
保育園から中学までを王滝で過ごし、高校は茅野市、大学は東
京で陸上競技部に所属し中長距離・駅伝をしていました。
体を動かすことが好きで体力には自信があります！これから、
王滝のために明るく元気に頑張っていくのでよろしくお願いし
ます。
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5月20日㈯～21日㈰ SDA王滝クロスマウンテンバイク
100km/42km/20km

国有林の林道を使っ
た自転車レース

6月18日㈰ ヒルクライム・イン・王滝村 松原～田の原間の自
転車レース

7月15日㈯～16日㈰ OSJ　ONTAKE100
（旧大会名：おんたけウルトラトレイル）

国有林の林道を使っ
たマラソンレース

9月16日㈯～17日㈰ SDA王滝クロスマウンテンバイク
120km/100km/42km

国有林の林道を使っ
た自転車レース

9月18日（月・祝） OSJ王滝ダートマラソン
42km/20km

国有林の林道を使っ
たマラソンレース

10月28日㈯～29日㈰ 第７回おんたけ湖ハーフマラソン 5月中旬エントリー
開始

5月3日～4日㈷ 王滝村春まつり
5月中旬～下旬 村内美化清掃

5月27日㈯

小中学校運動会・王滝ふれあい運動会

6月1日㈭
木曽郡植樹祭・水と緑の感謝祭
合同育樹祭
会場：松原スポーツ公園

7月1日㈯ 木曽御嶽山合同開山安全祈願式
会場：田の原

7月10日㈪ 御嶽神社遥拝所開山祭

7月27日㈭
　　　～28日㈮

御嶽神社例大祭

村内行事予定

平成29年度レース日程

自然湖ネイチャー
カヌーツアー

期間
11月中旬まで
電話
0264-48-1208

おんたけ湖
カヌーツーリング
期間
11月上旬まで
電話
0264-48-2257

おんたけ銀河村
キャンプ場

期間
10月中旬まで
電話
0264-48-2332

おんたけ森きち
オートキャンプ場
期間
11月上旬まで
電話
0264-48-2247
※村の直営へ移行しました

グリーン
シーズン情報


