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自主財源
（25.6%)

依存財源
(74.3%)

村税
2億3,413万円(12.8%)

財産収入
2,006万円(1.1%)

繰入金
9,398万円(5.1%)

その他
1億2,088万円(6.6%)

地方交付税
8億3,080万円(45.3%)

譲与税等
5,862万円(3.2%)

国庫支出金
7,640万円(4.2%)

県支出金
6,116万円(3.3%)

村債
3億3,600万円(18.3%)

平成31年度 王滝村の予算
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◇会計別集計及び前年度予算比 平成31年度 平成30年度 比較

一般会計 18億3,204万円 17億4,399万円 8,805万円

特別会計国民健康保険（事業勘定） 6,201万円 9,609万円 △3,408万円

特別会計国民健康保険診療施設費 7,612万円 8,046万円 △434万円

特別会計後期高齢者医療費事業 1,277万円 1,361万円 △84万円

特別会計村営水道事業費 2,650万円 2,231万円 419万円

特別会計おんたけ高原簡易水道事業費 2,172万円 2,144万円 28万円

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 3,971万円 3,889万円 82万円

特別会計簡易排水事業費 426万円 398万円 28万円

合 計 20億7,515万円 20億2,079万円 5,436万円

公営企業観光施設事業会計 事業収益 6,995万円 2,332万円 4,663万円

事業費用 2億3,945万円 1億9,606万円 4,339万円

平成31年度の村の予算が３
月定例議会で審議され、可決
されました。
一般会計の総額は18億

3,204万円、前年度当初予算
比で8,805万円(5.0%)の増と
なりました。御嶽山安全対策
事業、防災行政無線デジタル
化整備事業等が増加の主な要
因です。
特別会計では、上下水道事業

の公営企業法適用化に今年度か

ら着手します。

観光施設事業会計は、指定管

理料5,000万円と国有地借地料、

圧雪車リース料等を計上し、一

般会計からの補助金で補う予算

となっています。

・村税：村民税3,432万円、固定資産税1億9,546万円、軽自動車税255万円、たばこ税152万円、入湯税28万円

・繰入金：財政調整基金6,846万円、水と緑のふるさと基金1,170万円、公共建築物等整備保全基金980万円等

・その他：分担金及び負担金40万円、使用料及び手数料483万円、寄付金200万円、繰越金5,000万円、諸収入6,366万円

・地方交付税：普通交付税7億5,090万円、特別交付税7,990万円

・譲与税等：森林環境譲与税、子ども・子育て支援臨時交付金、自動車環境性能割交付金を新設

・村債：過疎対策事業債1億3,010万円、緊急防災・減災事業債1億4,440万円、臨時財政対策債3,450万円等

＊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(予算額665万4千円)は、社会保障対策の一般財源として、老人福祉
費に充当します。
＊村税に含まれる入湯税(予算額28万円)は、消防施設管理費(消火栓新設工事)に充当します。

一般会計予算総額 18億3,204万円

歳入

歳
入
の
主
な
内
容

※表示単位未満四捨五入。
※( )は構成比。



義務的経費

投資的経費

その他経費

人件費
3億8,540万円(21.0%)

扶助費
4,110万円(2.2%)

公債費
2億697万円(11.3%)

普通建設事業費
4億1,376万円(22.6%)

災害復旧事業費
630万円(0.3%)

維持補修費
1,075万円(0.6%)

補助費等
3億2,483万円

(17.7%)

繰出金
9,813万円

(5.4%)

その他
3,540万円(1.9%)

物件費
3億938万円

(16.9%)

議会費
2,001万円(1.1%)

総務費
5億3,026万円(28.9%)

民生費
1億5,554万円(8.5%)

衛生費
1億2,439万円(6.8%)

農林水産費
3,265万円(1.8%)

商工費
9,546万円(5.2%)

土木費
1億3,347万円(7.3%)

消防費
3億4,378万円(18.8%)

教育費
1億85万円(5.5%)

公債費
2億697万円(11.3%)

諸支出金
6,995万円(3.8%)

その他
1,870万円(0.9%)
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歳出行政目的による分類経済的性質による分類

・総務費：行政連絡費267万円、絆助成事業200万円、幹線路線バス運行1,370万円（田の原観光路線バスは今年度運休）

巡回バス運行136万円、温泉福利施設446万円、地域おこし協力隊4,339万円、集落支援員1,710万円

・民生費：介護用リフト入浴装置更新474万円、社会福祉協議会負担金1,352万円

・衛生費：特別会計繰出金（診療施設3,574万円、村営水道1,060万円、農業集落排水2,347万円等）

・農林水産費：有害獣対策468万円、池の越用水修繕324万円、造林事業460万円

・商工費：村内プレミアム商品券1,864万円、DMO事業(詳細次頁)、観光施設維持補修1,164万円

・土木費：清滝下片桟道橋改修4,332万円、村道舗装補修1,540万円、村道環境整備1,476万円

・消防費：防災行政無線デジタル化整備(詳細次頁)、御嶽山安全対策(詳細次頁)、

・教育費：保育所エアコン設置118万円、小中学校運営(詳細次頁)、村誌編纂事業1,879万円、公民館管理活動費618万円

・災害復旧費：林道ばんだ線災害復旧630万円

歳
出
の
主
な
内
容

村の一般会計予算を家計に例えると…

収 入 金額(万円)

家族で得た収入
［村税、財産収入等］

20.5

親からの仕送り
［交付税、国県支出金等］

56.0

借金 ［村債］ 18.3

貯金の取り崩し［繰入金］ 5.1

収入の合計 100.0

支 出 金額(万円)

食費［人件費］ 21.0

医療費［扶助費］ 2.2

ローン返済［公債債］ 11.3

家の増改築［普通建設事業費］ 22.9

車や家電の修理［維持補修費］ 0.6

区費・保険料など［補助費等］ 17.7

仕送り［繰出金］ 5.4

光熱水費・電話代など［物件費］ 16.9

貯金など［積立金、貸付金］ 2.0

支出の合計 100.0

例：村の予算を100万円として、
性質の似た収支に当てはめてみました。

(積立金･貸付金)
(労働費･災害復旧費・予備費)

※表示単位未満四捨五入。
※( )は構成比。



平成31年度の主な事業
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防災行政無線デジタル化整備事業

御嶽山安全対策ハード事業

市町村の広域連携推進事業

御嶽山噴火災害復興対策ソフト事業

村債（借金）の残高

９合目避難小屋から王滝頂上へ入山規制範囲縮

小に向けて必要とされる安全対策工事や、既存

施設の解体及び修繕を実施します。

・金属製かまぼこ型避難シェルター設置

・王滝頂上山荘に隣接する避難所の噴石対策

・王滝頂上山荘解体(2019年～2020年)

・王滝頂上トイレ修繕

・登山道整備 等 総額 1億3,888万円

・村内小規模企業振興対策（利子補給等）

・県外者向けプレミアム商品券

5,000円券を3,000円で2,000セット販売

・木曽観光復興対策協議会負担金

・噴火対策経費（パトロール員による保安

監視業務、田の原避難誘導業務等）

・噴火災害犠牲者追悼式開催

(本年度は王滝村当番) 総額 3,762万円

債務負担行為により2年間で整備します。

・親局(学校) ・中継局(荻野)

・遠隔制御装置(役場)

・戸別受信機 ・屋外拡声子局

総額2億8,846万円 うち今年度 1億4,445万円

・移住定住促進事業(事業主体:木曽広域連合)

・眺望景観事業(村道1号線支障木伐採)

・子育て支援事業(乳幼児検診共同実施)

基金（貯金）の残高

平成31(2019)年度末見込

23億9,570万円
※残高のうち、約70%は国より交付税措置があるた
め、実負担は約30%(約6億4,200万円)となります。

村債とは…村が行う公共事業などの財源として、
国や銀行などから借りる資金(借金)です。数年か
けて返済することにより、世代間の財政負担の
公平化などが図られます。

基金とは…条例の定めに基づいて特定の目的(公
共施設の整備など)のために積み立てる資金のこ
と。つまり、村の貯金です。

平成31(2019)年度末見込

15億 356万円
※財政調整基金、水と緑のふるさと基金、公共建
築物等保全基金、奨学金基金等の合計額
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基金残高の推移

DMO事業

小中学校運営

（億円） （億円）

・木曽おんたけ観光局への交付金 1,533万円

人件費、運営拠点施設管理費、

マーケティング調査費、商品造成受入環境整備、

コンテンツ改良・調査、海外戦略、

オリジナルECサイトシステム機能強化等

・遊歩道整備(清滝～新滝間) 663万円

・村雇用教員確保 1,254万円

・学校施設修繕(給食室他) 256万円

・ALT業務委託(週3日) 325万円

・学校給食全額補助 302万円

村の財政状況

王滝口登山道の規制緩和目標 九合目～王滝頂上：H31秋口 王滝頂上～剣ヶ峰：H32以降
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王滝村消防団編成式が、４月１日に村公民館で行われました。
新役員と新入団員にそれぞれ辞令が交付され、新入団員から力強

い宣誓の挨拶がありました。
また、第１分団の班編成が６班から５班に変更となりました。

（以下、敬称略）
◇定年退団者
（副団長）國金正明、（本部長）池本誠 （班員）伊藤太一
◇入団者
（第１分団）辻俊也、宮津旭、古畑将太郎（機能別団員）池本誠

◇役員・編成 団員62名（うち機能別団員8名）

平成31年度王滝村消防団編成式

団長 小山史剛

副団長 森裕司

予防救護班 ラッパ班

副団長 田近哲也副団長 溝口孝博

副分団長 石井恒 副分団長 下出竜二

機能別
団員

第１消防
上条班

第２消防
小川班

第３消防
野口班

第４消防
詰所班

第５消防
詰所班

本部長 小松智

副本部長 河口晃 副隊長 木下大輔

ラッパ隊

電源立地地域対策交付金は水力発電施設のある市町村に対して、公共施設の整備や地域の活性化、地

域住民の福祉向上を図る目的で国から交付される交付金です。

平成30年度は総額1,846万5千円が交付され、村ではこの交付金を次の２つの事業に活用しました。

平成30年度電源立地地域対策交付金事業

村道第23号線舗装補修工事

事業費1,090万8千円（内交付金896万5千円）

上条区 延長約100ｍ

王滝村保育所運営事業 保育所人件費

事業費951万1千円（内交付金950万円）

運動会の様子

工事前

完成

当面の予定
4月21日(日) 春季訓練
4月27日(土)～5月6日(月)
ゴールデンウィーク火防宣伝

5月上旬 操法訓練開始

第１分団長 滝正樹
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役場新規採用職員の紹介

行政相談委員

辻 俊也 （つじ としや）

宮津 旭 （みやづ あさひ）

古畑 将太郎 （ふるはた しょうたろう）

行政相談委員として活躍されてい

る南直さんが、この度引き続き、

総務大臣から委嘱されました。

行政相談委員は、皆さんから、国

の役所や独立行政法人及び特殊法

人が行っている仕事に関する苦情

や意見・要望をお聴きして、その

解決や実現を図るものとする「行

政相談」の身近な窓口です。

行政相談日などには、お気軽にご

相談下さい。なお、相談は無料で

秘密は守られます。

４月より総務課総務係兼財産管理係に配属になりました、辻
です。至らない点が多くあると思いますが、住民の皆様と協
力し、王滝村のために精一杯頑張っていきたいと思っていま
す。よろしくお願いいたします。

４月より経済産業課建設係に配属になりました、宮津です。
出身は埼玉県川越市です。昨年度までは、王滝村地域おこし
協力隊として、マウンテンバイクを始めとしたアウトドアス
ポーツ事業の方で活動してきました。今後は役場職員として、
村民の皆様のために、また王滝村に貢献することが出来るよ
うに、精一杯頑張ってまいります。どうぞ、よろしくお願い
いたします。

４月より総務課に配属になりました、古畑です。出身は木曽
町です。村外の者ではありますが、早く村になじめるよう、
まずは気持ちのいい挨拶から始めていこうと思います。業務
に関しましては不慣れなところが多々ありますが、村のため
誠心誠意取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。

ゴールデンウィーク期間中の巡回バス運行について

４月末からの１０連休中の巡回バスの運行は、おんたけ交通
の平日運転と木曽病院の平日診療に合わせ、４月３０日(火)
と５月２日(木) は運行します。
村内巡回バスの予約は、４月３０日の運行分は４月２６日
(金)まで、５月２日の運行分は４月３０日(火)までにそれぞれ
ご連絡ください。

《巡回バスのご予約は、こちらまで》
電話番号 ４８-１００８
受付時間 月～金 8：30～17：00  (土・日・祝日除く)
住所、氏名、利用日時、乗車又は降車場所をお知らせ
ください。

担当:役場総務課・集落支援員

情 報 掲 示 板
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保健センター行事予定

月日 医院名 電話番号 月日 医院名 電話番号

4月21日 池口医院（大桑村） 55-2002 5月 6日 下島医院（木曽町新開） 22-3238

28日 奥原医院（木祖村） 36-2264 12日 奥原医院（木祖村） 36-2264

29日 大脇医院（上松町） 52-2023 19日 王滝村診療所 48-2731

30日 王滝村診療所 48-2731 26日 原内科医院（木曽町福島） 22-2678

5月 1日 原内科医院（木曽町福島） 22-2678 6月2日 芦沢医院（上松町） 52-2018

2日 芦沢医院（上松町） 52-2018 9日 古根医院（大桑村） 55-1188

3日 古根医院（大桑村） 55-1188 16日 田沢医院（木曽町開田） 44-2008

4日 田沢医院（木曽町開田） 44-2008 23日 池口医院（大桑村） 55-2002

5日 池口医院（大桑村） 55-2002 30日 大脇医院（上松町） 52-2023

5月4日(祝) 第３回春まつり ～カヌー、
ウォーキング、林鉄作業体験など～

6月9日(日) SDA王滝クロスマウンテンバイ
ク 100km/42km/20km

7月13日(土)
～14日(日)

OSJ ONTAKE100
160㎞/100㎞のトレイルラン

9月15日(日) SDA王滝クロスマウンテンバイ
ク120km/100km/42km

9月16日(祝) OSJ王滝ダートマラソン
42㎞/20㎞のトレイルラン

10月27日(日) 第９回おんたけ湖ハーフマラソ
ン ハーフ･10㎞･5㎞
5月中旬エントリー受付開始

指定管理者が決まりました

おんたけ銀河村キャンプ場の新しい指定管

理者が、議会の議決を得て決まりました。

指定管理者：日本マグマ発電株式会社

指定期間： 平成31年4月1日

～平成36年3月31日

月日 教室名 時間 場所

4月17日（水） こころの相談 10時00分～11時00分 保健センター

5月 7日（火） 熟年サークル 13時30分～15時30分 保健センター

9日（木） いないいないばぁ 9時30分～11時30分 公民館

15日（水） こころの相談 10時00分～11時00分 保健センター

乳がん・子宮頸がん検診 通知文参照

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。

2019年イベントスケジュール

休日当番医

グリーンシーズン観光施設の営業 ※予定

銀河村キャンプ場 …4月26日～

森きちオートキャンプ場 …4月27日～

水交園 …4月27日～

自然湖ネイチャーカヌーツアー…4月27日～

おんたけ湖カヌーツーリング …5月5日～



4月4日(木)

中学校入学式
1年生 ５名

4月5日(金)

保育園入園式
ひよこ組２名

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。

3月～4月は別れと出会いの季節。3月15日(金)に王滝小中学校卒業式、4月4日(木)に王滝中学
校の入学式、4月5日(金)に王滝保育園の入園式がそれぞれ行われました。
子どもたちは新たな生活に胸を躍らせていることでしょう！ますますの活躍を期待していま

す。

ばら組 ２名
ほし組 １名
もも組 ２名
ひよこ組 ２名

王滝小学校 16名
王滝中学校 17名

3月15日(金) 小中学校卒業式
中学３年生６名 小学6年生 6名


