
広 報

世 帯 と 人 口
（４月1日現在）
世帯数 ３７２世帯
男 ３３８人
女 ３９２人
計 ７３０人

令和２年(2020年)4月15日発行

◇主な内容
令和2年度当初予算について P2-4
消防団編成式 P5
役場新規採用職員の紹介 P5
卒園卒業・入園入学おめでとう！ P8

水と緑のふるさと 王滝村

2020.４ No.188

長野県公式Twitter、LINE による新型コロナウイルス対策情報の発信を始めます！

Twitter
フォロー
はこちら
から

LINE友達追加
はこちらから

発信内容：県民の皆様へお知らせとお願い・県内の感染者の発生に関する情報・相談件数、検査実施数
などの定時情報 など



自主財源
（27.7%)

依存財源
(72.3%)

村税
2億3,600万円(11.4%)

財産収入
2,058万円(1.0%)

繰入金
1億9,930万円(9.6%)

その他
1億1,597万円(5.7%)

地方交付税
8億2,433万円(39.8%)

譲与税等
6,197万円(3.0%)

国庫支出金
9,803万円(4.7%)

県支出金
4,646万円(2.2%)

村債
4億6,860万円(22.6%)

令和２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 令和２年度 令和元年度 比較

一般会計 20億7,123万円 18億3,204万円 2億3,919万円

特別会計国民健康保険（事業勘定） 7,490万円 6,201万円 1,289万円

特別会計国民健康保険診療施設費 7,817万円 7,612万円 205万円

特別会計後期高齢者医療費事業 1,544万円 1,277万円 267万円

特別会計村営水道事業費 2,340万円 2,650万円 △310万円

特別会計おんたけ高原簡易水道事業費 2,388万円 2,172万円 216万円

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 4,143万円 3,971万円 172万円

特別会計簡易排水事業費 590万円 426万円 164万円

合 計 23億3,437万円 20億7,515万円 2億5,922万円

公営企業観光施設事業会計 事業収益 1億4,203万円 6,995万円 7,208万円

事業費用 3億1,116万円 2億3,945万円 7,171万円

令和2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20億7,123

万円、前年度当初予算比で2億
3,919万円(13.1%)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、
地方創生推進交付金事業、観光
施設事業会計補助金等が増加の
主な要因です。
特別会計の上下水道事業では、

公営企業法適用化の固定資産台帳

整備を行います。

観光施設事業会計は、指定管理

料5,000万円、施設修繕費、国有

地借地料、圧雪車リース料を計上

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3,452万円、固定資産税1億9,711万円、軽自動車税266万円、たばこ税144万円、入湯税27万円

・繰入金：財政調整基金1億8,509万円、水と緑のふるさと基金540万円、公共建築物等整備保全基金330万円等

・その他：分担金及び負担金13万円、使用料及び手数料411万円、寄付金200万円、繰越金5,000万円、諸収入5,973万円

・地方交付税：普通交付税7億3,613万円、特別交付税8,820万円

・譲与税等：地方譲与税3,957万円、地方消費税交付金1,900万円等

・村債：過疎対策事業債3億970万円、緊急防災・減災事業債1億2,550万円、臨時財政対策債3,150万円等

＊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813万6千円)は、社会保障対策の一般財源として、民生費の
老人福祉費に充当します。
＊村税に含まれる入湯税(予算額27万円)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 20億7,123万円

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
4億5,478万円(22.0%)

扶助費
3,444万円(1.7%)

公債費
1億8,171万円(8.8%)

普通建設事業費
5億5,981万円(27.0%)

維持補修費
1,469万円(0.7%)

補助費等
4億4,512万円

(21.5%)

繰出金
9,791万円

(4.7%)

その他
3,708万円(1.8%)

物件費
2億4,569万円

(11.9%)

議会費
2,035万円(1.0%)

総務費
5億4,465万円(26.3%)

民生費
1億4,938万円(7.2%)

衛生費
1億5,146万円(7.3%)

農林水産費
4,426万円(2.1%)

商工費
1億4,264万円

(6.9%)

土木費
1億6,369万円(7.9%)

消防費
4億2,388万円(20.5%)

教育費
9,479万円(4.6%)

公債費
1億8,171万円(8.8%)

諸支出金
1億4,203万円(6.9%)

その他
1,238万円(0.5%)
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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250万円、幹線路線バス運行1,725万円（田の原観光路線バスは運行再開）

第５次総合計画策定73万円、地域おこし協力隊3,560万円、集落支援員1,957万円

・民生費：社会福祉協議会負担金1,352万円、保健福祉センター施設修繕182万円、保育園トイレ改修339万円

・衛生費：特別会計繰出金（診療施設3,512万円、村営水道463万円、農業集落排水2,441万円等）

・農林水産費：有害獣対策722万円、滝越用水安全対策253万円、元気づくり支援金事業449万円、造林事業761万円

・商工費：村内プレミアム商品券1,445万円、DMO事業(詳細次頁)、松原スポーツ公園指定管理550万円

・土木費：清滝下片桟道橋改修4,560万円、村道環境整備1,443万円、村道除雪委託1,014万円

橋梁修繕詳細設計1,650万円、王滝トンネル調査詳細設計1430万円

・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)、消防指令車更新484万円

・教育費：小中学校運営(詳細次頁)、村誌編纂事業1,093万円、公民館管理活動費622万円

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］

18.0

親からの仕送り
［交付税、国県支出金等］

49.8

借金 ［村債］ 22.6

貯金の取り崩し［繰入金］ 9.6

収入の合計 100.0

支 出 金額(万円)

食費［人件費］ 22.0

医療費［扶助費］ 1.6

ローン返済［公債債］ 8.8

家の増改築［普通建設事業費］ 27.0

車や家電の修理［維持補修費］ 0.7

区費・保険料など［補助費等］ 21.5

仕送り［繰出金］ 4.7

光熱水費・電話代など［物件費］ 11.9

貯金など［積立金、貸付金］ 1.8

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･予備費)

※表示単位未満四捨五入。
※( )は構成比。



令和２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

ハード・ソフト両面での安全確保ができた時点

で王滝頂上への入山規制範囲縮小を予定します。

安全対策では昨年度に引き続き王滝頂上山荘解

体及び避難所としての新築を実施します。

・王滝頂上山荘解体

・王滝頂上山荘改築

・登山道整備 総額 2億2,462万円

・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負担金

(本年度は木曽町当番) 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2億7,096万円 うち今年度 1億2,651万円

・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)
・観光地域づくり戦略推進事業

・子育て支援事業(乳幼児検診共同実施)
総額 361万円

基金（貯金）の残高

令和２年度末見込

27億2,476万円
※残高のうち、約75%は国より交付税措置があるた
め、実負担は約25%(約6億8,119万円)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。

令和２年度末見込

13億7,310万円
※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

地方創生推進交付金事業小中学校運営

（億円） （億円）

・木曽おんたけ観光局への補助金 2,992万円

・古道整備工事 4,000万円

王滝頂上～二の池トラバース登山道の整備

・公衆便所解体撤去工事 1,412万円

ビジターセンター建設予定地にある田の原公衆

トイレの解体撤去 総額 8,404万円

・村雇用教員確保 1,588万円

・ALT業務委託(週3日) 328万円

・学校給食全額補助 256万円

・校具備品購入 131万円

・学校施設修繕(給食室他) 53万円

村の財政状況
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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

い宣誓がありました。

（以下、敬称略）
◇定年退団者
（班長）松越暁美 （班員）田中浩孝、下出力、宍戸毅
◇入団者
（本部）森本成美 （第１分団）井川竜太

◇役員・編成 団員54名（うち機能別団員6名）

令和２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

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

当面の予定
4月19日(日) 春季訓練
5月2日(土)～5月6日(水)
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

地域おこし協力隊活動報告

大瀬 和文 隊員

高原ゲレンデスタート
道案内する道標も雪で
埋もれてしまっている

４月になり春らしい兆しが見えて来ました。最近では新型コ
ロナウィルスが国内外で流行してます。感染予防の為にも、
「手洗い」「うがい」などをしっかりしていきましょう。そし
て、万一に備えて感染しても重症化しない様に自己免疫力を高
めていきましょう。
今回は冬のアクティビィーという事で、王滝村の元高原ス

キー場とお隣木曽町三岳の油木美林林道でスノーシューを行い
ました。参加したお客様にも喜んでもらえて、楽しみながらア
クティブに体を動かす事ができました。

副本部長 稗田 実

本部消防

副分団長 下原 伸一

ラッパ班

役場新規採用職員の紹介

石川 健二 （いしかわ けんじ）

4月より、おうたき保育園の保育士としてお世話になります、
石川 健二です。
地元出身なので王滝村に恩返しができるよう一生懸命頑張りた
いと思います。
どうぞ、よろしくお願い致します。



工藤 翔佳 隊員

小澤 優衣 隊員

長田 善仁 隊員

山下 香織 隊員
令和２年度のアジェンダ ～協力隊任期、最後の１年～

王滝やまのこ学校協議会事務局
村の自然や環境、郷土食などの魅力を活かしたプログラムを提供し、王滝村のファン
（関係人口）を増やします。
日本シェアリングネイチャー協会との連携
王滝村での活動が心に残るような体験となるように、協会のノウハウを学び、プログラ
ムに活かします。
協力隊任期終了後に定住する為の活動
「体験農園」での起業を目指し、プログラムの開発や必要な圃場の整備をします。
関係人口創出事業（続・つなぐラボ）
王滝村のファンを増やし、村に関わる事業を応援します。

1月に地域おこし協力隊として王滝村にやってきましたが、多方面から色々なお仕事を
依頼して頂き、少しずつ活動させて頂いております。
2月にOntake2240で開催された星空観望会「銀河ツアーおんたけ」
のポスターと、チラシを制作しました。
私も初めて御嶽山の麓で満点の星空を見上げましたが、空気の澄み渡る冬の空にくっき
りと瞬く沢山の星にとても感動しました。
そんな想いも込めて作成したポスターですが、沢山の方の目に留まっていたら嬉しいで
す。その他、名刺デザイン、商品ラベルやロゴデザインなど制作させて頂いております。
お気軽にお声がけ下さい！
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愛知県知多郡阿久比町出身の長田善仁と申します。趣味はロードバイク
で、村でのヒルクライムにも参加させていただいていました。今後は主
にアウトドアスポーツイベントの運営に携わらせていただきます。イベ
ント以外では、ロードバイク乗りの方々に「王滝へ走りに行きたい！」
と思うきっかけになるような環境整備と情報配信に力を入れていきたい
と考えています。現在松原スポーツ公園を発着地としたモデルコースの
立案、ナビとして即利用できるデータを提供するホームページ制作に取
組んでおり、近日中の公開を目指し準備を進めています！

4月から愛知県豊橋市より地域おこし協力隊として来ました、工藤 翔佳です。
趣味は旅行です。訪れたことのない地で初めて出会う人たちと話したりする
ことに面白さがあり、王滝村も私にとって新たな地なので村民の方々と色々
なことを話したり、関わっていくことが楽しみです。
これからよろしくお願いします。

石黒 力也 隊員

スキー場でのメニュー提案に関しては、極力手作りにこだわり、また出来る限り王滝の
ものを使うように、メニューに王滝村の郷土食の「おさい」といわれる汁を提供したり、
赤かぶ漬けを提供したりしました。

郷土食の伝承と発展の活動に関しては、最終目標である、「ビジネスとして郷土食を
残す」を形にする為に令和２年3月１日にスキー場で、王滝食の会のみなさん、信州繋
ぐラボの皆さんのお力を借りて、王滝村かあちゃんズ定食というのを販売し、２時間弱
で完売するほどの人気を集める事が出来ました。お客様の反応や感想などを拝見させて
頂く中で郷土食へのニーズの高まりを確認することが出来て、商品化・メニュー化への
手ごたえを感じる事が出来ました。
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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19日 原内科医院(木曽町) 22-2678 17日 奥原医院(木祖村) 36-2264

26日 芦沢医院(上松町) 52-2018 24日 王滝診療所(王滝村) 48-2731

29日 王滝診療所(王滝村) 48-2731 31日 原内科医院(木曽町) 22-2678

5月3日 古根医院(大桑村) 55-1188 6月7日 芦沢医院(上松町) 52-2018

4日 田沢医院(木曽町) 44-2008 14日 古根医院(大桑村) 55-1188

5日 奥原医院(木祖村) 36-2264 21日 田沢医院(木曽町) 44-2008

6日 大脇医院(上松町) 52-2023 28日 大脇医院(上松町) 52-2023

10日 木曽ひよし診療所(木曽町) 26-2001

月日 教室名 時間 場所

4月21日（火） ちびっこひろば（親子相談） 10時00分～12時00分

保健センター23日（木） 健康サークル 10時00分～11時30分

５月7日（木） 定期健康相談 10時00分～11時30分

12日（火） いないいないばぁ（ペアトレ） 9時30分～11時30分 公民館

20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

25日（月） （仮）男性運動教室 10時00分～11時30分

26日（火） ちびっこひろば（親子相談） 10時00分～12時00分

※予防接種をご希望の方は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。

休日当番医

不幸な猫を増やさないため、適正飼育を推進するため、猫の不妊去勢手術代を助成します。
＜応募期間＞ 令和２年４月１４日（火）から令和２年７月３１日（金）まで

※期間内でも助成金がなくなり次第終了となります。
＜助成金額＞ メス1頭5,000円 オス1頭2,000円 ※手術費用から引かれる金額
＜手術実施病院・申込先＞ 木曽町福島「ペットクリニック タニモト〈☎0264-23-2627〉

※助成金を使って手術する旨を伝えて申し込みください。
＜利用方法＞ 手術日に病院に出向き、助成券に必要事項を記入して手術を受け、手術費用から

助成金額を引いた額をお支払い下さい。
＜主催＞ 長野県動物愛護会松塩筑支部事務局 ＜共済＞ 長野県獣医師会松筑支部
＜お問合せ＞ 木曽保健福祉事務所 食品・生活衛生課 〈☎0264－25－2235〉

猫の不妊・去勢手術助成事業のご案内

国・県・市区町村などの行政に関する苦情、意見・要望は「行政相談」をご利用下さい

「手続きがわかりにくい」「道路の路面にでこぼこがあり危険である」「役所への届出用紙の文字が小さく
高齢者への配慮に欠けている」など、役所の仕事に関する苦情、意見・要望があるときには「行政相談」を
ご利用下さい。村の行政相談日は次のとおりです。相談には下条区の南直行政相談委員さんが応じます。相
談は無料で機密は堅くお守りします。
行政相談日６月４日（木）、９月２４日（木）、１１月１９日（木）の午後、保健福祉センターで行いま
す。詳細は広報でお知らせします。尚、４月１６日に予定していた相談はコロナ感染対策のため中止します。

情 報 掲 示 板



4月4日(土) 小中学校入学式
中学1年生 2名 小学1年生 1名

4月6日(月)

保育園入園式
ひよこ組 2名
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役場ホームページ http://www.vill.otaki.nagano.jp/

3月～4月は別れと出会いの季節。3月18日(水)に王滝小中学校卒業式、１９日(木)に王滝保育
園卒園式、4月4日(土)に王滝小中学校の入学式、6日(月)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。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小し全員マスク着用で行いました。

3月18日(水) 小中学校卒業式
中学３年生６名 小学6年生 3名

3月19日(木)

保育園卒園式
ばら組 2名


