平成１９年度予算

人口や 面積を基本 とする新
たな地方 交付税の見 直しや︑
夕張問題 に端を発し た地方自
治体の破 綻法制の導 入など︑
大きく変 動する財政 環境のな
か︑活力 あるまちづ くりと健
全財政の 堅持の両面 から予算
編成が行 われました ︒

平成 年度の予算 は︑４月
に統一地 方選挙が実 施される
ことから ︑人件費や 扶助費︑
継続事業 を基本とす る骨格予
算となり ますが︑﹁総 合計画後
期５ヵ年 計画﹂と﹁自立計 画﹂

に基づき︑ 健全財政 を堅持す
るなか﹁安 心と安全 のまちづ
くり﹂﹁真に 豊かさを 実感でき
るまちづく り﹂の実 現に向け︑
新分権時代 にふさわ しい自立
と協働のま ちづくり に取り組

歳入について

■地方交付 税は︑普 通交付税
への新た な算定方 法︵人口
と面積に よる計算 式︑算定
項目の減 ︑最新の 国勢調査
数値の反 映等︶の 導入や︑
骨格予算 編成に伴 う一部財
源保留に より ％ ︑９千
万円の減 となって います︒
■基金繰入 金は︑繰 上償還事
業に伴い 減債基金 から８億
５千 万 ３千円︑ 地方交付
税当初計 上との調 整として
財政調整 基金から ５千 万
５千円︑ 花と緑と 交流のま
ちづくり 事業にふ るさと基
金から千 万４千 円︑介護
保険事業 に地域福 祉整備基
金から４ 千 万６ 千円の繰
入を行い ︑総額で ９億６千
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■町税収 入は︑三位 一体改革
に伴う 地方税への 税源移譲
による 増が見込ま れる一方 ︑
農業者 所得︑法人 ・個人事
業者︑ 一般勤労者 所得が低
調なこ とから︑平 成 年度
当初予 算に対し ％の増︑
予算額 で２千 万 円の増と
なって います︒
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町総合計 画後期５ヵ 年計画
と清里町 自立計画を 推進︒
■ 住民協働 によるまち づくり
と重点プ ロジェクト 事業の
推進︒
■ 地域の安 定と持続的 発展を
支える︑ 中長期展望 にたっ

■ 事業項目別 では︑農 林水産
業費が繰上 償還事業 により
大幅な増︒ また︑議 会費は
議員定数の 削減が要 因とな
り 万８千 円の減︒ 土木費
が事業完了 による減 ︒商工
費と教育費 は骨格予 算編成
に伴う団体 ・事業補 助の保
留による減 となって います︒
■ 個別的な事 業では︑﹁ 総合計
画後期５ヵ 年計画重 点プロ
ジェクト事 業﹂﹁自立 計画ま
ちづくり重 点事業﹂﹁ 第３期
介護保険事 業計画﹂﹁ 第６次
社会教育中 期計画﹂ に重点
化した予算 編成で︑﹁ 住民参
加と協働の まちづく り﹂に
よる﹁清里 町自立計 画﹂の
積極的展開 を行いま す︒

た健全財政 の堅持︒
■ 国営小清水 地区畑地 帯総合
土地改良パ イロット 事業負
担金の繰上 償還︵以 下﹁繰
上償還事業 ﹂とする ︶の実
施による将 来にわた る財政
負担の軽減 ︒
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む ことを基 本方針と して編成
さ れていま す︒

件費は︑ 前年度比１ 千 万
２千円の 減となって います︒
■ 経常的支 出の物件費 は︑事
務事業の 継続的な見 直しに
より︑燃 料費の高騰 影響が
あるなか ︑前年度比 ２千
万５千円 の減︑負担 金及び
補助金は ︑骨格予算 の編成
に伴い︑ ８千 万８ 千円の
減︵団体 補助︑政策 的な事
業補助は ６月補正︶ となっ
ています ︒
■ 性質別で は︑普通建 設事業
費が繰上 償還事業に より︑
億１千 万円の増 となっ
ています ︒
※ ただし︑ 繰上償還事 業を除
くと２億 ２千 万４ 千円の
減︒
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新年度予算の全体的特徴

752

■ ﹁住民参 加と協働 のまちづ
くり﹂を 基本に第 ４次清里

万８千 円︵前年 度比 ．
７％︑７ 億９千 万５千円
の増︶と なってい ます︒
■ 町債は︑ 繰上償還 事業に伴
う償還事 業債６億 ２千 万
円︑臨時 財政対策 債１億４
千 万円 ︑リサイ クルセン
タースト ックヤー ド整備な
どの普通 建設事業 債５千
万円で︑ 合計８億 ２千 万
円︵前年 度比 ． ９％︑５
億３千 万円の増 ︶︒
※ ただし︑ 償還事業 債を除く
と２億 万円で︑ 前年度比
９千 万 円の減︒

歳出について
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■ 退職者の 不補充︑ 議員定数
の削減等 により一 般会計人
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広報きよさと

２００７．４

平成１９年度予算

子育て支援事 業

専任職 員と 相談員 により ︑相談

子育て 支援センタ ー
︵平 成 年１ 月新規開設 ︶

や講座 ︑一 時保育 等の総 合支援

子育て 支援学童保 育
生涯教 育︵子育て 支援︶専
門員設 置事業
子育て 支援保育料 補助事業

第３子 以降 の保育 所・幼 稚園園

児の保 育料 を町費 負担
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平成１９年度予算
歳出

76億7,990万3千円
― 前年度対比

歳入

125.5％ ―

（ただし、
国営畑総負担金繰上償還事業を除くと▲４．
６％）

予 算 総 括 表 （前年度比較）（単位：千円）
健康づくり総 合対策事業

健康づく り総合対 策事業

福祉・ 保健・ 教育の 連携に よる

予防活 動を実 施

遠距離通学 バス業務委託 事業

第６次 社会教 育中期 計画に よる

きよさと子 ども塾

参加・ 体験型 学習機 会の提 供

中学校 スクー ルバス の地域 交通

として 利活用

清里高校総 合支援対 策事業

公共 施設の運営 管理の見直 し

斜里岳山小 屋管理の 指定管
理者制度の 実施

※ 重点事業 につい ても骨格 予算
に よる編成 から︑ 政策的な 事業
に ついては ６月に 補正が予 定さ
れ ています ︒

景観計画 策定事業

き よさと元気づ くり事業

花と緑と 交流のまち づくり
事業
観光イベ ント促進事 業

未 来を託す人づ くり事業

きよさと セミナー事 業

２００７．４

分
般

会

平成19年度 平成18年度

介護保険事業特別会計

348,579

360,398 ▲ 11,819

国民健康保険事業特別会計

713,657

653,906

59,751

109.1%

老 人 保 健 特 別 会 計

592,081

604,070 ▲ 11,989

98.0%

簡易水道事業特別会計

70,776

88,504 ▲ 17,728

80.0%

農業集落排水事業特別会計

133,200

139,078 ▲

5,878

95.8%

焼 酎 事 業 特 別 会 計

127,110

130,762 ▲

3,652

97.2%

1,558,685

125.5%

7,679,903

6,121,218

1,550,000

対前年度比

5,694,500

計

4,144,500

比較

計

合

地 域パートナー シップ事業

地域活動 推進事業

安 全安心まちづ くり事業

リサイク ルセンタ ーストッ
クヤード 増設事業 ︵新規︶

ごみ減 量化と リサイ クル化 に向

地域包 括支援セ

けた機 能強化 をはか る

ンター事 業

居宅介 護や予 防給付 の実施 につ

いて相 談など 総合的 に支援

広報きよさと

疾病予防 事業

脳ドッ ク受診 助成等 による 予防

対策の 実施

各種検診 ︑予防接 種事業

各種健 康診断 や予防 接種に よる

早期発 見と予 防活動 を実施

母子保健 ︑栄養指 導事業
3

区
一

137.4%
96.7%

■平成１９年度の主な事業
地域活動推進事業
12,000千円
花と緑と交流のまちづくり事業
12,114千円
景観計画策定事業
3,000千円
各種選 挙（参 議院、知事道議 、町長 町議他）
14,956千円
子育て支援センター運営事業
1,366千円
子育て支援保育料補助事業
2,937千円
障がい者自立支援事業
76,354千円
福祉サービス事業
5,743千円
難病者等通院交通費扶助事業
2,800千円
介護老人保健施設運営委託事業
258,800千円
在宅介護、地域包括支援センター事業
6,116千円
検診、予防接種事業
16,308千円
母子保健、栄養指導事業
5,127千円
健康づくり総合対策事業
1,500千円
清掃センター等委託事業
46,661千円
リサイクルセンターストックヤード増設事業 14,600千円
国営小清水地区畑総負担金償還事業 1,842,038千円
国営畑地かんがい施設維持管理事業
16,187千円
道営整備事業
17,480千円
町有林造林事業
6,962千円
道路橋梁河川維持管理指定管理事業
85,575千円
町道新設改良事業
113,324千円
道路等整備事業
53,119千円
町営住宅修繕事業
7,152千円
公営住宅建設基本設計事業
3,000千円
温泉施設管理運営事業（指 定管理含 む）
34,166千円
観光施設等管理運営事業
12,893千円
観光イベント促進事業
7,000千円
清里高校総合支援対策事業
13,100千円
遠距離通学バス業務委託事業
17,957千円
子育て支援学童保育事業
3,744千円
プラネットステージ公演事業
4,500千円
プラネット管理運営事業
37,792千円
体育施設管理運営事業
46,009千円
給食センター委託事業
14,070千円

交付金制度他
花緑、交流他
調査、計画
選挙事務
総合支援
第３子以降保育料補助
支援給付他
町単独の在宅支援サービス
町単独 の通所 交通費 補助
社会福祉協議会指定管理者
居宅介護
住民検診
乳幼児検診他
予防事業の実施
３施設運営
建設工事
負担金償還
経費負担金
農道整備
新植、間伐他
補修、除雪他
舗装、改良
町単独整備他
住宅修繕
旧営林署跡地
３温泉施設
オートキャンプ場他
イベント支援
総合支援
一般乗 合によ る地域 交通
専任指導員の配置他
芸術文化公演
施設、活動車
７施設運営
調理、搬送業務の民間委託

