
平成20年度第11回武石地域協議会 会議次第

平成21年3月24日（火）午後7時00分
武石地域自治センター 2階第一会議室

1 開 会

2 会長あいさつ

3 センター長あいさつ

4 会議事項

・ 平成２１年度予算の概要について

・ (仮称)武石児童館整備事業について

・ 高校等通学費補助制度について

5 その他

6 閉 会



    平成２1年度　武石地域自治センター関係予算の概要



平成21年3月18日現在

款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 H20 前年比

一般管理費 一般管理費
委託料 物件費的委託料 調査業務等委託料 4,620 500 4,120

文書広報費 広報広聴事業費 需用費 印刷製本費 自治センターだより 500 500 0 一括の内武石分　（年6回　Ａ4カラー）
備品購入費 その他備品購入費 「武石の秋」活用事業 672 900 △ 228
委託料 物件費的委託料 「武石の秋」活用事業 142 0 142
使用料及び賃借
料 オフトーク通信回線使用料 9,503 9,557 △ 54
工事請負費 投資的工事費 オフトーク通信装置設置工事費 108 134 △ 26
委託料 補助費的委託料 自治会長研修視察 252 252 0

交付金 コミュニティ活動等交付金 3,327 3,326 1
補助金 わがまち魅力アップ応援事業補助金 2,600 2,600 0

備品購入費 その他備品購入費 消防用備品購入費 330 330 0
負担金、補助及
び交付金

交付金 団本部、分団交付金 3,070 3,070 0
消防施設費

投資的工事費 消防施設整備工事費 1,229 1,229 0
修繕費 350 619 △ 269

款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 H20 前年比
備品購入費 その他備品購入費 防犯用備品購入費 112 0 112

補助金 自治会防犯灯新設補助 210 275 △ 65
補助金 自治会防犯灯電気料補助金 551 413 138

環境衛生事業費
補助金 新エネルギー活用施設設置費補助金 878 1,000 △ 122

合併処理浄化槽等
設置整備助成事業

補助金 合併処理浄化槽設置補助金 1,586 1,586 0
清掃総務費 清掃対策事業費 委託料 物件費的委託料 不法投棄物処理委託料 200 200 0

委託料 物件費的委託料 ごみ収集委託料 5,891 5,970 △ 79
委託料 物件費的委託料 ごみ収集委託料 2,779 1,450 1,329
役務費 手数料 廃棄物処理場地下水水質検査 416 324 92
需用費 修繕料 800 800 0
需用費 光熱水費 78 0 78

款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 H20 前年比
需用費 印刷製本費 200 100 100

補助金 うつくしの湯補助金 2,400 2,550 △ 150
補助金 雲渓荘特別招待補助金 3,600 3,600 0
補助金 雲渓荘利用補助金 2,850 2,700 150

委託料 物件費的委託料
生きがい対応型デイサービス
センター事業委託料

288 288 0

負担金、補助及
び交付金

補助金
要援護高齢者等住宅整備事
業補助金

1,260 1,400 △ 140

一部事務組合負
担金 負担金、補助及

び交付金
広域連合等負担金 依田窪老人保健施設負担金 19,192 15,629 3,563

児童福祉総務費 保育所運営団体
助成事業費

負担金、補助及
び交付金

補助金 通園費補助金 360 360 0
保育所運営団体
助成事業費

負担金、補助及
び交付金

広域連合等負担金 依田窪病院会計負担金 113,487 118,890 △ 5,403

全体予算21,700　　武石分1,400

いこい負担金　増設施設起債償還金があるため増
全体53,370千円　上田市19,192千円　長和町34,178千円

下本入以下　２０００円、上本入４０００円　商工会へ

不燃　27円×98,000kg×1.05

地域予算　直接要求予算

地域予算　直接要求予算

説　　明

通常分700千円＋特目片羽１号瓦葺き替え900千円

市営住宅管理用電気料 　

地域予算　直接要求予算（補助券印刷）

警鐘楼塗装（３基）

5人槽及び7人槽　2基ずつ

鋼管ポール3基、電柱6基
青パト用ｽﾋﾟｰｶｰ・ｱﾝﾌﾟｾｯﾄ

地域予算　直接要求予算

可燃　11円×510,000kg×1.05

水質検査26項目年1回、電気伝導率2箇所年12回

負担金、補助及
び交付金

地域振興課

45円/kg×3,100kg×1.05＋家電品54千円

地域予算　枠配分予算　武石予定額

積載車用ホース（１２台×１本）

分団運営費交付金

説　　　明

130円×12月×353基

太陽光発電7件、太陽熱利用5件

防火水槽甲蓋掛工事（鳥屋）

説　　明

自治センター庁舎耐震診断業務委託料

地域予算　直接要求予算（制作ポイント看板）

コミュニティー2,784　環境整備541

地域予算　直接要求予算（レプリカ購入）

衛生費 環境衛生費

ごみ処理費

住宅管理総務費

地域振興対策事
業費

自治会関係事業
費

消防施設整備事
業費

総務費

非常備消防費消防費 消防団運営事業
費

諸費

地域振興対策費

需用費

負担金、補助及
び交付金

ごみ処理事業費

負担金、補助及
び交付金

市民生活課

総務費 諸費 防犯対策事業費

負担金、補助及
び交付金

介護予防･生活支
援事業費

健康福祉課

民生費 社会福祉総務費

老人福祉総務費

衛生費 保健衛生総務費

武石地域自治センター　H２１年度一般会計当初予算概要

市営住宅管理事
業費

地域福祉推進事
業費



款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 H20 前年比 説　　明
特別会計繰出金

繰出金 その他会計繰出金 武石診療所事業特別会計繰出金 9,447 9,456 △ 9
需用費 消耗品費 健康推進委員消耗品含 む 365 282 83
委託料 物件費的委託料 あそびの教室委託料 336 312 24
賃金 作業員賃金 各検診補助、受付事務等 297 298 △ 1
報償費 講師等謝礼 医師等謝礼 276 276 0

保健センター費 武石健康センター
管理事業費 備品購入費 その他備品購入費 施設用備品購入費 200 0 200

款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 H20 前年比
補助金 農地流動化促進奨励補助金 1,120 1,120 0

補助金
水田営農推進機械施設等導
入事業補助金

3,605 566 3,039

中山間地域等農
業支援事業費 交付金 中山間地域農業直接支払交付金 2,952 2,952 0

補助金 園芸作物振興対策事業補助金 800 1,500 △ 700
補助金 花卉産地強化推進事業補助金 1,945 1,956 △ 11

農地費
負担金、補助及
び交付金

その他負担金
県営中山間地域総合整備事
業負担金

9,750 16,250 △ 6,500

委託料 投資的委託料 農地保全対策事業委託料 1,040 720 320
工事請負費 投資的工事費 市営土地改良事業工事費 2,725 3,200 △ 475
工事請負費 投資的工事費 農地保全対策事業工事費 14,000 9,000 5,000
負担金、補助及
び交付金

補助金 市単土地改良事業補助金 2,500 4,000 △ 1,500

負担金、補助及
び交付金

補助金 市単土地改良事業補助金 425 0 425
土地改良施設維
持管理適正化事
業費

負担金、補助及
び交付金

その他負担金
長野県土地改良事業団体連
合会負担金

300 600 △ 300

報償費 報償金 有害鳥獣駆除対策事業 1,100 0 1,100

委託料
鳥獣被害防止緩衝
帯整備委託 鳥獣被害防止緩衝帯整備委託料 900 300 600

補助金 有害鳥獣駆除対策事業補助金 790 790 0

補助金 有害鳥獣防除電気柵設置等補助金 270 270 0
原材料費

維持補修的原材料費 有害鳥獣駆除対策　防護柵設置 3,000 1,034 1,966
森林整備費 市有林管理事業

費
委託料

投資的委託料 市有林整備事業委託料 4,100 4,056 44
森林整備推進事
業費

負担金、補助及
び交付金 補助金 森林税里山整備事業嵩上 げ分他 430 210 220
賃金 作業員賃金 364 360 4
委託料 物件費的委託料 松くい虫防除委託料 13,035 11,615 1,420
原材料費 物件費的原材料費 松くい虫樹幹注入剤購入費 1,575 0 1,575

緑化推進事業費 賃金 作業員賃金 396 580 △ 184
賃金 作業員賃金 美ヶ原レンゲツツジ播種管理賃金 1,456 2,880 △ 1,424

商工費 商工振興費 補助金 武石工業振興会補助金 80 80 0
補助金 武石商工会補助金 6,800 6,800 0

観光費 観光宣伝事業費
委託料 看板等作製委託料 200 0 200

その他負担金 武石観光協会負担金 1,280 1,280 0
その他負担金 練馬祭り参加負担金 550 550 0
補助金 武石温泉施設利用補助金 1,000 1,000 0

挿し木１万本実施

王ヶ頭方面案内看板３基
美ヶ原飛龍太鼓保存会補助金 230千円含む

松くい虫樹幹注入作業他

本対策及び無人ﾍﾘ

新規要望

鳥屋、下本入等

シカ１頭：10,000円×110頭

３ha予定

個人等で設置の3/10補助

集約化（ソフト）、整備（ハード）事業　10ｈａ　下本入他（予定）

余里他１地区　Ｌ＝4,000ｍ予定（県補助）

地域活性化事業債対象 75％充当　　30％措置

農道・かん排事業等補助金

小沢根水路積立

唐沢ほ場

説　　明

体重・体脂肪計

Ｈ17～22　市単起債対象分

市単起債対象分

3集落

リンドウ、シャクヤク、グラジオラス2/10補助

花卉集団団地等育成事業補助金 から変更　パイプハウス、潅水施設、雨除け

交付税措置　8,339　検診等委託　1,113

全体で2258

しいのみ園へ委託

検診事業健康づくり事業費

保健推進事業費

健康増進事業費

 そばコンバイン
ストローチョッパー（ハンマーモア）

農業振興費 地域営農システム
確立対策事業費

＊総務課配当人件費 は除く産業観光課

林業総務費 有害鳥獣防除対
策事業費

負担金、補助及
び交付金

松くい虫防除対策
事業費

緑化推進事業費

中小企業金融対
策事業費

負担金、補助及
び交付金

負担金、補助及
び交付金

農林水産
業費

負担金、補助及
び交付金

負担金、補助及
び交付金

園芸振興事業費

県営土地改良事
業費



款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 H20 前年比 説　　明
補助金 番所ヶ原スキー場リフト券補助 978 981 △ 3

委託料 投資的委託料 遊歩道景観整備事業委託料 2,100 2,150 △ 50
物件費的委託料 武石温泉うつくしの湯管理運営委託料 16,690 16,696 △ 6
物件費的委託料 岳の湯温泉雲渓荘管理運営委託料 9,873 9,873 0

委託料 物件費的委託料 番所ヶ原スキー場管理運営委託料 6,005 6,007 △ 2
市民まつり事業費 負担金、補助及び

交付金 負担金 武石夏祭り実行委員会負担金 2,300 2,300 0

款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 H20 前年比
交通安全施設整
備事業費

交通安全施設整
備事業費 工事請負費 投資的工事費 交通安全施設整備工事費 1,000 1,000 0

道路橋梁総務費 道路整備事業負
担金 負担金補助及び

交付金
その他負担金

美ヶ原公園沖線兼用側溝整備
負担金

2,000 2,000 0

道路凍結防止剤散布委託料 1,000 450 550

道水路敷支障木伐採委託料 800 0 800

道路草刈等作業委託 1,600 1,400 200

道路除雪委託料 11,400 8,000 3,400

工事請負費 維持補修的工事費 道路整備事業 36,000 46,000 △ 10,000

備品購入費 重要物品購入費 凍結防止剤散布機（車載用） 0 0 0
道路新設改良費 委託料 投資的委託料 測量作図等委託料 1,000 2,000 △ 1,000

工事請負費 投資的工事費 道路新設改良工事費 60,000 65,000 △ 5,000

河川費 河川総務費 工事請負費 投資的工事費 河川用悪水路改修工事費 3,000 4,000 △ 1,000
公園緑地等管理
事業費 需用費 修繕料 武石公園吊り橋敷板修繕 0 0 0
公園緑地等管理
事業費 委託料 物件費的委託料 公園除草作業委託料 1,260 1,260 0
公園緑地等管理
事業費 需用費 修繕料 ともしび公園遊具等修繕 660 660 0

交通対策事業費 交通運輸対策事
業費 委託料 補助費的委託料 デマンドバス運行委託料 14,228 13,650 578

農林水産
事業費

農地費 地籍調査事業費

委託料 投資的委託料 国調錯誤修正等業務 600 900 △ 300

唐沢・権現水源改修 10,000

水源用地購入 4,150

濁度計設置 4,870

上本入第４配水地上屋改修 1,260

受託工事・消火栓更新工事 1,365

沖配水管ループ化 4,013

上下水道関係 豪雨・台風時の濁度発生を抑えるため、表流水の浸入を防ぐ工事の
実施、広報については検討中。

賃貸借している土地及び周辺地の購入、安全管理上水源地保安用
地の拡大を図る。

中央第１配水地で唐沢・権現の原水の濁度を常時監視するため。
次年度以降ろ過等の浄水施設設置の有無判断のため。

上屋　Ｗ＝3ｍ　Ｄ＝3ｍ　Ｈ＝2.5ｍ　ＲＣ造

受託　下本入消火栓新設工事 　１基　　沖消火栓新設工事　１基

矢島診療所入口からコメリ横　ＤＣＩＰφ75　140ｍ

土木費

公園費

フリーエリア拡大に伴う運行単価見直し

道路新設改良事
業費

1,000　枠予算(地域予算　生活関連予算）

30,000　小沢根線（合併特例債）　　32,000　枠予算(地域予算　生活
関連予算）

建設課

1,000　枠予算(地域予算　生活関連予算）

道路維持費 道路維持事業費

賃金から変更分の増

説　　　　　明

地域予算

観光費から科目変更

50,000　上武石沖線（合併特例債）　　15,000　枠予算(地域予算　生
活関連予算）

8,000　枠予算(地域予算　生活関連予算）

観光施設管理事
業費

委託料 維持補修的委託料



款名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21 説明

民生費 児童館費 需用費 消耗品費 1,800

委託料 投資的委託料 武石児童館建設工事監理委託 2,750

工事費 投資的工事費 武石児童館建築工事 142,905

工事費 投資的工事費 武石児童館外構工事 17,972

備品購入費 その他備品購入費 施設用備品 8,000

備品購入費 その他備品購入費 施設用備品（遊具） 2,000

児童育成費 学童保育所運営事業費 委託料 補助的委託料 学童保育委託 6,170

教育費 事務局費 教育振興助成事業費
負担金、補助及
び交付金

補助金 高校通学援助補助金 5,900 調整により新制度（21年度は経過措置で最低額5万円）全市一括計上
一部事務組合負担金 負担金、補助及

び交付金
広域連合等負担金 中学校組合負担金 52,070

一部事務組合負担金 負担金、補助及
び交付金

その他負担金 中学校費交付税配分金 19,565

学校管理費 管理運営事業費 委託料 物件費的委託料 遊具点検委託料 37

委託料 物件費的委託料 金管バンド講習委託料 63

委託料 物件費的委託料 スキー指導員委託料 141

施設整備事業 工事請負費 投資的工事費 施設整備及び営繕工事 5,254 校庭トイレ
教育用コンュータ整備運

営事業費 使用料及び賃借料 教育用コンピュータ機器等賃借料 1,352

学校建設費 小学校施設整備事業費
委託料 物件費的委託料 屋内運動場設計実施委託 10,000

教育振興費 一般教育振興事業費 負担金、補助及
び交付金 補助金 自然教室補助金 450

負担金、補助及
び交付金 補助金 通学費補助金（小学校分） 1,168

負担金、補助及
び交付金

補助金 通学費補助金（中学校分） 2,542

文化費 文化財事業費
負担金、補助及
び交付金

補助金 文化財保護補助金 3,000 おねり保存会　200万円は地域予算

公民館費 公民館管理事業費 賃金 作業員賃金 図書室エコール作業 592

委託料 維持修繕的委託料 図書館ネットワークシステム 473

備品購入費 図書購入費 1,000
分館活動振興事業費 負担金、補助及

び交付金
交付金 均等割り30,000円*13分館、実績割り245,000円 635

人権教育振興費 人権教育推進事業費 報償費 講師等謝礼 講師等謝礼 994

青少年育成費 青少年育成事業費 委託料 補助費的委託料 青少年花壇整備事業 1,159

青少年団体等助成事業
負担金、補助及
び交付金

その他負担金 各育成会補助金 198

保健体育総務費 各種大会等事業費 委託料 補助費的委託料 ソフトバレーフェス実行委員会委託料 100

委託料 補助費的委託料 ともしびの里駅伝大会実行委員会委託料 1,500 記念大会分20万円

委託料 補助費的委託料 Ｊｒスポーツ教室委託料 1,200 公民館から組替

体育振興助成事業費 委託料 物件費的委託料 総合型地域スポーツクラブ運営委託料 400

体育施設費 委託料 補助費的委託料 マレットゴルフ場運営委託料 5,600

需用費 修繕料 屋内ゲート基礎　塗装 0

需用費 修繕料 体育館基礎クラック 700

武石体育館管理事
業費

武石地域教育事務所　　H２１年度一般会計当初予算概要

児童館施設
整備事業費



款名称 項名称 目名称 大事業名称 節名称 細節名称 細々節名称 H21

総務費 総務管理
費 備品購入費 その他備品購入費 地域振興対応事業 672 直接要求予算

委託料 物件費的委託料 地域振興対応事業 142 直接要求予算

民生費 社会福祉
費 需用費 印刷製本費 200 直接要求予算　激変緩和

うつくしの湯補助金 2,400 直接要求予算　激変緩和

雲渓荘特別招待補助金 3,600 直接要求予算　激変緩和

雲渓荘利用補助金 2,850 直接要求予算　激変緩和

市単土地改良事
業費 工事請負費 投資的工事費 市営土地改良事業工事費 259 直接要求予算　激変緩和

市単土地改良事
業費 工事請負費 投資的工事費 農地保全対策事業工事費 1,156 直接要求予算　激変緩和

商工費 観光費 観光宣伝事業費 負担金、補助及び
交付金

補助金 番所ヶ原スキー場リフト券補助 978 直接要求予算　激変緩和

教育費 社会教育
費

文化費 文化財事業費 負担金、補助及び
交付金

補助金 文化財保護補助金 2,000
市指定文化財　御柱祭おねり行列補助
（武石おねり保存会）1,000千円は一般会計

直接要求予算

14,257

農林水産
業費

農業費 農地費 市単土地改良事
業費 工事請負費 投資的工事費 市営土地改良事業工事費 83 生活関連予算

土木管理
費

交通安全施設整
備事業費

交通安全施設整
備事業費 工事請負費 投資的工事費 交通安全施設整備工事費 1,000 生活関連予算

道路橋梁
費

道路新設改良費
委託料 投資的委託料 測量作図等委託料 1,000 生活関連予算

工事請負費 投資的工事費 道路新設改良工事費 10,000 生活関連予算

12,083

原田泰治「武石の秋」制作地点案内看板制作設置

原田泰治ピエゾグラフ「武石の秋」40号購入

枠予算(地域予算　生活関連予算）

平成21年3月18日現在

雲渓荘利用補助券　宿泊1,000円　日帰り
500円

説　　明

雲渓荘特別招待補助券　70歳以上6,000円

土地改良事業負担金補填1,100千円の7.5％
負担

温泉利用補助券印刷

うつくしの湯利用補助券　大人1人200円×5
枚

補助金

地域予算　　H２１年度一般会計当初予算概要

枠予算(地域予算　生活関連予算）

枠予算(地域予算　生活関連予算）

農林水産
業費

土地改良事業負担金補填　1,725千円頭首
工15％全額

土地改良負担金15,410千円の負担分の
1/2、7.5％分

リフト券、1日券、回数券の優待

地域振興対策費 地域振興対策事
業費

農地費

道路新設改良事
業費

土木費

負担金、補助及び
交付金

社会福祉総務費 地域福祉推進事
業費

農業費



（仮称）武石児童館整備事業について

１ 施設整備概要

（１） 構 造 木造平屋

（２） 面 積 延べ床面積 512 ㎡

（３） 施設内容 遊戯室・多目的室（図書コーナー）・学童保育室・調理室・

子育て支援室・事務室

２ 事業費 176,384 千円

（１）建築工事、外構工事 160,877 千円

（２）監理委託料   2,750 千円

（３）備品購入費  10,000 千円

（４）需用費          1,884 千円

（５）負担金     873 千円

３ 今後の予定

年 月 工 事 ・ 業 務 内 容

Ｈ21.4～8 外構工事（１）

Ｈ21.6～Ｈ22.3 本体建築工事

Ｈ21.9～Ｈ22.3 外構工事（２）

Ｈ21.12 月議会 指定管理者の指定議案の提出

Ｈ22.4 開館

平成21年3月24日
武石地域協議会資料
（武石教育事務所）



高校等通学費補助制度について
１ 趣旨

高校等へ通学するにあたり、子育て支援の観点から特に交通費等が嵩
かさ

む一定距離を超える地域の保

護者の負担軽減を図るため、併せて公共交通機関の利用促進を図るため、旧真田町及び旧武石村で施

行されている通学費補助制度を全市域に拡大します。

２ 補助対象高校等

長野県内の高等学校・高等専門学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程

３ 補助期間

高校等へ入学後３年以内

４ 補助対象者及び補助金額

Ａ 下記自治会にお住まいの方（下宿を含め通学方法は問いません。）

・ 上田駅を基準として公共交通機関利用による距離が13㎞以上の地域を対象とします。（ただ

し、丸子修学館高校へ通学する場合は、同校を基準とします。）

補助対象者 補助金額
（右記以外）

丸子修学館高校へ
通学の場合

鳥屋 ・ 沖
月額3,000円

（年額36,000円）
対象になりません

薮合 ・ 中島 ・ 七ケ ・ 片羽 ・ 堀之内 ・

市之瀬 ・ 下本入 ・ 小沢根 ・ 余里

月額4,000円
（年額48,000円）

対象になりません

権現 ・ 下小寺尾 ・ 上小寺尾 ・ 唐沢 ・

築地原 ・ 大布施巣栗 ・ 西武

月額5,000円
（年額60,000円）

月額3,000円
（年額36,000円）

※ 武石地域においては、次の額を下限とする経過措置を設けます。

・平成２１～２２年度：年額５０,０００円

・平成２３年度：年額２５,０００円

Ｂ 公共交通機関（電車・バス）を一定距離以上利用している方

補助対象者
（全市域の方が対象）

補助金額 備 考

・公共交通機関（電車・バス）の定期による通学距離が片

道13ｋｍ以上の方を対象とします。（ただし市内距離に

限ります。）

例：しなの鉄道の場合 大屋駅～西上田駅間が対象とな

ります。

・片道定期も対象とします。

・Ａ、Ｂ両区分ともに該当する方は、原則としてＢの額と

します。

定期代の20％

(百円未満切捨て)

・定期券の写しが必

要です。

・定期代の額は、最

も合理的、経済的

な方法により算

定します。

５ 交付要件

市税の滞納が無いことを要件とします。

６ 申請時期

９月及び３月（年２回に分けて交付します。）

平成 21 年 3月 24 日
武石地域協議会資料

教育委員会


