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【 主務課 ： 地域振興課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

総務費 【地域予算】

　わがまち魅力アップ応援事業補助金 地域政策係 7,000   わがまち魅力アップ応援事業補助金

　◎ 地域振興事業基金（持寄分基金）　：　3,800千円　充当事業

　　○個性あるふるさとづくり事業
　　　・対象：自治会・地区連合会等
　　　・補助率：100％　・　補助限度額：1,500千円　・　補助期間：５年以内（補助総額1,500千円以内）
　　○特色あるまちづくり事業
　　　・対象：ＮＰＯ等の市民活動団体
　　　・補助率：100％　・補助限度額：1,000千円　・　補助期間：２年以内（補助総額1,000千円以内）

地域協議会運営事業 地域政策係 1,474 ○真田地域協議会の運営に要する経費
　　・委員報酬　（20人）　　・消耗品費、印刷製本費

自治会関係事業費

　・広報等配布委託料 地域政策係 3,871 ○広報等の配布、その他各種通知等自治会内回覧　（戸数×1,100円）

　・コミュニティ活動交付金 地域政策係 5,619 ○コミュニティ施設の運営、防火・防災・防犯活動等

　・地域環境整備交付金 地域政策係 1,346 ○地区内道路側溝等清掃、環境美化、ごみ集積所維持管理等

　・自治会長研修視察委託料 地域政策係 353 ○自治会長の研修視察委託

　・共同集会施設改修補助金 地域政策係 3,192 ○共同集会施設の改修工事に対する補助金  　・真田自治会、中組自治会、中原自治会

真田有線 【収益的支出】 有線放送係 57,098 ○営業費用として職員人件費、有線放送電話設備の保守管理委託

放送電話 　　及び構築物、機械等の減価償却費等を計上。

事業会計 　　営業外費用として消費税等を計上。

　　　営業費用 (12,402) 　・放送電話費

(19,907) 　・施設保守費

(11,120) 　・総係費

(6,885) 　・減価償却費

(3,319) 　・資産減耗費

(20) 　・その他営業費用

　　　営業外費用 (400) 　・雑支出

(2,045) 　・消費税　　

　　　予備費 (1,000) 　・予備費

【資本的支出】 有線放送係 9,150 ○自動放送設備（ページング放送等）の老朽化による故障に備え、固定資産購入費：6,000千円

　　ケーブル張替え工事：3,150千円を計上

　　　建設改良費 (3,150) 　・工事請負費

(6,000) 　・固定資産購入費

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【 主務課 ： 市民生活課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

総務費 消費生活推進事業費 生活環境係 375 ○真田地域消費生活展の開催、消費者被害対策、啓発　外

交通安全対策事業費 生活環境係 315 ○交通安全の推進、交通指導、小中保育園の交通安全教室、イベントでの交通指導　外

防犯 生活環境係

　・防犯活動事業 329 ○防犯指導員経費

　・防犯灯新設補助金 7,272 ○自治会が行う防犯のために設置する道路灯の新設事業に要する経費に対する補助

　※補助率（Ｈ23から）　LEDﾀｲﾌﾟ2/3以内（上限5万円）、蛍光灯ﾀｲﾌﾟ1/2以内（上限3万円）　

○自治会防犯灯LED交換に要する経費に対する補助 2万円×330基

　・防犯灯電気料金補助金 2,523 ○自治会が行う防犯のために設置する道路灯の電気料に対する補助

　※補助率1/2以内（Ｈ20から全地域統一）　　真田地域　：　補助なし→1/2補助

窓口収納取扱業務 税務収納係 610 ○市税等徴収金を毎日金融機関へ運搬等する手数料（窓口収納業務）

　・集金・両替事務等手数料

衛生費 古城霊園管理事業 生活環境係 186 ○除草・清掃等管理委託費用、管理料徴収、管理消耗品、修繕経費

環境美化推進事業 生活環境係 370 ○不法投棄防止パトロール、河川パトロールの実施 外

資源有効利用事業 生活環境係

　・新エネルギー活用施設設置費補助金 2,200 ○太陽光発電システム、太陽熱高度利用システムの新エネルギー活用施設の設置に対して補助を行う。

　・太陽光補助率：26,000円/ｋｗ（限度額104,000円）　・太陽熱：30,000円（定額）

1,200 ○小型除雪機購入費補助金

　・補助率：購入に要する費用のうち8/10以内　（限度額 1台につき 600,000円）

　・雨水貯留施設設置費補助金 60 ○雨水の流出抑制と有効活用を図るため、雨水貯留施設の設置に対して補助を行う。

　・補助率　1/2　（500 未満：限度額30,000円・500 以上：限度額50,000円）
　

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【 主務課 ： 市民生活課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要

衛生費 合併処理浄化槽整備事業 生活環境係 1,586 ○生活排水による公共水域の水質汚濁防止を図るため、公共下水道認可区域外に建設する住宅や事業所の合併

　浄化槽設置に対する補助を行う。

　　・合併処理浄化槽設置補助金　・水洗化資金利子補給

飼犬管理事業 生活環境係 70 ○犬の登録、狂犬病予防注射等の飼犬管理に係る事務経費

公営企業支出金 生活環境係 111,569 ○水道事業会計負担金

　・簡易水道事業負担金（建設改良費の10％、元利償還金の1/2、高料金対策経費）　：　98,584千円

　・菅平上水道石綿ｾﾒﾝﾄ管更新事業減価償却分負担金　：　8,585千円

　・電源立地地域対策交付金（大庭地区水道管布設）　：　4,400千円

ごみ処理事業 生活環境係

　・ごみ減量・再資源化対策事業費 658 ○ごみ減量・再資源化の推進　　資源物回収用具収納施設設置補助・ごみ減量化機器等購入補助

　・ごみ処理事業費 23,525 ○可燃ごみ・不燃ごみ収集運搬処理委託、ごみ集積所設置補助　外

土木費 市営住宅管理事業 生活環境係 957 ○市営住宅３団地　18戸の維持管理を行う。
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【 主務課 ： 健康福祉課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

　 ※印は、市全体の予算計上額を記載しています。

民生費 上田市社会福祉協議会補助金 福祉係 8,812 ○社会福祉協議会真田地区センターの運営経費の補助　　（市全体　98,178千円）

真田総合福祉センター管理運営事業 福祉係 4,365 ○真田総合福祉センターの管理運営経費

真田総合福祉センター施設整備事業 福祉係 4,040 ○真田総合福祉センター大会議室等冷房設備の整備など

地域活動支援センター事業 福祉係 7,805 ○真田地域活動支援センター（希望の家）管理運営費　2,105千円

○地域活動支援センターいこいの家運営補助　5,700千円

自立支援給付事業費　 福祉係 ※1,757,422 ○障害者自立支援法規定の障害者福祉サービスに対する給付費

　・施設入通所　　・ホームヘルプ　　・短期入所　　・児童デイサービス　　・補装具支給　など

福祉医療費給付事業 福祉係 ※683,443 ○医療費の自己負担額を自動給付方式で助成する

　 ・乳幼児、母子・父子家庭、重度の心身障害者、低所得老人等

　 ・児童（小学校4年～中学校3年まで）については、入院した場合の医療費の支給

子ども手当支給事業 福祉係 ※3,531,532 ○中学校修了前までの児童を養育している方に手当を支給

生活保護扶助費 福祉係 ※1,282,000 ○生活保護に要する経費（国３/４）

高齢者生きがいづくり事業費 高齢者支援係 ※50,132 ○シルバー人材センター、老人クラブ連合会、老人クラブ交流会及び単位老人クラブ等への補助金

　 　・真田長寿会外：615千円　・単位クラブ補助総額：1,594千円（真田地域28クラブ分）

介護予防・生活支援事業 高齢者支援係 ※222,173 ○以下の在宅福祉事業に係る委託料、扶助費外

　・生きがい対応型デイサービスセンター事業(要介護認定非該当者で、閉じこもりがちな方を対象とした事業、１人１回：3,000円)

　・布団丸洗い乾燥事業：寝たきり高齢者等の寝具を丸洗い乾燥する。(本人負担１割)

　・高齢者等外出支援事業　(要介護４及び５の高齢者)

　・訪問理美容サービス(要介護3以上が対象。理美容師訪問に係る費用補助)

　・軽度生活支援事業(日常生活の援助が必要であると認める方に生活支援をする)

　・要援護高齢者等住宅整備事業

　・老人日常生活用具給付事業(一人暮らしで火の始末等が心配な方に給付)

　・敬老祝い金支給事業及び家庭介護者慰労金支給事業

　・真田独居高齢者集合住宅管理事業(真田単独事業、入居者の健康管理、夜間安全管理、運営経費　外)

　　　→入居者管理委託・消防設備点検委託外：1,214千円・運営経費：748千円

　・真田独居高齢者集合住宅デジタルTV化：370千円

　・地域包括ケア推進事業委託：20,000千円

　・その他(認知症相談会開催事業外)

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【 主務課 ： 健康福祉課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要

民生費 老人施設入所者措置費 高齢者支援係 ※260,220 ○養護老人ホームに対する措置費(市全体被措置者134人の内、真田地域４人)

緊急通報装置設置事業 高齢者支援係 482 ○一人暮らし高齢者・重度心身障害者宅に設置した緊急通報設備の管理事業(新設・移設工事・保守点検委託料等)

　　　(当年度10月から統一予定)

特別養護老人ホーム建設資金利子補給事業 高齢者支援係 665 ○法人の建設借入金利子に対する補助(アザレアンさなだ分)　

高齢者福祉センター運営事業 高齢者支援係 8,399 ○真田老人福祉センター管理運営委託

衛生費 保健推進事業費 健康推進係

　　母子保健事業 2,323 ○新生児・乳児訪問、両親学級、各種乳幼児健診（内科・歯科･整形外科・眼科）、育児教室、育児相談、保育園歯科指導

　　精神保健事業 241 ○精神障害者デイケア、水中リラックス講座

　　地区組織活動 119 ○健康推進委員の報酬及び活動費運営費

保健増進事業費 健康推進係 7,956 ○胃・子宮がん・肺がん・乳房・大腸・肝炎ｳｲﾙｽ・前立腺検査・骨・歯周病患等の各検診委託料。保健指導、健康教室

健康診査事業費 健康推進係 1,480 ○特定健康診査（生活機能該当者含む）委託料

ヘルスプロモーション事業費 健康推進係 290 ○特定保健指導における保健指導、脂肪燃焼セミナー

予防対策事業 健康推進係 916 ○予防接種委託料（ポリオ・BCG ・二種混合・三種混合・麻疹・風疹・インフルエンザ）

380 ○結核レントゲン検診委託料

81 ○真田地域きのこ展示会（鑑定印謝礼）

真田保健センター管理事業費 健康推進係 3,711 ○真田保健センターの管理運営経費

土木費 ふれあいバス運営事業 高齢者支援係 3,590 ○ふれあいバスの運行委託料

介護保険 歳入歳出予算額 高齢者支援係 ※ 12,442,932 (真田地域 要介護認定者：604人)

事　　業 　総務費（内訳) (※  300,094) ・人件費等

特別会計 　保険給付費等(内訳) (※ 11,817,288) ・介護サービス費等

　地域支援事業(内訳) (※  323,749) ・地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営費(真田地域：15,000千円）、配食ｻｰﾋﾞｽ事業費(真田地域：28,600千円)、その他介護予防事業費

　その他 (※  1,801) ・過年度還付金等
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【主務課　：　産業観光課】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

農林水 中山間地域農業直接支払交付金 農林振興係 12,358 ○多面的機能を有する中山間地域の農地の遊休荒廃化に歯止めをかけるため、国が実施する「耕作者に所得補償

産業費 　　をする直接支払」の制度に基づく交付金

　　・第３期対策が始まり本年度で２年目。予定対象面積　73.56ha    真田地域１４協定集落

生産調整推進事業補助金 農林振興係 1,000 ○実施計画の集約、現地確認野帳作成など米の生産調整事務に対する補助

農地流動化促進奨励補助金 農林振興係 1,158 ○農地の遊休化防止及び担い手への集積を図るため、農用地に利用権を設定した認定農業者等に、利用権の設定

期間に応じ奨励補助金を交付する。

　・３年以上６年未満＝８，０００円、６年以上１０年未満＝１３，０００円、１０年以上＝２３，０００円

農業後継者対策事業補助金 農林振興係 240 ○農業後継者団体に対する補助金

　・青葉会、黒土会、農村女性ネットワーク　各団体に80千円の補助

カモシカ個体数調整委託 農林振興係 1,000 ○カモシカ個体数調整委託料　100,000円×10頭

特別有害鳥獣駆除報奨金 農林振興係 1,500 ○イノシシ・熊等の有害鳥獣駆除に対する報奨金

　・イノシシ・熊・ニホンシカ（イノシシ100頭、熊10頭、ニホンシカ40頭）×10,000円　

有害鳥獣防除電気柵設置事業 農林振興係 450 ○有害鳥獣による農作物への被害を抑えるために防除柵設置に対する補助行う。

　・農地等に設置する有害鳥獣防除施設の資材費の３/10を補助

市営土地改良事業工事費 土地改良係 12,000 ○市で行う農道整備、水路改修等に係る工事費

　・農地保全対策事業：全5箇所　外

市単土地改良事業補助金 土地改良係 3,200 ○自治会、水利組合等で行う農道整備、水路改修等に係る補助金

地域ストックマネジメメント事業工事費 土地改良係 10,000 ○曲尾地区ほ場内用排水路改修等に係る工事費

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【主務課　：　産業観光課】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要

商工費 商工業団体育成事業 観光商工係 7,000 ○商工業団体等に対する補助金

　・真田町商工会への補助

観光宣伝事業 観光商工係 8,190 ○各種団体への観光宣伝事業に対する補助

　・菅平高原観光協会への補助金

観光宣伝事業費

【地域予算】

真田の郷菅平高原パンフレット増刷 観光商工係 1,000 ○真田の郷菅平高原パンフレット増刷　印刷製本費：1,000千円

　◎ 地域振興事業基金（持寄分基金）　：　1,000千円　充当事業

ゆきむら夢工房看板設置 観光商工係 950 ○ゆきむら夢工房に地域のランドマークとなる看板を設置し、誘客と施設の有効利用を図る

　・委託料：950千円

　◎ 地域振興事業基金（持寄分基金）　：　950千円　充当事業

観光施設管理事業 観光商工係 ○観光施設の管理に係る経費

23,100 　・サニアパーク維持管理業務委託

17,353 　・御屋敷公園・傍陽ふるさと公園・古城緑地広場等の維持管理に係る経費

観光施設整備事業 観光商工係 8,840 ○菅平大橋建設に伴う架設ヤードを借受し、歓迎塔、転落防止用フェンスを整備、併せて既設歓迎塔を撤去する

菅平大橋周辺整備 　・施設整備工事費：8,840千円

市民まつり等負担金 観光商工係 3,800 ○市民まつり等への負担金

　・真田まつり負担金　本年は８月６日（土）開催予定
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【 主務課 ： 建設課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

農林水産業費 地籍調査事業 管理地籍調査係 6,355 ・長14区　0.06 　　長15区　0.07 　合計　0.13 　（渋沢、大洞）　　

土木費 交通安全施設整備事業

　・市単独事業

　　　交通安全施設工事費（真田地域全域） 建設係 1,500 カーブミラー・区画線等の設置

市道新設改良事業
　・辺地対策事業
　　　◇　燕線 建設係 41,000 ・（全体H19～26　道路改良L=885m W=9.25m）　H23：用地580㎡・補償7件・工事L=140m

　 　　　◇　原野地２号線 建設係 56,000 ・（全体H20～27　道路改良L=1,221m W=9.25m）　H23：用地821㎡・補償4件・工事L=230m　

　・市単独事業

　　　市道改良事業費（真田地域全域） 建設係 7,000 真田地域の市道改良に係る工事費

道路維持事業

　 　・除雪関連経費 建設係 517 ・塩化カルシウム購入費

建設係 13,550 ・除雪・凍結防止剤散布委託

　・市道維持・補修事業 建設係 32,968 ・市道の維持補修工事費

　・緑地及び市道等維持管理業務 管理地籍調査係 1,200 ・主要な市道の草刈作業及び緑地等の管理作業委託料

　・原材料支給 管理地籍調査係 2,498 ・自治会等への市道補修砕石等支給

河川用悪水路維持事業

　・市単独事業

　　　河川等の維持工事費 建設係 2,000 ・準用河川、用悪水路の維持工事費

都市緑化推進事業 管理地籍調査係 2,889 ・花苗、肥料、資材の支給による「花と緑のまちづくり事業」

交通運輸対策事業

　・廃止路線代替バス運行費補助金 地域交通政策課 38,738 ・傍陽線、菅平高原線、真田地域自治センター入口線の運行費補助金及び傍陽線の車両購入費補助金

（管理地籍調査係）

※枠予算について

・H23 当初要望額＝75,000千円　⇒当初予算額＝47,468千円

・H22 当初要望額＝112,000千円　⇒当初予算額＝90,000千円

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【 主務課 ： 真田消防課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

消防費 消防団運営事業費 8,900

　・分団運営交付金 庶務係 ( 6,040) ○４月、６月、１０月の３回に分けて、真田地域の４分団に交付

　・消防団車両　車検整備 庶務係 ( 1,612) ○消防団車両18台の車検整備に係る経費

　・消防団員福祉共済負担金 庶務係 ( 1,248) ○公務災害補償以外の団員の福祉充実のための共済掛金（１人：＠3,000円×416名）

消防団運営事業費 4,350

消防団用備品購入費 庶務係 ( 1,450) ○消防団装備の充実により地域防災力の向上を図る。　　【長分団：１台（戸沢）を更新】

( 1,450) ○消防団装備の充実により地域防災力の向上を図る。　　【傍陽分団：１台（傍陽中組）を更新】

( 1,450) ○消防団装備の充実により地域防災力の向上を図る。　　【本原分団：１台（竹室）を更新】

消防団員人件費 8,415

　・団員報酬（４１６人分） 庶務係 ( 7,625) ○消防活動に係る団員の年報酬

　・公務災害補償等共済基金負担金 庶務係 ( 790) ○消防活動に係る団員の公務災害補償掛金（１人：＠1,900円×416名）

消防施設整備助成事業費 182

　・消火栓付属器具購入助成事業 警防係 ( 182) ○自治会で管理する消火栓付属器具の更新に係る購入補助金（４自治会）

消防施設整備事業費 9,849

　防火水槽

　・耐震性防火水槽新設工事 警防係 ( 5,236) ○消防水利の充実を図るため、防火水槽を計画的に整備する。戸沢　（１基）

　・防火水槽改修工事（甲蓋掛工事） 警防係 ( 1,229) ○消防水利の充実を図るため、既設の防火水槽を計画的に整備する。小玉上郷沢　（１基）

　・防火水槽維持補修工事（壁体改修工事） 警防係 ( 1,344) ○消防水利の充実を図るため、既設の防火水槽を計画的に整備する。十林寺　（１基）

　消火栓工事負担金

　・老朽化消火栓更新負担金 警防係 ( 2,040) ○老朽化した消火栓の更新に係る工事費負担金　（３基分）

（消防団運営事業費） 29,400

　・菅平分団詰所新築工事、外溝工事ほか 庶務係 ( 29,400) ○分団の拠点となる施設の整備を図る。【菅平分団】　　平成22年度から繰越し

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【 主務課 ： 真田教育事務所 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

教育費 文化振興事業 生涯学習担当 97 ○ふれあい夢コンサートの開催　（９月）

80 ○文化協会事業に対する補助金

【地域予算】 1,192 ○文化講演会委託事業

文化振興事業委託 　◎ 地域振興事業基金（持寄分基金）　：　1,192千円　充当事業

文化財事業 生涯学習担当 218 高山蝶等、クロマメの木保護パトロール

1,335 指定文化財保護

60 市指定無形文化財後継者育成補助（旧上原区三ツ頭獅子、戸沢のねじ）

 青少年育成事業 生涯学習担当 475 ○国内ホームステイ交流事業　

　・小５・６、中学生 を対象とした福岡県岡垣町との交流事業　（H22は岡垣町へ研修）

公民館各種講座等事業 生涯学習担当 1,037 ○公民館学級講師等謝礼

313 ○ふれあい通学合宿事業、ふるさと再発見ウォークラリー等消耗品、借上料　外
　 　

人権教育推進事業 659 ○真田地域の人権教育の推進

　・「人権を考える講演会」「人権教育学習会」の開催・講師謝礼・啓発冊子印刷・推進委員（36人）報酬　外

分館活動振興事業 生涯学習担当 3,000 ○分館活動交付金　

　・一般交付金：50％（36分館均等割：25％・戸数割：25％）・事業割：50％（４大会）

各種大会等事業費 生涯学習担当 600 ○シュナイダースキー大会負担金

2,800 ○少年スポーツ教室委託他

体育振興助成事業 生涯学習担当 1,400 ○真田町体育協会に対する補助金

　・真田町体育協会補助金　：　1,400千円

真田体育館管理事業 生涯学習担当 4,483 ○真田体育館管理委託　：　2,324千円　

【地域予算】

真田運動公園整備事業 生涯学習担当 22,000 ○真田運動ランニングコース整備工事費　：　22,000千円

　◎ 地域振興事業基金（持寄分基金）　：　11,000千円　充当事業
　

ふれあいさなだ館管理運営事業 生涯学習担当 72,137 ○ふれあいさなだ館の管理運営に要する経費

　・ふれあいさなだ館管理運営委託（真田の郷振興公社　：　72,137千円）

体育振興助成事業 生涯学習担当 3,170 ○菅平中学校及び菅平高原スキークラブが行う全国大会等参加、海外遠征等に対して補助する

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【 主務課 ： 上下水道課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

水道事業 【収益的支出】 上水道係 326,615

会　　　計

原水及び浄水費 53,355 合計

真田 32,187 ○動力費、赤井浄水場ろ過膜交換工事・ろ過膜洗浄業務委託、水質検査業務委託

菅平 21,168 ○動力費、水質検査業務委託

配水及び給水費 10,815 合計

真田 3,132 ○配水管修繕

菅平 7,683 ○配水管修繕

量水器費 18,288 合計

真田 16,411 ○量水器取替

菅平 1,877 ○量水器修繕

営業費 3,953 合計

真田 2,861 ○検針業務委託

菅平 1,092 ○検針業務委託

支払利息及び企業債取扱諸費 55,852 合計

真田 36,869 ○企業債利息

菅平 18,983 ○企業債利息

【資本的支出】 上水道係 156,343

建設改良事業費 48,625 合計

真田 31,872 ○配水管布設工事・老朽管布設替工事外

菅平 16,753 ○老朽管布設替工事外

企業債償還金 106,718 合計

真田 68,199 ○企業債元金償還金

菅平 38,519 ○企業債元金償還金

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要
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【 主務課 ： 上下水道課 】

款 事業名 主務係
予算計上額

［千円］
事業内容

真田地域に係る平成23年度上田市当初予算の概要

公　　共 【収益的支出】 下水道係 278,332

下水道事業

会　　計 管渠費 30,309 合計

真田 22,130 ○管渠、マンホールポンプの維持管理に係る経費

菅平 8,179 ○管渠、マンホールポンプの維持管理に係る経費

処理場費 81,895 合計

真田 40,271 ○処理場の維持管理に係る経費

菅平 41,624 ○処理場の維持管理に係る経費

支払利息及び企業債取扱諸費 77,243 合計

真田 59,084 ○企業債利息

菅平 18,159 ○企業債利息

【資本的支出】 下水道係 290,160

建設改良事業費 82,800 合計

真田 800 ○本管工事

菅平 82,000 ○菅平浄化センターの改築更新に係る経費

企業債償還金 191,425 合計

真田 132,125 ○企業債元金償還金

菅平 59,300 ○企業債元金償還金

農業集落 【収益的支出】 下水道係 139,152

排水事業

会　　計 管渠費 2,010 ○管渠、マンホールポンプの維持管理に係る経費

処理場費 31,607 ○処理場の維持管理に係る経費

支払利息及び企業債取扱諸費 29,087 ○企業債利息

【資本的支出】 下水道係 66,745

建設改良事業費 0 ○本管工事

企業債償還金 64,745 ○企業債元金償還金
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