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星ふるさと星ふるさと
阿智村

～日本一の星空と花桃といで湯の郷～
ワンランクアップの実行戦略

マーケティング戦略　住民目線の行政
ワンランクアップの実行戦略

マーケティング戦略　住民目線の行政

マーケティング戦略マーケティング戦略 住民目線の行政住民目線の行政

地域を愛する　人を愛する教育
自然、地域資源を体験する教育
大きな夢を持てる教育

生涯にわたり互いの学び合い
　給食費支援（地産品）
　村営学習塾の実施

阿智健康プラン２１の推奨
高齢者のいきがいづくり
健康体操の普及充実

村内の健康傾向のさらなる分析対策
　 生活支援体制の確立
　認知症総合支援
　 不妊治療支援

住民自治の村づくり
星の村美しい統一景観づくり
道路とまちづくり計画
安心したライフライン
　　  旧清内路中後利用
　  わかりやすい行政情報

　  住民との対話　地区団体単位

　昨年60周年を迎え当村も61年目の新しい一歩を踏み出す年として、さらに村民が希望や夢を持って「星ふるさ
と」阿智村の理念をグレードアップしていくことを目標としました。どんな事業にも効率よく行うためマーケティン
グ戦略を徹底し、住民の声をさらに大切にして参ります。平成30年から第６次総合計画の１年目であり、29年は
１年かけ計画策定の重要な年となります。27年に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」とリンクし多くの
住民の声を聴いて策定して参ります。又「阿智家族」として定住に力を入れ、教育、福祉、くらし、産業振興など、
どの分野においても指針のもと、住民がしあわせに暮らせるために、協働の村づくりを進めて参ります。

平成29年度　阿智村　基本方針と重点施策・予算  概要

教 育 福祉・健康・医療 くらし・協働

星の美しいブランド事業
昼神将来構想

交流人口の増加　将来定住の想い
村民の誰もが村の事を案内できる村

治部坂星の駅事業
地域内循環のしくみづくり

地元に愛される店に
阿智特産品技術ブランド

鳥獣被害対策の強化ジビエ振興
　 スポーツ戦略との関連

　小さな仕事　地域内雇用のしくみづくり
　　産直市場準備研究

美しい里山　森林資源循環
遊休農地活用

　　予備消防研究　消防団加入
　  ごみ減量作戦啓蒙

観光を基軸とした戦略産業（観光商工農林業）
環境・防災

安全環境対策　地域振興計画

リニア関連

阿智家族阿智家族
村全体が大きな家族として、
支え合い助け合い喜びを
わかちあいます。
語れる夢があること、

分かち合う場所があること
この村で暮らし生きていきます

まち・ひと・しごと創生総合戦略
各地区総合計画・住民参加
まちづくり、道路計画とリンク

定住への想い・人口増 平成30年～10年間の
将来ビジョン策定

平成30年～10年間の
将来ビジョン策定

第６次
総合計画
第６次
総合計画

○新
○新

○新

○新
○新

○新

○新
○新

○新
○新

○新
○新

○新

地域力 交流人口増

阿智村を売る　そして業
務効率と成功の確率を
上げるための戦略づくり

第６次総合計画にあたり広く村民から
意見を聞きたい
各地区の計画の策定と、部落常会や
団体にも計画的に村長が訪問する予定
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前年比（％）予算の比較28年度予算額29年度予算額会　計　区　分

△2．0△9，500万円48億1，000万円47億1，500万円一　 般　 会　 計

△2．5△1，830万円7億1，900万円7億70万円国民健康保険事業

特  
別  
会  
計

△5．4△450万円8，300万円7，850万円国民健康保険直診

－－2億7，300万円法的化移行水 道 事 業

5．21，460万円2億8，000万円2億9，460万円下 水 道 事 業

△5．6△400万円7，150万円6，750万円農業集落排水

1．51，220万円7億9，800万円8億1，020万円介 護 保 険

△0．6△40万円6，900万円6，860万円後期高齢者医療

－－－2億143万円収 益 的 収 入
水
道
事
業
会
計

－－－2億3，448万円収 益 的 支 出

－－－1億9，099万円資 本 的 収 入

－－－2億3，845万円資 本 的 支 出

各会計の予算

※水道事業は平成29年度より公営企業会計に移行したため表現が変わりました。
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○一般会計歳入　　　　　　　　　（単位：万円、％）

増減率増減額本年度予算額款

△1．3△9797億4，010村 税

自
主
財
源

△13．3△5103，320分担金・負担金

△0．7△821億1，775使用料・手数料

110．07，2161億3，774繰 入 金

233．37，0001億　 　  繰 越 金

14．72，8172億1，965そ の 他

13．01億5，46213億4，844計

△2．4△6，00024億6，000地 方 交 付 税

依
存
財
源

△53．0△1億4，2701億2，670村 債

△2．6△8973億3，387国 庫 支 出 金

△10．9△3，0952億5，249県 支 出 金

△3．5△7001億9，350そ の 他

△6．9△2億4，96233億6，656計

△2．0△9，50047億1，500合　　　計

村税　　　　　　　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：万円、％）
増減率増減額前年度予算額本年度予算額税　目

1．12412億1，0272億1，268個 人 住 民 税

△ 23．7△ 1，3225，5784，256法 人 住 民 税

0．93243億7，5993億7，923固 定 資 産 税

3．6872，4332，520軽 自 動 車 税

△ 5．2△ 1993，8013，602た ば こ 税

△ 2．4△ 1104，5514，441入 湯 税

△ 1．3△ 9797億4，9897億4，010計

■歳入
○村税

　個人住民税や固定資産税でわずかな伸びが予測されるものの、平成28年度の法人村民税やたばこ税

が追い込んでいることを考慮し、979万円の減額を見込みました。

○地方交付税

　今年度は普通交付税において合併算定替えの段階的縮減2年目、また臨時費目の「地域経済・雇用

対策費」の減少等が見込まれることから6,000万円の減額と見込みました。

○繰入金

　コミュニティ館改修工事の財源として公共施設整備基金を5,180万円、白山工場団地排水路等工事

及び分譲宅地造成費の財源として土地開発基金を5,838万円等を計上しています。　

○村債

　今年度の村債は昨年度に比べ1億4,270万円の減となっています。過疎対策事業債を6,800万円、

辺地対策事業債を270万円、臨時財政対策債5,600万円を計上しています。

村債
2.7％
村債
2.7％

その他
4.7％
その他
4.7％

地方交付税
52.2％

地方交付税
52.2％

依存財源
71.4％
依存財源
71.4％

繰越金 2.1％

繰入金 2.9％

使用料・手数料 2.5％

分担金・負担金 0.7％

自主財源
28.6％

村税
15.7％

国庫支出金
7.1％

国庫支出金
7.1％

県支出金
5.3％
県支出金
5.3％

その他
4.1％

歳入
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○一般会計歳出（性質別）　　　　　（単位：万円、％）

増減率増減額本年度予算額区　分

△1．2△1，1549億4，992人 件 費

△3．1△1，1783億6，680扶 助 費

0．53055億8，632公 債 費

△27．8△2億135億2，009建 設 事 業 費

9．56，7507億8，042物 件 費

0．43338億4，760補 助 費 等

13．41，2731億773積 立 金

9．24，2875億813繰 出 金

△2．1△1034，799そ の 他

△2．0△9，50047億1，500合　　計

○一般会計歳出（目的別）　　　　　（単位：万円、％）

増減率増減額本年度予算額款

△4．2△2906，680議 会 費

6．65，5688億9，521総 務 費

△5．3△5，87610億4，915民 生 費

△5．5△2，0153億4，764衛 生 費

2．97247労 働 費

△20．6△5，4602億1，056農林水産業費

12．43，9513億5，808商 工 費

9．75，6256億3，400土 木 費

△29．9△8，5441億9，995消 防 費

△7．2△2，7713億5，482教 育 費

0．000災 害 復 旧 費

0．53055億8，632公 債 費

0．000諸 支 出 金

0．001，000予 備 費

△2．0△9，50047億1，500合　　計

公債費
12.4％

建設事業費
11.0％

物件費
16.6％

補助費等
18.0％

積立金
2.3％

繰出金
10.8％

その他
1.0％

扶助費
7.8％

人件費
20.1％

歳 出
性質別

民生費
22.3％

衛生費
7.4％

労働費
0.1％

農林水産業費
4.5％

商工費
7.6％

土木費
13.4％

消防費
4.2％

教育費
7.5％

災害
復旧費
0.0％

公債費
12.4％

諸支出金
0.0％ 予備費  0.2％

総務費
19.0％

議会費  1.4％

歳 出
目的別

■歳出
○物件費
　基幹系システム更新委託料2,970万円、橋梁点検委託料4,550万円、道路潰地測量委託料1,066万
円などが増えており全体で6,751万円の増となっています。
○建設事業費
　全体では前年より2億13万円の減となっています。今年度の事業費の大きなものは橋梁改良工事1億
円、コミュニティ館改修5,000万円、定住促進住宅建設4,500万円、白山工業団地排水路等工事3,700
万円、治部坂星の駅整備3,500万円などです。
○補助費等
　増減の大きなものはふるさと納税謝礼1,600万円増、観光事業520万円増、中山間地域総合整備事
業負担金600万円増、南信州広域連合ごみ処理施設負担金1,865万円減、大規模防護柵設置推進事業
補助金820万円減、臨時福祉給付金720万円減などです。
○繰出金
　水道特別会計繰出金1,328万円増、下水道特別会計繰出金2,191万円増、介護保険特別会計繰出金
の513万円増等により全体で4,287万円の増となっています。
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平成２９年度　主な事業と予算概要

２９年度当初予算　　　　　　４７億１千５百万円
２８年度当初予算　　　　　　　　４８億１千万円

単位：千円★新規事業、●拡充事業

２７実績２８見込２９予算事業等名称及び内容

《全村博物館構想》

６９２８,３１４６５０　①全村博物館事業の推進

・認定地域資源の新規認定や看板整備(１箇所)を進め、これらと結びつけた探訪ウォーク等の開催
・H２８は案内看板の設置（４箇所）、宮崎邸土地購入、補助事業採択によりイベント事業等を実施

６,００５６,０７３６,６７０　②東山道・園原ビジターセンター「はゝき木館」運営

・魅力ある園原の里等総合的に紹介、案内するための展示、企画の実施
★木柵取替工事（５８万円）

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化ののののののののののののののののののののの向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向１　教育・文化の向上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
《子育て支援‥安心して出産、子育ての支援と負担の軽減》

５,３６４４,７９０５,９３２　①妊婦健康診査補助

妊婦健康診査を１４回補助、母子の健康を守る

２３８５５２１,０００　②●不妊治療補助

不妊症に係わる保険適用外の治療や検査が対象（年５０万円まで）

１,０８３２０９５００　③未熟児養育医療の給付

養育のために医師が入院を必要と認めた未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付

１０８１０８　④休日夜間相談窓口の設置

２００２００　⑤★産後ケア保健指導補助（初回分４千円まで）

１４,５００１５,１００１４,８５０　⑥０才～高校生世代までの医療費支援

レセプト１件当たり３００円を控除した額を補助。自動償還払い方式。

１１５,５８５１１４,７６５１１２,８００　⑦児童手当

３歳未満月額１万５千円､３歳～小学生月額１万円（第３子以降１万５千円）､中学生月額１万円

４,３９４３,９７２４,８８５　⑧子育て支援金支給事業　

出産祝金（第１子から５万円）
入園・入学祝券

１６,３０２１５,９６４１８,１６２　⑨子育て支援室の運営

子育て支援員の配置
子ども広場を平日常時開設

１０,２１４１０,７５８１３,９４４　⑩学童保育事業

全ての小学校区で実施
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２７実績２８見込２９予算事業等名称及び内容

《保育園》

２１６,７３０２２９,４９４２３５,９６６あふち、伍和、智里東、智里西、浪合、清内路保育園の運営

《学校教育の充実》

　①学力向上支援事業

５０７★学習塾の開設
　中学３年生を対象に授業後からスクールバス発車までの時間に外部講師による講座を週２回ほど実施する。

１,５６０★理科支援員配置
　理科の実験をとおした体験を身につけ、興味や関心を深めるよう各小学校を巡回する支援員を配置する。

３,０３２　②学校教育施設設備整備

　
★阿智中学校テニスコートフェンス嵩上げ工事
　道路へのボールの飛び出しを防ぐ工事をおこなう。

４,７５６　③★学校給食費支援事業

村内小中学校の児童、生徒の給食の米代、及び毎月１回の地域食材
を使った給食費を全額補助する。

《社会教育の充実》

３,９６０７,１０２５,９１８　①公民館学習の実施（各種講座・学習会・成人式・阿智祭・社教研）

各種講座・学習会・成人式・阿智祭・社教研

４,６３９８,７４４９,００５　②社会体育の振興

スポーツ講習会・運動会・駅伝の実施、チャレンジゆうAchi補助

１１,２３１１１,９１１１２,３６５　③読書活動の充実

図書購入・園児読書会・乳幼児絵本プレゼント・出張貸出

１,５１６　④★文化財標柱・説明板の設置

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２ 福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療ののののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充２　福祉・保健・医療の充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実
《健康づくり》

２６,１１１２６,０２９２５,４０３　①水中運動による健康づくり事業

湯ったり～な昼神のプールを利用し、全年齢に渡り個々の目的にあった健康づくりの取り組み

１６,４１７１４,０３１１４,５９３　②各種健診事業等の実施

国保特定健診・特定保健指導事業、母子保健事業、がん検診、検診無料クーポン、人間ドック補助(国保、後
期高齢者）、歯科検診、高齢者健診、３９歳以下健診

３,０５２３,３６３３,３０７　③地域で展開する健康づくり

トリプルＡサポート事業の実施
あち健康プラン２１に沿った事業の展開、家族健康フェスティバル実施（２地区）

１５,４５１１９,１１５１６,１５４　④予防接種事業

日本脳炎、混合ワクチン、子どものインフルエンザ、ＭＲ、ＢＣＧ、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球
菌、子宮頸がん、小児肺炎球菌、ヒブワクチン接種、水痘、ポリオ
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２７実績２８見込２９予算事業等名称及び内容

《介護保険》

７２２,４７４７１６,０２２７４５,７９９第６期介護保険計画（Ｈ２７～Ｈ２９）により実施

要介護、要支援認定を受けた方が、住み慣れた地域で生活できるようデイサービスや訪問介護、シュートス
テイ等のサービスを提供

《高齢者福祉》

３７,５５４５２,２８１５６,０３１　①地域包括支援センター事業

おたっしゃかいなどの介護予防、配食サービスなど日常生活支援総合事業を実施
★在宅医療・介護連携推進事業・・・ism-Link(現在７か所の病院で使われている、要介護者・要支援者の情
報共有ツール)を南信州広域連合管内で利用できるようにする。また。ホームページなどでサービス提供
のPRを行う。

★生活支援体制整備・・・高齢者の社会参画や住民が担い手として参加する住民主体の活動、など多様な主
体による生活支援サービスの提供体制を構築し、高齢者を地域で支えていく体制作りを行う。協議体や生
活支援コーディネーターを設置する。

★認知症総合支援事業・・・認知症初期集中支援チームにより認知症の早期診断や認知症地域支援推進員に
よる相談対応など、認知症になっても住みやすい地域を実現していく。

１７,９１９１２,０１５１２,０２４　②養護老人ホーム入所措置事業

ひとり暮らしなどで生活に不安や困難のある高齢者を措置し、健康で安全な生活を保障

４,７９６４,３６４６,０２２　③家族介護者休養支援事業

在宅で要介護３以上の高齢者等を介護している方に対して、年間６万円までの短期保護、マッサージ、入浴、
代替介護などの休養支援と併せて、６万円を限度として介護者に慰労金を支給

６,０５４５,８８１５,９５７　④敬老事業

高齢者クラブ補助、敬老祝支給事業、敬老大会補助（１人１,５００円）

２,５９２２,６０８２,８２３　⑤高齢者等交通サービス事業

在宅の心身障がい者、高齢者のみ世帯で交通手段のない方にタクシー券を交付（２６６万円）
智里東自治会のボランティアグループによる移送サービス事業への事業費を負担（１７万）

《障がい者福祉》
７,６５６８,０１６６,３４８　①障がい児給付

障がい児に対し放課後デイサービスや保育所等訪問支援等のサービスを提供
１０,４１８１１,３１６１１,１９４　②地域生活支援事業

障がい児者の在宅生活を支えるため移動支援、訪問入浴、日常生活用具の交付などを提供
１４７,６２３１５３,２０１１５８,８３５　③障がい自立支援給付事業

障がい者が地域で生活できるよう、生活介護や訪問介護、就労施設やグループホーム利用などのサービスを
提供、補装具の給付

《福祉医療》
２２,９２０２２,９７０１８,７５０福祉医療費給付事業

母子・父子医療、重度心身医療、精神・難病医療負担軽減のため、一部給付

《医療体制の充実》
７７,６８０７６,７６３８０,４０４診療所運営
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３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３ 産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業ののののののののののののののののののののの振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振３　産業の振興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興
《観光業をプラットホームにした産業の振興》

６５,６８５１００,８００８８,０００　①観光事業補助金

昼神温泉と連携した村の観光活性化のため、村内バスツアー、各種広告宣伝等による誘客活動、観光資源の
発掘整備、情報発信等の阿智村観光振興に取り組む

３０,１９８２０,０００１０,０００　②スタービレッジ事業
日本一の星空を活かした観光振興に取り組む

７４５５００５,６７０　③昼神温泉将来構想事業
●昼神温泉郷内のグランドデザインをまとめる

１９,４４０１９,９８０２０,０００　④浪合別荘地内道路改修事業
２７,２８５２２,０９７２,５００　⑤観光地整備事業

萬岳荘の修繕
３３,４２６３３,８００　⑥●治部坂星の駅整備事業

浪合治部坂高原に星空関連施設、歩道公園内等整備
２５,５０２２５,１８２２８,３５７　⑦産業振興公社助成金

有機活用農業を推進し農産物の安定生産と有利販売により農業の活性化を図る

《農業の振興》
８０８５０８５０　①遊休荒廃農地対策

遊休農地復活・解消活動への補助
農地有効利用相談員の配置（集落支援員）
★農地問題を地域課題として共有できる“場”の提供
★集落営農や小規模営農組織の設立推進と支援策の検討

４,２６９６,６７２６,８１２　②販売を目的とした農産物生産への支援

振興作物新規栽培者への種苗代、雨よけ施設等設置補助
大豆・そば価格補てん
菊芋、にんにく等の特産品種苗代への補助
あち有機いきいき購入補助等
★大豆・そば刈り取り、乾燥機械等の導入による作業効率化を検討
★農産物集出荷直売施設の設置について研究開始

１,９４６２,０６２２,３７２　③畜産農家への支援

嘱託獣医師の常駐
★牛ワクチンの接種費用への補助

７,５５１１２,７８４１１,９４４　④新規就農者支援事業

意欲ある就農者（予定者）の支援と人・農地プランの推進に
よる国補助事業の活用により人と農地の問題解決を図る
★UIターン希望者・学生への新規就農の促進

２４,３３７２４,６７４２４,６７４　⑤農地環境保全事業

中山間地域等直接支払交付金（１７団地・９４.７ha）
多面的機能支払交付金（２３団地・１６４.２ha）
環境保全型農業直接支払交付金（１団体・７.８２ha）
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《林業の振興》

１１,５２１１５,０８８３０,４５９　①森林整備事業

直営林、分収造林契約地の整備、森林整備事業の経費補助、間伐材の搬出補助

２,９３１２,１６５３,１４６　②森林病害虫防除事業

松くい虫等被害木の伐倒駆除

２７,７９３１７,８６２２１,４２６　③有害鳥獣対策事業

有害鳥獣捕獲、従事者支援、防護施設設置補助

《商工業の振興》

１２,０００１２,０００１２,０００　①商工業者経営支援、商工業振興事業

商工会への経営改善普及事業及び実施事業への補助

４２０３８２４,０００　②制度資金信用保証協会保証料補助

３,２７６２,６２３２,６５７　③制度資金利子補給金

３,８００４,０００４,０００　④住宅リフォーム促進事業補助金

地元業者施行の住宅リフォームへの補助（事業費２０万円以上に１０万円の補助）

１,７５０７５０２,０００　⑤雇用奨励補助金

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４ 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境ののののののののののののののののののののの整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計４　生活環境の整備計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画
《公共交通》

２５,０７７２５,３４３２２,９２１①村内巡回バス、西部コミュニティーバスの運行　

１,６４０１,５４２１,５１０②信南交通駒場線補助

《防災》
１５６１９２１９２①住宅耐震診断
３,８６５５,１８２３,０００②耐震リフォーム補助金
３,４５６３,０５７３,５８６③防犯灯ＬＥＤ化（春日地区）

１,０８０④★河川監視設備整備
２,１６０⑤★防災ＧＩＳシステム構築
２,１６０⑥★Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機更新
２,３２４⑦★南信交通災害共済掛金（全村民村費で加入）

⑧●消防団員の確保に向けた取組、予備消防の拡充

《リニア中央新幹線対策事業》
９,５７５１,１６１２,４９３リニア対策委員会経費、環境調査委託料

《環境》
①環境対策補助事業

３,０５２３,４０４
５００
３００

３,５００
１００
３００

太陽光発電システム、太陽熱温水器・薪ストーブ等の設置補助
小型薪割機購入補助金
環境教育事業

１１４,５１４１１５,６６７１１８,６７７②●家庭ごみ等収集処理
燃やすごみの分別・収集の変更　生ごみ、硬質プラスチック、ビニール等不燃ごみ→燃やすごみへ【９月から】
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２２,６９９４１,０５３２２,６１７③稲葉クリーンセンター（焼却施設）負担金

２,９００④★生ごみ処理機の設置補助制度創設

《生活基盤の整備》
１,０９０４,５１７①●阿智村道路まちづくり計画作成事業

今後の村における道路や公共施設のあり方を検討
４１,８０２４７,５４０３３,３７３②村道の整備

４-６４３号（浪合トンキラ入口）改良工事　L=100m　W=5m
２-１７号（中央）詳細設計委託料　L=450m　W=5.0m　歩道1.5m
横川集落内道路　改良工事　L=180m　W=3m
駒場西交差点測量設計委託料　L=150m

１４１,８３６９９,５７６１００,０００③中之橋架け替え事業
H28繰越の床板工、H29事業　取付道路工、右岸旧橋撤去、護岸工を行う。29年度末には供用開始予定

１７,３０１４０,０００④橋梁点検
橋梁点検委託料11２橋分、全219橋5年で点検を行う。残り30年に1橋点検し、橋梁点検終了予定

９３,９６９１０５,９６２５０,１７０⑤村道維持修繕事業
各自治会での優先順位付けをお願いします。

《上・下水道》
２１９,６７２２７３,９００３２９,０００①水道事業

安全な水道水の安定的供給と適正な施設管理
★黒川橋水管橋設置工事

２９６,８９９２８８,０４２２９４,６００②下水道事業

適正な施設管理と良好な処理水質の維持
昼神浄化センターの長寿命化更新工事の実施（32年度まで）

６６,７９１７１,４９６６７,５００③農集排事業

適正な施設管理と良好な処理水質の維持

３０,９５２３３,６８１３２,３８０④浄化槽事業

生活環境及び公衆衛生の向上と良好な処理水質の維持
合併処理浄化槽の設置６基及び受託管理

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５ 定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口ののののののののののののののののののののの増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働ののののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推５　定住人口の増加・行財政計画・協働の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進
《若者定住・集落維持と定住対策》

１１４２００①集落維持活動支援事業

高齢化率40％以上の集落再生、維持の事業に支援

５０,３７６②村営住宅建設事業

智里西地区：新築、伍和地区：中古住宅リフォームの継続

２１,３７７③★分譲住宅地造成事業

定住促進を図る住宅用地の整備(春日地区)

３,２８７１,５００１,５００④ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金

所有者が空き家の不用品等処理を行う場合：限度額20万円
定住者が修繕等を行う場合：1/2以内、限度額50万円
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２７実績２８見込２９予算事業等名称及び内容
２４,１９６１９,０００１５,０００⑤定住促進のための住宅新増改築等支援事業

若者定住支援金（41歳未満の者）
新築：最大120万円、増改築：最大70万円、用地取得：最大100万円、中古住宅取得：最大100万円まで支援
集落定住支援金（４１歳以上５１歳未満の者）
新築：最大70万円、増改築：最大45万円、用地取得：最大70万円、中古住宅取得：最大70万円を限度
特定集落に定住する場合は年齢制限はない。

１,５４７９３８５,６３０⑥定住促進広告宣伝事業
★移住・定住プロモーション動画を制作し発信
★小さな仕事求人情報や地域に必要とされる仕事との担い手をつなぐ研究など、商工会、産業振興公社、阿
智昼神観光局等と連携を図りながら実施

３００１１,０５０⑦公共サイン整備事業

景観に配慮し、連続性・統一性を確保した案内看板の設置（村境等６ヶ所）

７,６９６１１,８２０⑧集落支援員事業

定住支援コーディネーター1名、農地有効利用相談員1名、地域支援員３名を配置

１１,７７９１４,６１８１６,６３４⑨地域おこし協力隊事業

集落維持のための課題を解決するため、重点地区に配置

６７５５８６１,３００⑩部落集会所等新築・増改築・取得費補助事業

コミュニティ活動の活性化を図る集会所の整備補助

２４５３６９⑪特定空家等対策事業

特定空家の調査を行い、特定空家解消に取り組む

《住民主体の協働の村》
１９,９３１１８,１７９２２,４６０①自治会活動支援事業

活動の経費に対し、均等・世帯・人口割等で支援（1,383万円）
モデル的事業への支援（320万円）
美しいふるさとづくり事業への支援（400万円）
事務員経費への支援（90万円）
事務機器の配置（13万円）
地区計画印刷費（40万円）

８４０８００１,０００②村づくり委員会事業
住民の自主的な研究、研修の経費に支援

４,０００４,２００４,０００③阿智の夏まつり支援事業
人と人とのコミュニケーションを深める村民の重要なイベント

《熊谷元一写真賞コンクール》
２,９１６２,４３５２,２４５①応募テーマ『遊ぶ』及び村内撮影部門で広く募集

農村記録写真の村として阿智村をアピール
写真ツアーの開催

《情報通信》
３９,５０２６５,６４６２３,３９６①CATV運営事業

安定したテレビ画像を伝送するため施設設備の維持管理
文字や画像を使ったデータ放送、自主放送の発信
広報モニター(自主放送・広報あち・議会だより)によるアンケート調査の実施
H28は強じん化事業整備(浪合地区伝送路の防災対策)を実施
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２７実績２８見込２９予算事業等名称及び内容
《広報発行》

１,７５５１,８６５２,３０１①広報発行事業

広報あちを発行し、情報の共有化を図る
★わかりやすい伝わりやすい広報を目指し、職員研修の開催

７７８７７８４,１４８②村公式ホームページ事業

村公式ホームページにより村内外へ情報を発信
●トップ画面のリニューアルやサーバ（CMS）、ドメイン（LG化）などの改修を行いイメージアップを図る

《交流の推進》
９５９６４６１,５００①ふるさと交流事業

教育、文化、経済、観光等に係る交流事業を継続的に実施する団体に補助

《未婚者対策事業》
１,５００３,０００２,０００①結婚を希望する未婚者への結婚支援

住民がイベントスタッフ、結婚支援員として主体的に活動

《行財政の効率化と計画》

５,６５７①★阿智村第６次総合計画策定事業

２１６７,３０６２,４６６②地方公会計等導入事業

５１,８００③★コミュニティ館改修工事

６,４９５④★村長選挙

８,１８７９,９００⑤公用車購入事業（４台）

《浪合地区の振興》

３１,７８４３１,７７８３２,２６７

《清内路地区の振興》

２４,６４２３２,３７９４８,２８６

①★公用車（マイクロバス）購入（840万円）

②★公衆トイレ建設（1,343万円）

③★旧清内路中学校あと利用調査研究（30万円）


