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令和３年度（2021年度）
飯島町の予算概要

長野県飯島町
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予算編成のポイント

１

はじめに、令和２年度は「新型コロナウイルス感染症」の拡大が、町民生活や地域経済に重大
な影響を及ぼしています。今後においても、収束の見通しは困難であり、感染症状況によっては、
更なる対策が必要な状況と言えます。

財務省関東財務局が本年１月に発表した県内経済状況は、「県内経済は、新型コロナウイルス
感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる。」としてお
り、先行きについては、「感染拡大の防止策を講じるなかで、持ち直しの動きが続くことが期待
される。ただし感染拡大が地域経済に与える影響に十分注意する必要がある。」としています。

令和３年度当初予算においては、歳入の見通しでは、交付税が前年度同水準の確保見込みでは
あるものの、新型コロナウイルス感染症による事業収益の悪化や消費活動の落ち込み等に伴い、
町税収入が大幅な減収の見込みであるなど、財源確保が大変厳しい状況です。一方、歳出面では、
社会福祉関係経費の自然増や庁内情報システムの再構築業務、既存の公共施設やインフラ施設の
維持補修費や長寿命化対策など削減が難しい経費の増加が予定されております。

こうした状況の中、令和３年度の予算編成は、新しいまちづくりの目標である「第６次総合計
画」のスタートの年であり、“新しい発想で考えるアルプスのまち 豊かな未来・自然・暮らし”
を目指して、町の皆様と共に感動と喜びを分かち合えるよう取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症対策を引き続き取り組むと共に、新たな「８つの基本構想」を柱と
し、更に２つの重点プロジェクトである「飯島町環境循環ライフ構想」と「人口増対策事業」を
横断的な取組として位置づけ、基本計画を推進するための予算編成を行いました。



全会計の予算規模

会計区分 令和３年度 令和２年度 対前年度増減額 増減率

（％）

一 般 会 計 49億8,100万円 48億5,500万円 １億2,600万円 2.6

国民健康保険 9億6,964万4千円 8億9,255万6千円 7,708万8千円 8.6

後期高齢者医療 1億5,754万4千円 1億4,847万1千円 907万3千円 6.1

介護保険事業 11億2,151万9千円 11億3,318万9千円 △1,167万円 △1.0

水道事業 4億5,713万1千円 4億7,385万7千円 △1,672万6千円 △3.5

下水道事業 9億1,255万3千円 9億5,436万4千円 △4,181万1千円 △4.4

合 計 85億9,939万1千円 84億5,743万7千円 1億4,195万4千円 1.7

特

別

会

計

公
営
企
業
会
計

２



一般会計予算の推移

令和３年度一般会計予算 49億8,100万円

（前年度増減額 １億2,600万円 2.6％の増）（単位：百万円）

３
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全会計予算の推移

令和３年度全会計予算 85億9,940万円
（前年度増減額 1億4,196万円 1.7％の増）（単位：百万円）
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第６次総合計画・基本計画に掲げる８つの柱

５



第６次総合計画に基づく主要施策

令和３年度は、「８つの基本構想」を柱とし、更に「２つの重点プロジェクト」を横断的な取組みとし
て位置付けした、第６次総合計画（５年計画）がスタートします。計画に盛り込まれている基本目標の達
成に向けて、諸施策を推進していきます。

主な主要施策（戦略的な施策）基本構想 重点プロジェクト

•防犯対策事業（新規）飯島警察官駐在所用地取得・造成工事

•情報機器管理事業（新規）庁内情報システム再構築業務

•職員派遣（新規）農林水産省、日本食農連携機構

Ⅰ.住民と行政の創合力

による安全で安心なま

ちづくり

•新エネルギー普及対策事業（新規）エネルギービジョン改訂業務

•マイナンバーカード普及事業（新規）マイナンバーカード用品

•税務基礎資料整備事業（拡充）家屋調査支援用資料作成業務

Ⅱ.美しく快適な暮らし

の環境を将来へつなぐ

•いいじまお助隊ネットワークの構築（継続）

•地域福祉総合事業（拡充）救急医療情報キット配布・記載支援業務

•母子保健事業（拡充）子育て支援アプリ、多胎妊産婦支援、新生児聴覚検査補助

Ⅲ.誰もが健康で居場所

と出番があり共に支え

合える地域づくり

•農業総務費事業（新規）農振土地利用計画図作成業務

•第三者承継マッチング事業（新規）地域おこし協力隊配置

•環境循環ライフ構想推進事業（新規）カラマツ材搬出路網等調査業務

Ⅳ.地域特性を生かした

産業の創造と振興のま

ちづくり
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•町道整備事業（新規）測量設計調査業務（火の見線、丸山線）

•（継続）国道１５３号伊那バレー・リニア北バイパス改良促進事業

•（継続）水道老朽管更新工事

Ⅴ.暮らしを支える強

靭で快適なライフライ

ンの創造

•企業版ふるさと納税基金（新規）企業版ふるさと納税

•定住促進事業（新規）関係人口創出事業※地域おこし協力隊

•観光事業（継続）飯島流ワ―ケーション

Ⅵ.魅力向上で住みた

い・住み続けたい地域

づくり

•子ども支援事業（新規）病児・病後児保育施設建設補助

•体育館等管理事業（新規）飯島体育館大規模改修

•小中学校教育総務事業（継続）ＩＣＴ教材提示機器整備

Ⅶ.「子どもの元気」と

「学びの力」でいきい

き豊かな暮らし

•環境循環ライフ構想推進事業（新規）環境循環ライフ構想推進室創設

•会計管理費事業（新規）コンビニ収納連携による「PayPay」「LINE Pay」決済

•（新規）第６次総合計画を中心とした全体施策の推進

Ⅷ.将来像を実現する創

造力にあふれた行政基

盤づくり

豊
か
な
未
来
・
自
然
・
暮
ら
し

事業戦略（主な施策）基本構想 重点プロジェクト

飯島ルネサンス「環境循環ライフ構想」プロジェクト

人口増プロジェクト

７

豊かな森林や水資源を安定活用する強靭化を進め、木質バイオマス発電や水力発電により資源の地産地消や自主財源を図ります。また、「アグリイノ
ベーション2030」による新しい農業の取り組みや、災害に強いまちづくり、「飯島流ワーケーション」による地域交流などを推進します。

人口増に関連する、妊娠・出産・子育て支援や、子育て世代が働きやすい職場づくりの支援、魅力的な保育・教育環境づくり、若い世代のＵターン

や都市部からの転入の促進、住環境の整備、魅力的な情報発信などを連携して検討を進めることで、相乗効果のある各施策の推進に繋げていきます。

人
口
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飯島町環境循環ライフ構想

リニア新時代に備え、自然環境を資本とした経済基盤を構築し、新しい価値の創出と田舎の底力を発信する。

木質バイオマス発電からの排熱利用で、温室ハウ
スなど複数の施設に熱供給システムを構築

森林整備
木材活用

■バイオマス発電

水道用水を活用した小水力発電
【最大水量】：0.069m3/s（水車0.1m3/s）
【想定最大出力】：160kW

排熱を利用した
農作物や六次産業

製品開発

自然に囲まれて働きたい

単位地域発電用のシステム構築
（分散型エネルギー）

多様な農業ビジネスの展開

農業は地域の基盤産業、高齢化や後
継者不足を打開する魅力プラス

マイクログリッド

■飯島流ワ―ケーション

■アグリイノベーション2030

災害時でも電源供給可能な
エネルギーシステム

新たな観光スタイルの推進

新たな移住定住へのアプローチ

新たな農業価値の創造

新たな都市農村交流・関係人口拡大

新たな生活様式の構築

農地付トレーラーハウスを拠点として、
仕事＋休暇＋農業塾＋自然文化体験で癒される
ストレス解消を数値化して効果を実感

日本食農連携機構と連携し20代30代の若者が新たな発想で都
市と直結した儲かる農業に取り組む仕組づくり

８

豊富な水源
自主財源確保

観光資源は自然と共生する知恵を持つ町民
飯島ツアー150選オプションメニューは
農業や田舎暮らしの達人が楽しく案内します

働きながら農業がしたい

農業ヒーリングを体験したい

地方創生

田舎暮らしの達人に習う

大相撲の土表を作る職人のワラ細工講習そば打ち名人から習いたい

■水力発電

■重点プロジェクト（１）



少子化に歯止めをかけ、緩やかな人口減少と年齢構成のバランスを維持した持続可能な地域を実現して
いくために、分野横断的な取り組みを推進する「人口増プロジェクト」を編成します。人口増プロジェク
トでは、人口増に関連する、妊娠・出産・子育て支援や、子育て世代が働きやすい職場づくりの支援、魅
力的な保育・教育環境づくり、若い世代のＵターンや都市部からの転入の促進、住環境の整備、魅力的な
情報発信などを連携して検討を進めることで、相乗効果のある各施策の推進に繋げていきます。

人口増対策事業■重点プロジェクト（２）

・支援センターの機能強化

・ワンストップ化推進

子育て支援

・新しい体制の検討

子育て・婚活

子育てパラダイスいいじま

婚活支援

・結婚相談員

・出会いコーディネータ―

住環境整備

・農振地域見直し

子育て応援宣言

・レディースファーム

・実施企業認定

・空き家有効活用

・リフォーム補助 ・テレワーク環境

定住促進

・多目的給食センター

・中学生海外派遣

魅力的な保育・教育環境

・新しい体制の検討

情報発信・魅力向上

・新ＨＰによる発信 ・各メディアの活用

魅力的な情報発信 ・情報発信戦略

人口増プロジェクトイメージ

９



新型コロナウイルス感染症対策に関する主な事業

新型コロナウイルス感染症拡大の対応として、健やかな住民生活の回復とまちの活力を取り戻すため、「きめ細かな生
活支援」と、中小企業・個人事業主への融資制度支援による「幅広い事業活動支援」等の事業を引き続き継続し、さらに
「新しい生活様式」を踏まえた地域住民生活・地域経済を支援する町独自の取り組みを推進していきます。

＊地域経済の維持（休業要請、活動継続、経営継続等）

Ⅰ 家賃支援等を含む事業継続や雇用維持等に関する事業

＊社会的な環境の整備 ＊新たな暮らしのスタイルの確立 ＊新たな
付加価値を生み出す消費・投資の促進

Ⅱ「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等に関
する事業

■（新）成人式出席者ＰＣＲ検査業務
【生涯学習係：5611】<158万４千円>

■（継）新型コロナウイルス感染症対策資材等購入支援
【商工係：4121】 <400万円>

感染症対策にかかる消毒液や資材等、必要な経費の一部を支援
します。

■（継）新型コロナウイルス感染症対策危機突破支援
【商工係：4121】<100万円>

感染症対策にかかる消毒液や資材等を整備します。

10

■（継）感染症予防用品
【保健医療係：2821】<５万円>
【こども室：5211、5241、5311】<36万１千円>

■（継）新型コロナウイルスワクチン接種事業
【保健医療係：2823】<2,843万5千円>

予算内訳：令和３年度<525万６千円>
令和２年度繰越予定分＜8,433万円＞

＜8,958万6千円＞
■（継）飯島流ワ―ケーション【魅力デザイン係：4141】

農業をプラットフォームに「スローライフ」「癒し」「熟成」を求

める都市住民が田舎暮らしの達人に学ぶ。人的交流から関係人口を創
出し、新型コロナウイルスからの反転攻勢と地域活性化を図ります。

新型コロナウイルスワクチン接種体制を整備します。
主に、医療機関との委託契約、接種勧奨、個別通知（クーポン
券）、接種手続等に関する相談対応他・対象者：町内事業者

・補助率：10／10 ・上限額：５万円
・（例）マスク、アルコール消毒液、仕切り資材等

飲食店、小売店、サービス業等、地域の感染状況等を踏まえた感
染症防止対策の整備（換気設備、冷暖房設備、非接触型自動ドア
等施設整備）を実施するために必要な経費の一部を支援します。

・対象者：町内事業者
・補助率：５／10 ・上限額：50万円

＊特定財源 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費（1,754万9千円）
・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（1,053万5千円）

■（継）町商工業振興資金利子補給
【商工係：4121】<1,300万円>

成人式に安心して参加できるよう、成人式の参加者全員にＰＣＲ
検査を実施します。



第１号補正

第２号補正

第４号補正

第５号補正

第６号補正

第７号補正

第８号補正

第9号補正

Ｒ2.5.12議決

Ｒ2.5.22議決

Ｒ2.11.16議決

Ｒ2.12.15議決

Ｒ3.2.9議決

Ｒ2.12.24専決

■感染予防対策（感染症予防対策予防用品購入（保育園、子育て支援センター）他）

■経済対策（特別定額給付事業、県・市町村連携型新型コロナウイルス拡大防止協力金支援金、県・町振興資金保証料補給事業他）

■感染予防対策（防災活動支援非常用備蓄品、次亜塩素酸水生成器購入、消防団活動支援備蓄品他）

■経済対策（第１弾くらし復興券発行１億円事業、経営支援員配置（各種相談・申請支援窓口開設事業）他）

■感染予防対策（飯島文化館感染症対策事業（空調設備改修工事）他）

■経済対策（新型コロナウイルス感染症対策支援補助金（持続化給付金等対象外に対し支援）他）

■経済対策（ひとり親世帯臨時特別給付金)

■経済対策（県・町振興資金保証料補給事業）

■感染予防対策（新型コロナウイル
ス感染症検査補助金、新型コロナウ
イルス感染症病傷見舞金）

■感染予防対策（新
型コロナウイルス
ワクチン接種事業他）

■さらなる経済対策等について

国や県、様々な機関との連携により、感染拡大を阻止するとともに、皆様の生活維持と事業の継続に取り組みます。

地方創生臨時交付金等活用

Ｒ2.7.21議決

■経済対策（第２弾くらし復興券発行１億円事業、新生児
特別応援給付金）

（参考）令和２年度新型コロナウイルス感染症対応ならびに経済対策
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次への取り組み

地方創生臨時交

付金

事業に持

続と継続

雇用と生

活を守る

Ｒ2.9.18議決

Ｒ2.9.18議決

（10億6,060万円）

（1億１千万円）

（３千万円）

（40万円）

（2億１,800万円）

（1億600万円）

（40万円）

（290万円）

第10号補正

（2,130万円）

■感染予防対策（公共的空間安全・安心確保事業（保育園、小中学校トイレ改修工事）他）
■経済対策（飯島流ワ―ケーション、自治集会施設等整備事業、スマート農業基盤整備補

助他）



主な施策の「新規・拡充事業等」のポイント

Ⅰ.住民と行政の創合力による

安全で安心なまちづくり
【係名：事業コード】

【予算要求額○○○万円】

（１）災害に備えた防災体制の充実

■防災対策費【危機管理係：1861】＜450万円＞

（新）同報系無線子局バッテリー交換業務【270万円】

（新）無線局定期検査業務【90万円】

（新）ハザードマップ更新業務【90万円】
・印刷製本費(40万円)・委託料(50万円)

（２）住民主体の防災力アップ

■防犯対策費【危機管理係：1831】＜1,256万９千円＞

（新）安全安心な町啓発事業【８万円】

（新）飯島警察官駐在所用地取得・造成工事
【1,209万４千円】

（拡）防犯灯設置等事業補助金 【39万５千円】

（３）新たな時代の消防団づくり

（４）効果的で速やかな情報発信

■非常備消防費【危機管理係：4921】＜215万3千円＞

（新）新基準活動服一式【93万８千円】

（新）活動資器材（ヘルメット）【84万円】

（新）福祉共済公費負担金【37万５千円】

■情報機器管理費【文書情報係：1167】＜7,700万円＞

（新）庁内情報システム再構築業務【7,700万円】
職員の事務効率化、情報セキュリティ対策を両立する新たな
システム構成により、自治体のデジタル化に対応します。

（５）安心して暮らせる地域公共交通の確保

（新）新規（拡）拡充（継）継続
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（６）未来を担う職員の育成と役場機能の効率化

■一般管理費【庶務係：1111】＜367万６千円＞

（新）農林水産省派遣研修【211万6千円】
（継）長野県庁派遣研修【156万円】

・設計監理業務委託料（9万４千円）
・工事請負費（170万円）
・土地購入費（1,030万円）

※事業の再掲有

（継）安全安心、利便性と地域の
特性に配慮した公共交通の
充実を図ります。

■循環バス運行事業【庶務係：1193】＜1,807万9千円＞

・対 象：自治会等
・補助率：１／２
・上限額：２万円



Ⅱ.美しく快適な暮らしの環境
を将来へつなぐ

８

（１）低炭素・循環型のまちづくり

（２）接客ホスピタリティー向上

■戸籍住民基本台帳費【住民係：1311】＜6万3千円＞

（拡）マイナンバーカード申請サポート【6万3千円】
町内に出向き、マイナンバーカード申請の受付・サポートを行

います。

（３）公平で適正な税収の確保

■税務基礎資料整備事業【税務係：1212】＜792万円＞

（拡）家屋調査支援用資料作成業務【792万円】
航空写真を使って家屋異動判読調査を行います。

Ⅲ.誰もが健康で居場所と出番
があり共に支え合える地域

づくり

（１）切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健体制

（２）「生涯健康」支援
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【係名：事業コード】
【予算要求額○○○万円】

（新）新規（拡）拡充（継）継続

【係名：事業コード】
【予算要求額○○○万円】

（新）新規（拡）拡充（継）継続

■健康づくり運動事業【保健医療係：2852】＜30万円＞

（継）いいちゃん健康ポイント事業

※事業の再掲有
※事業の再掲有

■新エネルギー普及対策事業【生活環境係：2872】
＜1,121万１千円＞ ■母子保健事業【保健医療係：2841】 ＜83万4千円＞

（新）多胎児ファミリーサポート利用費補助
【34万６千円】

（継）子育て支援アプリ導入【23万８千円】

（拡）新生児聴覚検査費用補助【25万円】

■健康増進事業【保健医療係：2853】＜1,179万円＞

（継）各種健診・検診事業業務

・循環器健診
・がん検診
・歯科保健指導 他

（新）エネルギービジョン策定委員報酬【17万５千円】
（新）エネルギービジョン印刷製本【15万円】
（新）エネルギービジョン改訂業務【1,000万円】

美しい自然にはぐくまれた快適で豊かなくらしを実現し、将来
の世代に引き継いでいけるよう、省エネルギーや再生可能エネ
ルギーの普及促進をはじめとする環境施策を推進します。



Ⅳ.地域特性を生かした産業の

創造と振興のまちづくり

（１）将来を見据えた農地の有効利用

（２）スマート農業の推進

■農業総務費【農政係：3121】＜10万円＞

（３）就農希望者への積極支援

■第三者承継マッチング事業【商工係：4125】
＜445万円＞

（新）地域おこし協力隊

【係名：事業コード】
【予算要求額○○○万円】

（新）新規（拡）拡充（継）継続（３）みんなが支え合う地域福祉の実現
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■農業振興総合対策事業【農政係：3300】＜10万円＞

・対 象：農業者、農業法人等
・補助金額：１ライセンス２万円

（新）スマート農業推進事業補助

飯島町営農センターGNSSデータ
サービスの利用に対して支援しま
す。

■地域福祉総合事業【地域福祉係：2103】
＜93万８千円＞

より多くの高齢者等の方に設置がされるように支給対象範囲
を拡大し、安心して暮らせる地域づくりを進めます。

（拡）救急医療情報キット配布・記載支援業務等

■在宅老人福祉事業【高齢者福祉係：2303】
＜1,910万1千円＞

福祉タクシー券の発行や地域おこし協力隊による買い物支援、
高齢者の仲間づくりや生きがいづくりの場である「いちいの
会」への支援など、高齢者が安心して地域で生活を送ることが
できるよう支援します。

（継）ひきこもり対策推進事業

■生活困窮者自立相談支援事業【地域福祉係：2104】
＜252万８千円＞

※事業の再掲有

いいじまお助隊～「新しいお互いさま」の社会～
「支え手」「受け手」の役割分担を超えて、皆が地域づくりの主体
として支え合う「新しいお互いさま」の社会づくりを進めます。

お互いさまの地域づくり
・たよりたい・つなぎたい
・たすけたい

『いいじまお助隊』

断らない相談支援
・地域包括ケア

社会との繋がりや参加
・介護予防事業
・健康づくり事業

活躍するシニア、技術や経験が
地域に生かせる

元気な人生100年時代へ

事業承継候補者がいない事業所で
従事しながら事業承継に向けた準備
を主に活動していきます。

（新）農振土地利用計画図作成業務

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、おおむね今後
10年先を見通した農業振興の方向等を明らかにするため、
飯島町農業振興地域整備計画の総合見直しを行います。



イラスト？

（４）地域資源を活かした農業の展開

■農業振興総合対策事業【農政係：3300】＜146万円＞

（新）中山間地農業ルネッサンス推進事業

■農業基盤整備促進事業【耕地林務係：3423】
＜2,442万円＞

（新）圃場整備事業概要書作成

（５）農業生産基盤の整備

（６）地域の特徴を生かした企業誘致

Ⅴ.暮らしを支える強靭で快適

なライフラインの創造

（１）暮らしを支える道路の整備

（新）新規（拡）拡充（継）継続

【係名：事業コード】
【予算要求額○○○万円】

■商工業振興費【商工係：4121】＜20万円＞

＊特定財源 ・国庫支出金（2,000万円）・地方債（1,800万円）

・設計監理業務委託料（1,050万円）
・工事請負費（2,900万円）・建物移転補償費（200万円）

・工事請負費（3,900万円）
＊特定財源 ・国庫支出金（1,900万円）・地方債（1,710万円）

（継）発酵食品のまち推進事業【15万円】

町内の発酵食品関連企業や味噌加工グループなどと連携し、地
域に発酵食品を根付かせる活動やイベントの開催、さらに発酵
食品文化の推進を図ります。
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※事業の再掲有

（継）林道補助・単独事業

・測量・設計業務（横根山線企業局助成事業）（60万円）

・工事請負費（860万円）

■町道整備事業【建設係：4231】＜832万円＞

日曽利地区の農業生産基盤整備及び農村振興環境整備の計画
策定に必要な調査等を行います。

※地域複合営農への道パートＶの推進
※ミヤマシジミ保全活動

■林道整備事業【耕地林務係：3903】＜920万円＞

（新）町道測量設計業務
山久地区（火の見線）・北街道地区（丸山線）

■社会資本整備交付金事業【建設係：4235】
＜8,050万円＞

（継）道路改良工事（南田切線）【4,150万円】

（継）道路舗装補修工事（上ノ原幹線）【3,900万円】

■国道153号伊那バレー・リニア北バイパス改良促進費
【調査計画係：4264】＜12万３千円＞

■与田切川の砂防事業にともなう流域整備（観光資源用）

＜ゼロ予算＞

（継）国等要望活動

（継）国等要望活動

（継）音楽村構想【５万円】

パンフレットを作成し音楽文化の推進を図ります。



（１）暮らしを支える道路の整備

（２）住宅施策と空き家対策

（３）安全で安心な水道の確保

・空き家対策協議会報償費（３万５千円）
・旅費（５万１千円）・消耗品（１万円）

■定住促進事業【魅力デザイン係：1171】＜702万円＞

（継）空き家対策事業（地域おこし協力隊）【402万円】

（継）空き家改修費等補助【300万円】

Ⅵ.魅力向上で住みたい・

住み続けたい地域づくり

（１）町の魅力を生かした観光地域づくり

■観光費【魅力デザイン係：4141】＜8,958万6千円＞

（継）飯島流ワーケーション事業

○令和３年度【525万６千円】
・農業塾マネージャー報償費（60万円）・地域おこし協力隊活動費（434万円）他

地方創生の実現

飯島町
観光戦
略会議

飯島町
営業部

○令和2年度【8,433万円】・トレーラーハウス設置工事一式他
＊特定財源「地方創生臨時交付金（第２次分）」活用

そば打ち名人から習いたい

農業ヒーリングを体験したい

ウィズ・コロナの時
代での３密を避ける健
康志向により、自然の
中でアクティビティー
やテレワークを求める
社会的ニーズの高まり

大相撲の土俵を作る職人の
わら細工講習

働きながら農業がしたい

農業を核とし
た地域力強化の
ための仕組づく
りの推進

都
市
企
業
等

（手段）多様な受入れメニュー

新たな観光ス
タイルの推進

新たな移住・定住
へのアプローチ

新たな生活様式
の構築

新たな農業価値
の創造

新たな都市農村交
流・関係人口拡大

様々な施策の
展開により、農
業の充実、地域
の活性化

農業プログラム作成
営農組合、農業法人と協力し「農業塾

（都市住民が自分の仕事をしながら農業に
就くスタイル）」を構築

農業を学び体験する「農業塾」
■年間コース（実践）企業専用農地

お米、野菜、果樹、花卉、菌茸
■短期コース（体験・収穫）

家庭菜園

『飯島ツアー150選メニューブック』
様々な活動を組み合わせて実施

地域の活生化

産学官民との連携事業

地域文化交流・自然体験メニューの
プログラム化

飯島町営業部、観光戦略会議を中心
とした民間関係団体との体制整備

魅力体験（アクティビティ）
地域住民とのプログラムによる交流
■トレッキング、蕎麦打ち、わら細

工など

■ワ―ケーション体験プログラム
に順天堂大学のストレス変化の研
究を導入し、体験することで得ら
れる「幸福度」の研究

農業ヒーリングの研究（大学と連携）
地域での農ある暮らしが都市の企業

従事者のストレス軽減にもたらす効果
の研究

農地付きトレーラーハウス・農家民泊・宿泊施設を拠点

次世代の新しい農業の価値観を創出

「プラットフォームの構築」
の実現に向けた

地域連携の基盤づくり

地域おこし協力隊を配置し、農業をプラットフォームに「スロー
ライフ」「癒し」「熟成」を求める都市住民が田舎暮らしの達人に
学ぶ。さらに人的交流から関係人口を創出し、新型コロナウイルス
からの反転攻勢と地域活性化を図ります。

町内にある空き家の有効活用による定住促進を図るため、空き
家の売買及び賃貸借に伴い要する改修や不要物の撤去改修又は
不要物の撤去及び解体に要した費用の一部を支援します。

・対 象：町内事業者による改修、運搬、解体費
・補助率：１／２ ・上限額：50万円
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※事業の再掲有

（新）新規（拡）拡充（継）継続

【係名：事業コード】
【予算要求額○○○万円】

■水道老朽管更新工事【水道事業会計】 ＜1億円＞

（継）平成30年度から5年間を
老朽管の集中更新期間と
位置づけており、引き続
きの更新により、災害に
強い安全・安心な水道の
構築を行っていきます。

■空き家対策事業【調査計画係：4532】＜９万６千円＞

（継）飯島町空家等対策計画に基づき、空家等に関する
対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を
適切に講じていきます。

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RA0nCzmM1VHCYAVrGDTwx.;_ylu=X3oDMTFvbDhodnNmBHBhdHQDcmljaARwb3MDNARwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=17b8au71g/EXP=1439638131/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%82%A9%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BA%BA+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88


■観光施設管理費【魅力デザイン係：4143】
＜329万4千円＞

（新）御座松橋点検業務【300万円】

（２）儲かる飯島町の創出

■企業版ふるさと納税基金【地域係：1177】＜10万円＞

（新）企業版ふるさと納税基金積立【10万円】

（３）若者や子育て世代の人口を増やす

■出会い・婚活推進事業【魅力デザイン係：1172】
＜239万４千円＞

（４）若い世代の結婚を応援

（継）結婚による定住促進を目指して、
出会いの場の創出と婚活事業を実施
していきます。

■定住促進事業【魅力デザイン係：1171】
＜427万４千円＞

（新）関係人口創出事業（地域おこし協力隊)

■活性化推進事業【地域係：1166】＜155万８千円＞

（新）活性化講演会【35万８千円】

（５）住民参加で盛り上げるコミュニティ機能の充実

（新）「ひなどり奨学基金」への支援【120万円】

■元気なまちづくり推進事業【地域係：1174】
＜527万円＞

飯島町にゆかりのある著名人による講演会を
開催し、地域活性化を図ります。

ふるさといいじま応援寄付金を原資とし、
ひなどり奨学基金へ支援を行います。

（新）まちなか活性化支援員の配置

農をベースとした地域課題に地域内外の人材がアプローチ
して新たな仕掛けを創出し、関係人口を増やします。

まちの駅いいちゃんへ地域の実
情に詳しい、「まちなか活性化
支援員」を3名配置し、誰もが立
ち寄ることができる、まちなか
の居場所づくりと活性化を図り
ます。

全国の企業の皆さまから応援（寄附金）を
いただき、飯島町の地方創生に関する各種
事業を実施するための財源を確保します。
寄附金をいただいた年度に基金に積み立
て、翌年度の事業に活用します。
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与田切川周辺の一体的な活用に向け、御座松吊り橋の安全点
検を行います。

（新）千人塚公園管理事業【29万4千円】

・樹木管理（12万円）・看板設置（5万円）
・保守点検業務（12万4千円）

千人塚公園の環境保全のため、植栽し
た桜の適正な管理やフロン排出抑制法
に基づく法定点検などを行います。



Ⅶ.「子どもの元気」と「学び
の力」でいきいき豊かな暮

らし

（１）子どもの健やかな体と豊かな心を育てる

※事業の再掲有

【係名：事業コード】
【予算要求額○○○万円】

（新）新規（拡）拡充（継）継続

■子ども支援費【こども室：5123】＜3,612万８千円＞

（新）子育て支援施設整備補助

「第２期飯島町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子ど
も・子育て支援施策を総合的に推進し、切れ目のない支援によ
る子育て環境の充実を図ることから「病児・病後児保育施設建
設」を支援します。

・補助率：（国）（県）（町）３／10
（設置者）１／10

＊特定財源
・子ども・子育て支援整備交付金

（2,408万4千円）
・地域福祉基金（1,000万円）

■認可保育園運営費【こども室：2641】＜193万9千円＞

（新）東部保育園プール全面塗装工事

＊特定財源
・ふるさといいじま応援基金（129万円）

子どもたちが安心して泳げるよう、槽内の劣化した壁などの
塗装工事を行います。

・委託費（10万2千円）
・工事請負費（183万7千円）

（２）学校教育の充実

■学校教育総務費、小中学校教育振興費
【こども室：5121、5221、5251、5321】＜588万円＞

（継）ICT教育推進事業

子どもたちの恵まれた教育環境を目指し、新たにＩＣＴ支援
員を配置し次世代の教育環境を整備します。

■中学校管理費【こども室：5311】＜148万5千円＞

（新）水泳学習送迎業務

水泳学習期間中、B&G海洋センターへの
送迎を行います。

（3）スポーツライフ「いつでも・どこでも・いつまでも」

■保健体育総務費【生涯学習係：5711】＜23万円＞

（新）囲碁ボール全国大会参加【6万円】
（新）囲碁ボールセット【17万円】

子どもから大人まで、誰でも楽しめ
る！！
ニュースポーツの推進を図ります。
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・ＩＣＴ支援員
・ＩＣＴ教材提示機器
・ＩＣＴ教室用パソコン
・デジタル教科書、

オンライン学習教材



（４）芸術・文化を守りつなぐ

■体育館等管理費【生涯学習係：5721】
＜1億312万5千円＞

（新）飯島体育館大規模改修工事【8,702万1千円】

（新）飯島体育館器具庫等改修工事【650万円】

スポーツ振興くじ助成金（toto助成金）などを活用し体
育館の大規模改修を行います。

・設計監理業務委託料（529万1千円）
・工事請負費（8,173万円）

（新）飯島体育館トイレ改修工事【960万4千円】

・設計監理業務委託料（58万4千円）・工事請負費（902万円）

＊特定財源 地方債（950万円）

・設計監理業務委託料（39万5千円）
・工事請負費（610万5千円）

（新）成人式出席者PCR検査業務

■生涯学習費【生涯学習係：5611】＜158万4千円＞

■図書館費【生涯学習係：5631】＜153万7千円＞

（新）図書館管理システム保守管理業務（42万3千円）

（新）図書館管理システム使用料（111万4千円）

（新）大・小ホールワイヤレス設備更新工事

■文化館費【生涯学習係：5641】＜330万円＞

■保健体育総務費【生涯学習係：5711】＜15万円＞

（新）教育委員会関連施設予約システム使用料
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＊特定財源
諸収入（5,801万4千円）
（スポーツ振興くじ助成金助成率２／３）

（床の剥離） （窓の建具）

成人式に安心して参加できるよう、成人式の参加者全員にＰＣＲ
検査を実施します。

（新）本郷運動場トイレ整備工事

■屋外運動場管理費【生涯学習係：5722】＜960万円＞

・設計監理業務委託料（50万円）・工事請負費（910万円）

＊特定財源 公共施設等整備基金（900万円）

（参考）バイオトイレ
排せつ物を微生物の働きにより

分解・処理するトイレ。水を使わ
ずに排せつ物を処理することがで
き、処理された排せつ物は農業や
園芸用の肥料として活用できる。

（参考）バイオトイレ

全国で相次ぐ自然災害を踏まえ、指定避難所の機能強化
を図ります。



（４）芸術・文化を守りつなぐⅧ.将来像を実現する創造力に
あふれた行政基盤づくり

（１）将来像を目指す仕組みづくり

（２）公共施設の適正管理・有効活用

■道路維持費【建設係：4221】 ＜50万円＞

（新）旧本郷プールの構造物補修工事（町道十王堂縦線）

（３）適正な会計事務

■会計管理費【会計課：1141】＜6千円＞

（４）議会・監査の支援

■議会費【議会事務局：1001】＜6万5千円＞

（新）議会情報化機器整備

「地域おこし協力隊制度」活用事業
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●制度概要：都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を地方
公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランド
や地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援など
の「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。

●実施主体：地方公共団体●活動期間：概ね１年以上３年以下
●地方財政措置：地域おこし協力隊取組自治体に対し、概ね次に揚げる経費について、特別交付税措置

①地域おこし協力隊員の活動に要する経費：隊員１人あたり440万円【上限】
（報償費等240万円【※】、その他の経費（活動旅費、作業道具等の消耗品費、事務的経費など）

200万円）※隊員のスキルや地理的条件等を考慮した上で最大290万円まで支給可能とするよう弾
力化することとしている（隊員１人あたり440万円の上限は変更しない。）

②地域おこし協力隊員等の起業・事業継承に要する経費：１人あたり100万円上限

（参考）隊員数、取組団体数の推移（参考）総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づく隊員数）

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

隊員数 3,978人 4,830人 5,359人 5,349人

団体数 886団体 997団体 1,061団体 1,071団体

■（新）第三者承継マッチング事業（１名）

※事業の再掲有

【係名：事業コード】
【予算要求額○○○万円】

（新）新規（拡）拡充（継）継続

【魅力デザイン係：1171】＜427万4千円＞

■（新）飯島流ワ―ケーション（１名）

【商工係：4125】＜445万円＞

■（新）関係人口創出事業（１名）

【魅力デザイン係：1171】＜434万円＞

■（継）道の駅田切の里（１名）【農政係：3743】＜447万6千円＞

■（継）伝統技術等承継支援事業（１名）【商工係：4123】＜444万8千円＞

■（継）儲かる飯島町チャレンジ事業（アウトドア１名、都市農村交流１名）

【魅力デザイン係：1165】＜867万円＞

■（継）定住促進事業（空き家）（１名）

【魅力デザイン係：1171】＜402万円＞

■（継）元気なまちづくり推進事業（１名）【地域係：1174】＜445万円＞

■（継）スポーツ観光事業（１名）

【魅力デザイン係：4141】＜127万7千円＞

■（継）わら細工観光事業（１名）

■（継）在宅老人福祉事業（１名）【高齢者福祉係：2303】＜445万円＞

【魅力デザイン係：4141】＜451万円＞

（新）コンビニ収納連携による「PayPay」
「LINE Pay」決済手数料

■【企画調整係】
（新）第６次総合計画を中心とした全体施策の推進及び事

業評価の仕組みづくり

■環境循環ライフ構想推進費
【環境循環ライフ構想推進室：1176】＜256万４千円＞

（新）自然エネルギー活用アドバイザー報酬【12万6千円】

（新）日本食農連携機構職員派遣【105万円】
（新）カラマツ材搬出路網等調査業務【110万円】
（継） アグリイノベーション関連研修他【16万８千円】
（継）一般社団法人日本食農連携機構負担金【12万円】



令和４年（2022年）４月
供用開始

■社会資本整備総合交付金事業（南田切線道路改良工事）

【建設係：4235】補正第10号＜4,171万円＞

■防災・安全社会資本整備総合交付金事業
（上ノ原幹線舗装補修工事）

【建設係：4235】補正第10号＜2,500万円＞

【魅力デザイン係：4141】補正第６号＜8,433万円＞

■飯島流ワ―ケーション

　⑥食育学習機能

災害時対応施設

防災施設

食育施設

　②拠点機能

　④応急給食機能

　⑤学校給食機能

　①避難所機能

　③備蓄機能

■林道整備事業（林道辰巳ヶ沢入線）

＊災害時対応施設機能イメージ図

特定財源：県支出金（936万9万円）地方債(1,790万円）

特定財源：国庫支出金（2,028万円）地方債(1,870万円）

特定財源：国庫支出金（1,248万円）地方債(1,150万円）

食育や災害に備えた機能を整備するなど施設の複合化や多機能化
を図ります。

・「安心・安全」につながる設備・機能を有した施設の整備
・食物アレルギーに対応ができる施設の整備
・食育を推進する施設の整備
・災害時に対応した施設（応急給食施設）の整備

【耕地林務係：3903】補正第10号＜3,010万円＞

（イメージ図）

令和２年度からの主な繰越予定事業

【耕地林務係：3404】当初予算＜２,200万円＞

■緊急自然災害防止対策事業（飯島地区：木地屋落とし）

特定財源：地方債(2,200万円）

特定財源：国庫支出金(7,490万円）

■林業施設災害復旧事業（林道陣馬形線）

【耕地林務係：5821】補正第８号＜1,710万２千円＞

特定財源：県支出金（1,470万円）

特定財源：国庫支出金（1億3,660万2千円）
地方債(2億3,570万円）その他（2億5,000万円）

■学校給食センター改築（防災備蓄倉庫併設）工事

【こども室：5741】
補正第５号＜6億7,987万3千円＞

■自然環境整備支援事業（千人塚公園施設等整備）

特定財源：県支出金（1,210万7万円）

【魅力デザイン係：4143】補正第10号＜1,670万円＞

■住宅耐震対策推進事業（久根平工業団地内造成地変動予測調査業務）

【調査計画係：4531】補正第8号＜700万円＞

特定財源：国庫支出金（268万9千円）
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令和３年２月９日現在



款 前年度当初

予算額（千円）

予算額

（千円）

構成比

（％）

比較

（千円）

款 前年度当初

予算額（千円）

予算額

（千円）

構成比

（％）

比較

（千円）

１ 町税 1,175,982 1,075,128 21.6 △100,854 １ 議会費 70,723 70,981 1.4 258

２ 地方譲与税 77,800 69,800 1.4 △8,000 ２ 総務費 700,939 783,905 15.7 82,966

３ 利子割交付金 800 800 0.0 0 ３ 民生費 1,211,754 1,234,446 24.8 22,692

４ 配当割交付金 2,700 2,800 0.1 100 ４ 衛生費 331,379 347,732 7.0 16,353

５ 株式等譲渡所得割交付金 2,100 2,100 0.1 0 ６ 農林水産業費 496,362 490,233 9.9 △6,129

６ 法人事業税交付金 3,900 3,000 0.1 △900 ７ 商工費 227,222 294,507 5.9 67,285

７ 地方消費税交付金 197,000 197,000 4.0 0 ８ 土木費 713,907 556,978 11.2 △156,929

９ 環境性能割交付金 6,500 5,800 0.1 △700 ９ 消防費 147,499 146,117 2.9 △1,382

11 地方特例交付金 6,000 21,750 0.4 15,750 10 教育費 358,596 488,732 9.8 130,136

12 地方交付税 1,710,000 1,740,000 34.9 30,000 11 災害復旧費 26 26 0.0 0

13 交通安全対策特別交付金 1,200 1,300 0.0 100 12 公債費 576,574 542,324 10.9 △34,250

14 分担金及び負担金 30,591 31,604 0.6 1,013 13 諸支出金 19 19 0.0 0

15 使用料及び手数料 67,513 64,158 1.3 △3,355 14 予備費 20,000 25,000 0.5 5,000

16 国庫支出金 383,542 369,132 7.4 △14,410

17 県支出金 326,011 372,127 7.5 46,116

18 財産収入 10,935 11,594 0.2 659

19 寄附金 40,000 40,100 0.8 100

20 繰入金 206,218 316,866 6.4 110,648

21 繰越金 60,000 60,000 1.2 0

22 諸収入 223,208 310,741 6.2 87,533

23 町債 323,000 285,200 5.7 △37,800

合 計 4,855,000 4,981,000 100.0 126,000 4,855,000 4,981,000 100.0 126,000
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一般会計予算フレーム



一般会計「歳入予算」のポイント
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【ポイント】
歳入の総額は49億8,100万円です。
歳入全体では、社会資本整備総合交付金事業の一部完了に伴い国庫支出金及び町債が減となるとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大

に伴い町税の見込みが減となっていますが、庁内情報システムの再構築に伴う繰入金の増や、体育館施設の改修工事に伴う助成金である諸収
入の増により、令和２年度と比較して2.6％（1億2,600万円）の増となっています。

■令和３年度歳入（収入）の内訳 ■「予算規模」の財源割合（構成）

区分 予算額 対前年度増減額 増減率

町税 10億7,512万8千円 △1億85万4千円 △8.6％

分担金及び負担金 3,160万4千円 101万3千円 3.3％

使用料及び手数料 6,415万8千円 △335万5千円 △5.0％

財産収入 1,159万4千円 65万9千円 6.0％

繰入金 3億1,686万6千円 1億1,064万8千円 53.7％

繰越金 6,000万円 0円 0.0％

その他
（寄付金・諸収入）

4,077万5千円 10万円 0.2％

小計 16億12万5千円 821万1千円 0.5％

地方交付税 17億4,000万円 3,000万円 1.8％

国庫支出金 3億6,913万2千円 △1,441万0千円 △3.8％

県支出金 3億7,212万7千円 4,611万6千円 14.1％

町債 2億8,520万円 △3,780万円 △11.7％

その他
（地方譲与税、諸収入等）

6億1,441万6千円 9,388万3千円 18.0％

小計 33億8,087万5千円 1億1,778万9千円 3.6％

合計 49億8,100万円 1億2,600万円 2.6％

自
主
財
源

依
存
財
源

(参考)自主財源は、自治体が自ら権能に基づいて自主的に収入できる財源で、自主財源比
率は、財源全体に占める自主財源の比率である。自主財源の多少は、行政活動の自立性、
安定性を図る尺度となる。しかし、現行の地方財政制度では、地方交付税や国庫支出金が
自主財源の補完的要素を有していることや、大きな投資（起債）などの要因により見かけ
上の比率が大きく変動することがあることから、この比率が低いことが必ずしも財政運営
の安定性を損ねているとは限らない。

自主財源

32.1%

依存財源

67.9%

町税

21.6%

繰入金

6.4%

使用料及び

手数料

1.3%

繰越金

1.2%

分担金及び

負担金

0.6%

財産収入

0.2%
その他（寄付金、

諸収入）

0.8%

地方交付税

34.9%

県支出金

7.5%

国庫支出金

7.4%

町債

5.7%

その他（地方譲与

税、諸収入等）

12.4%



一般会計「歳入予算」の主な内容（自主財源）

【主な増減理由】 新型コロナウイルス感染症拡大により減
・個人町民税 ⇒ 個人収入の減少により4,488万円の減
・法人町民税 ⇒ 企業収益の悪化により1,216万円の減
・固定資産税 ⇒ 減免の特例及び評価替により3,986万円の減

町 税 10億7,512万8千円 前年度比 1億85万4千円（8.6％）減

区分 予算額 対前年度増減額 増減率

町民税 3億7,714万7千円 △5,705万5千円 △13.1％

個人町民税 3億4,281万5千円 △4,488万6千円 △11.6％

法人町民税 3,433万2千円 △1,216万9千円 △26.2％

固定資産税 6億1,266万5千円 △3,986万4千円 △6.1％

軽自動車税 4,108万4千円 △116万7千円 △2.8％

たばこ税 4,423万2千円 △276万8千円 △5.9％

合計 10億7,512万8千円 △1億85万４千円 △8.6％

繰入金 3億1,686万6千円 前年度比 1億1,064万8千円（53.7％）増

【主な増減理由】
・財政調整基金 ⇒ 5,300万円の増
・減債基金 ⇒ 2,119万9千円の減（町債繰上償還予定）

一般会計（6,615万円）

・高度情報化基金 ⇒ 7,700万円の増
庁内情報システム再構築業務

・公共施設等整備基金 ⇒ 1,400万円の増

区分 予算額 対前年度増減額 増減率

財政調整基金 8,300万円 5,300万円 176.7％

減債基金 8,615万円 △2,119万9千円 △19.7％

公共施設等整備基金 1,770万円 1,400万円 378.4％

高度情報化基金 7,700万円 7,700万円 皆増

地域福祉基金 2,600万円 1,100万円 73.3％

中山間地域水と
みどりの保全基金

0円 △1,006万1千円 皆減

ふるさといいじま
応援基金

2,701万6千円 △1,257万2千円 △31.8％

海外派遣国際交流
事業基金

0円 △52万円 皆減

合計 3億1,686万6千円 1億1,064万8千円 53.7％
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個人町民税
31.9%

法人町民税

3.2%

固定資産税
57.0%

軽自動車税
3.8%

たばこ税
4.1%

5,000

3,000

8,300

平成31年度

令和2年度

令和3年度

財政調整基金当初予算繰入金の推移（万円）



一般会計「歳入予算」の主な内容（依存財源１）

町 債 2億8,520万円 前年度比 3,780万円（11.7％）減

【主な増減理由】

・社会資本整備総合交付金事業（公共事業等債）
⇒6,030万円の減（南田切線、上ノ原幹線ほか）

・緊急自然災害防止対策事業 ⇒3,920万円の減
（木地屋落とし、林道横根山線ほか）

・公共施設等適正管理推進事業債 ⇒1,220万円の増
（広域農道 町道広域１号線）

・農地耕作条件改善事業（一般補助施設整備等事業債）
⇒1,170万円の増（南割用水地区）

・県営農道整備事業（公共事業等債）⇒1,120万円の減
（広域農道 町道広域２号線）

・臨時財政対策債 ⇒3,400万円の増

区分 予算額 対前年度
増減額

増減率

総務債（緊急防災・減災事業債） 950万円 690万円 265.4％

農林水産業債（県営事業・農村地域防災減災事業） 1,560万円 930万円 147.6％

農林水産業債（県営事業・農道整備事業） 2,250万円 △1,120万円 △33.2％

農林水産業債（農地耕作条件改善事業） 1,170万円 1,170万円 皆増

農林水産業債（農山漁村地域整備交付金事業） 0円 △1,330万円 皆減

農林水産業債（緊急自然災害防止対策事業） 0円 △3,920万円 皆減

土木債（社会資本整備総合交付金事業） 3,510万円 △6,030万円 △63.2％

土木債（公共施設等適正管理推進事業） 2,970万円 1,220万円 69.7％

土木債（道路更新防災等対策事業費補助事業） 1,210万円 △540万円 △30.8％

臨時財政対策債 1億4,900万円 3,400万円 29.6％

合 計 2億8,520万円 △3,780万円 △11.7％

地方交付税 17億4,000万円 前年度比 3,000万円（1.8％）増

区分 予算額 対前年度
増減額

増減率

普通交付税 16億5,000万円 3,000万円 1.8％

特別交付税 9,000万円 0円 0.0

合 計 17億4,000万円 3,000万円 1.8％

区分 令和２年度
末残高見込

※令和２年補正10号反映

割合 年度中増減見込 令和３年度
当初予算時

割合

借入見込額 償還予定額

その他の町債 26億6,990万円 57.0％ 1億3,620万円 2億9,098万円 24億3,712万円 55.5％

臨時財政対策債 20億3,385万円 43.0％ １億4,900万円 2億2,424万円 19億5,861万円 44.5％

合計 47億375万円 100.0％ 2億8,520万円 ５億1,522万円 43億9,573万円 100.0％

＊町債全体の合計残高は、令和２年度末見込みで47億
375万円、令和３年度中の増減見込みにより、令和３年
度当初時点で43億9,573万円となっています。

一般会計「町債」の状況

※令和２年度末残高見込及び令和３年度当初予算の数値は、令和２年度３月補正予
算までの数値を反映させたものであり、今後、令和２年度中の予算補正や事業費の
確定等により変動することがあります。
※元金のみ（利息は含まれない）
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【主な増減理由】
・国の地方財政対策、令和２年度の地方交付税の収入見込額等を勘案し、

3,000万円の増

・特別交付税は大きな増減要因がないため令和２年度と同額



一般会計「歳入予算」の主な内容（依存財源２）

国庫支出金 3億6,913万2千円 前年度比 1,441万円（3.8％）減

【主な増減理由】
・新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る「新型コロナウイルスワクチン接種

対策費」、「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業」2,808万4千円の増
・町道南田切線、上ノ原幹線他、道路整備事業に係る「社会資本整備総合交付金」

7,929万円の減
・社会資本整備円滑化地籍調査事業に係る「地籍調査事業」257万7千円の減

区分 予算額 対前年度
増減額

増減率

国庫支出金 3億6,913万2千円 △1,441万円 △3.8％

県支出金 3億7,212万7千円 4,611万6千円 14.1％

合計 7億4,125万9千円 3,170万6千円 4.5％

地方譲与税 各種交付金 3億435万円 前年度比 635万円（2.1％）増

区分 予算額 対前年度増減額 増減率

地方譲与税 6,980万円 △800万円 △10.3％

利子割交付金 80万円 0円 0.0％

配当割交付金 280万円 10万円 3.7％

株式等譲渡所得割交付金 210万円 0円 0.0％

法人事業税交付金 300万円 △90万円 △23.1％

地方消費税交付金 1億9,700万円 0円 0.0％

環境性能割交付金 580万円 △70万円 △10.8％

地方特例交付金 2,175万円 1,575万円 262.5％

交通安全対策特別交付金 130万円 10万円 8.3％

県支出金 3億7,212万7千円 前年度比 4,611万6千円（14.1％）増

【主な増減理由】
・南割用水水路改修事業に係る「農地耕作条件改善事業」2,880万円の増
・日曽利地区ほ場整備事業に係る「農業基盤整備促進事業」1,320万円の増
・子ども支援事業に係る「子ども・子育て支援整備交付金」1,204万2千円の増
・信州の森林づくり事業に係る「ライフライン等保全対策事業」 234万円の増
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【主な増減理由】

○令和２年度の収入実績、国の地方財政計画及び長野県の当初予算
見込額からの試算に伴う増減

・地方譲与税では主に自動車重量譲与税600万円の減

・地方特例交付金は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん
特別交付金が創設されたことにより1,395万円の増



一般会計「歳出予算」（目的別）のポイント
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【ポイント】
歳出の総額は49億8,100万円です。
歳出全体では、社会資本整備総合交付金事業や、下水道事業会計の公営企業会計への移行の完了に伴い土木費が減となっていますが、

飯島体育館大規模改修工事や子育て支援施設整備補助により教育費や、庁内情報システム再構築業務、飯島警察官駐在所用地取得・造成工
事により総務費が大幅に増となり、令和２年度と比較して2.6％（1億2,600万円）の増となっています。

■令和３年度歳出（支出）の目的別内訳 ■「予算規模」の目的別割合

■目的別の主な増減理由

区分 予算額 対前年度増減額 増減率

議会費 7,098万1千円 25万8千円 0.4％

総務費 7億8,390万5千円 8,296万6千円 11.8％

民生費 12億3,444万6千円 2,269万2千円 1.9％

衛生費 3億4,773万2千円 1,635万3千円 4.9％

農林水産業費 4億9,023万3千円 △612万9千円 △1.2％

商工費 2億9,450万7千円 6,728万5千円 29.6％

土木費 5億5,697万8千円 △1億5,692万9千円 △22.0％

消防費 1億4,611万7千円 △138万2千円 △0.9％

教育費 4億8,873万2千円 1億3,013万6千円 36.3％

災害復旧費 2万6千円 0円 0.0％

公債費 5億4,232万4千円 △3,425万円 △5.9％

諸支出金 1万9千円 0円 0.0％

予備費 2,500万円 500万円 25.0％

合計 49億8,100万円 1億2,600万円 2.6％

民生費

24.8%

総務費

15.7%

土木費

11.2%

公債費

10.9%

農林水産業費

9.9%

教育費

9.8%

衛生費

7.0%

商工費

5.9%

消防費

2.9%

議会費

1.4% その他

0.5%

・総務費では主に庁内情報システム再構築業務7,700万円の増、飯島
警察官駐在所用地取得・造成工事1,209万4千円の増

・商工費では主に商工業振興資金預託金5,150万円の増、町商工業振興
資金利子補給1,000万円の増

・土木費では主に社会資本整備総合交付金事業8,230万円の減
・教育費では主に飯島体育館大規模改修工事8,702万1千円の増



一般会計「歳出予算」（性質別）のポイント

28

【ポイント】
歳出全体では、学校給食センター改築事業に伴う実施設計業務の完了や緊急自然災害対策事業の一部完了により普通建設事業費及び公債費

が減となっていますが、道路維持のための舗装補修工事や構造物補修工事により維持補修費が大幅に増、また庁内情報システム再構築業務や
日曽利地区のほ場整備事業に伴う概要書作成業務等により物件費が増となっています。

■令和３年度歳出（支出）の性質別内訳

区分 予算額 対前年度増減額 増減率

義務的経費 21億4,629万3千円 △2,195万8千円 △1.0％

人件費 10億9,026万6千円 264万3千円 0.2％

扶助費 5億1,370万3千円 964万9千円 1.9％

公債費 5億4,232万4千円 △3,425万円 △5.9％

投資的経費 5億3,042万4千円 △2,017万5千円 △3.7％

普通建設事業費 5億3,039万8千円 △2,017万5千円 △3.7％

災害復旧費 2万6千円 0円 0.0％

その他経費 23億428万3千円 1億6,813万3千円 7.9％

物件費 6億6,313万6千円 9,740万6千円 17.2％

維持補修費 4,966万6千円 2,093万6千円 72.9％

補助費等 9億4万7千円 1,211万8千円 1.4％

積立金 4,161万5千円 △238万1千円 △5.4％

投資及び出資金・貸付金 2億3,170万円 3,086万4千円 15.4％

繰出金 3億9,311万9千円 419万円 1.1％

予備費 2,500万円 500万円 25.0％

合計 49億8,100万円 1億2,600万円 2.6％

■「予算規模」の性質別割合（構成）

（参考）普通建設事業の補助・単独割合：補助事業費3億72万1千円（56.7％）、単独事業費2億2,967万7千円（43.3％）

義務的経費

43.1%

投資的経費

10.6%

その他の経費

46.3%

人件費

21.9%

公債費

10.9%

扶助費

10.3%

普通建設事業
費

10.6%

災害復旧費

0.0%

補助費等

18.1%

物件費

13.3%

繰出金

7.9%

投資及び出資

金・貸付金

4.7%

維持補修費

1.0%

積立金

0.8%
予備費

0.5%



一般会計「基金」の状況

【ポイント】
財政調整基金残高は、令和2年度末で9億3千万円の見込みとなっており、

令和３年度の繰入金8,300万円と積立金129万円により、令和３年度当初
時点で8億5千万円となっています。

基金全体の合計残高は、令和２年度末で15億9千万円、令和３年度中の

増減見込みにより、令和３年度当初時点で13億2千万円となっています。

■基金残高

※令和２年度末残高見込及び令和３年度当初予算時の数値は、令和３年度２月補正予算までの数値を反映
させたものであり、今後、令和２年度中の予算補正や事業費の確定等により変動することがあります。

主要建設事業の状況

事業名 予算額

◎ 庁内情報システム再構築事業 77,000

◎ 飯島警察官駐在所用地取得・造成工事 12,094

◎ 農地耕作条件改善事業
（南割用水地区）

45,100

○ 町有林造林作業 8,900

林道維持補修工事
（横根山線、辰巳ヶ沢入線）

9,200

県営事業
（ＪＲ水管橋、中央道跨水路橋、千人塚ため池）

19,300

◎ 町道整備事業測量設計（火の見線、丸山線） 8,320

社会資本整備総合交付金事業
（南田切線、上ノ原幹線等）

100,600

社会資本整備総合交付金事業
（橋りょう点検、ふれあい道橋長寿命化修繕工事）

54,302

◎ 飯島体育館大規模改修工事（トイレ、器具庫含） 103,125

◎ 本郷運動場トイレ整備工事 9,600

◎ 東部保育園給食室設備改修工事 2,121

◎＝新規事業 ○＝大幅増額事業

【ポイント】
普通建設事業の総額は、5億3,039万8千円で、令和２年度と比較して

3.7％（2,017万5千円）の減となっています。
社会資本整備総合交付金等の国庫支出金や、公共事業等債等の町債を財

源とした道路、水路等の改良工事や補修工事が大半を占めています。

（単位：千円）
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区分 令和２年度
末残高見込

年度中増減見込 令和３年度
当初予算時

繰入金 積立金

財政調整基金 931,537 83,000 1,297 849,834

減債基金 163,960 86,150 61 77,871

公共施設等整備基
金

239,402 17,700 105 221,807

高度情報化基金 110,066 77,000 11 33,077

地域福祉基金 120,599 26,000 33 94,632

中山間地域水と
みどりの保全基金

1,804 0 0 1,804

ふるさといいじま
応援基金

23,587 27,016 40,007 36,578

海外派遣国際交流
事業基金

4,084 0 1 4,085

企業版ふるさと納
税基金

0 0 100 100

合計 1,595,039 316,866 41,615 1,319,788

積
立
基
金

（単位：千円）

総
務
課



特別会計等の状況①

国民健康保険特別会計 9億6,964万4千円 前年度比 7,708万8千円（ 8.6％）増

（歳入）

（歳出）

款 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１ 国民健康保険税 1億7,647万5千円 18.2 1億7,527万4千円 19.6 120万1千円 0.7

４ 使用料及び手数料 10万円 0.0 10万円 0.0 0円 0.0

６ 県支出金 7億66万3千円 72.3 6億3,564万3千円 71.2 6,502万円 10.2

８ 財産収入 4万3千円 0.0 4万円 0.0 3千円 7.5

10 繰入金 9,094万7千円 9.4 8,008万3千円 9.0 1,086万4千円 13.6

11 繰越金 1千円 0.0 1千円 0.0 0円 0.0

12 諸収入 141万5千円 0.1 141万5千円 0.2 0円 0.0

歳入合計 9億6,964万4千円 100.0 8億9,255万6千円 100.0 7,708万8千円 8.6

款 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１ 総務費 1,848万円 1.9 1,887万7千円 2.1 △39万7千円 △2.1

２ 保検給付費 6億8,394万1千円 70.5 6億2,244万7千円 69.7 6,149万4千円 9.9

３ 国民健康保険事業費
納付金

2億3,421万7千円 24.2 2億1,939万9千円 24.6 1,481万8千円 6.8

６ 保健事業費 3,072万円 3.2 3,028万8千円 3.4 43万2千円 1.4

７ 基金積立金 4万4千円 0.0 4万1千円 0.0 3千円 7.3

９ 諸支出金 84万4千円 0.1 1千円 0.0 84万3千円 84,300.0

10 予備費 139万8千円 0.1 150万3千円 0.2 △10万5千円 △7.0

歳出合計 9億6,964万4千円 100.0 8億9,255万6千円 100.0 7,708万8千円 8.6
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特別会計等の状況②

後期高齢者医療特別会計 1億5,754万4千円 前年度比 907万3千円（6.1％）増

（歳入）

（歳出）

款 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１ 後期高齢者医療保険料 1億819万6千円 68.7 1億166万1千円 68.5 653万5千円 6.4

４ 繰入金 4,814万4千円 30.6 4,580万6千円 30.8 233万8千円 5.1

5 繰越金 100万円 0.6 100万円 0.7 0円 0.0

6 諸収入 20万4千円 0.1 4千円 0.0 20万円 5,000.0

歳入合計 1億5,754万4千円 100.0 1億4,847万1千円 100.0 907万3千円 6.1

款 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１ 総務費 1,637万3千円 10.4 1,419万2千円 9.6 218万1千円 15.4

２ 後期高齢者医療
広域連合納付金

1億4,091万6千円 89.4 1億3,427万5千円 90.4 664万1千円 4.9

3 諸支出金 25万4千円 0.2 3千円 0.0 25万1千円 8,366.7

4 予備費 1千円 0.0 1千円 0.0 0円 0.0

歳出合計 1億5,754万4千円 100.0 1億4,847万1千円 100.0 907万3千円 6.1
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特別会計等の状況③

介護保険特別会計 11億2,151万9千円 前年度比 1,167万円（1.0％）減

（歳入）

（歳出）

款 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１ 保険料 2億1,467万円 19.1 2億1,638万6千円 19.1 △171万6千円 △0.8

2 分担金及び負担
金

181万6千円 0.2 231万9千円 0.2 △50万3千円 △21.7

4 国庫支出金 2億7,286万7千円 24.3 2億7,481万4千円 24.2 △194万7千円 △0.7

5 支払基金交付金 2億8,653万2千円 25.6 2億8,855万2千円 25.5 △202万円 △0.7

6 県支出金 1億5,840万円 14.1 1億6,063万1千円 14.2 △223万1千円 △1.4

10 繰入金 1億8,288万7千円 16.3 1億8,559万6千円 16.4 △270万9千円 △1.5

11 繰越金 50万円 0.1 50万円 0.0 0円 0.0

13 諸収入 384万7千円 0.3 439万1千円 0.4 △54万4千円 △12.4

歳入合計 11億2,151万9千円 100.0 11億3,318万9千円 100.0 △1,167万円 △1.0

款 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１ 総務費 2,643万円 2.4 2,580万1千円 2.3 62万9千円 2.4

２ 保検給付費 10億3,802万2千円 92.5 10億3,792万6千円 91.6 9万6千円 0.0

5 地域支援事業費 5,685万9千円 5.1 6,925万1千円 6.1 △1,239万2千円 △17.9

6 基金積立金 6千円 0.0 9千円 0.0 △3千円 △33.3

8 諸支出金 10万2千円 0.0 10万2千円 0.0 0円 0.0

9 予備費 10万円 0.0 10万円 0.0 0円 0.0

歳出合計 11億2,151万9千円 100.0 11億3,318万9千円 100.0 △1,167万円 △1.0
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特別会計等の状況④

水道事業会計 【支出】4億5,713万1千円 前年度比 1,672万6千円（3.5％）減

（収入）

（支出）

款-項 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１-1 営業収益 2億344万5千円 58.7 2億469万8千円 55.4 △125万3千円 △0.6

1-2 営業外収益 2,155万9千円 6.2 2,141万4千円 5.8 14万5千円 0.7

2-1 企業債 1億2,000万円 34.6 1億2,000万円 32.5 0円 0.0

2-2 負担金 174万4千円 0.5 2,310万4千円 6.3 △2,136万円 △92.5

2-3 繰入金 0円 0.0 0円 0.0 0円 0.0

収入合計 3億4,674万8千円 100.0 3億6,921万6千円 100.0 △2,246万8千円 △6.1

款-項 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１-1 営業費用 1億8,266万5千円 40.0 1億7,848万4千円 37.7 418万1千円 2.3

1-2 営業外費用 2,927万1千円 6.4 2,995万円 6.3 △67万9千円 △2.3

1-3 特別損失 1千円 0.0 1千円 0.0 0円 0.0

1-4 予備費 200万円 0.4 200万円 0.4 0円 0.0

2-1 建設改良費 1億2,323万3千円 27.0 1億4,871万1千円 31.4 △2,547万8千円 △17.1

2-2 企業債償還金 1億1,996万1千円 26.2 1億1,471万1千円 24.2 525万円 4.6

支出合計 4億5,713万1千円 100.0 4億7,385万7千円 100.0 △1,672万6千円 △3.5
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特別会計等の状況⑤

下水道事業会計 【支出】9億1,255万3千円 前年度比 4,181万1千円（4.4％）減

（収入）

（支出）

款-項 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１-1 営業収益 3億1,291万7千円 42.3 3億2,891万2千円 43.1 △1,599万5千円 △4.9

1-2 営業外収益 1億8,291万9千円 24.7 1億9,351万9千円 25.3 △1,060万円 △5.5

2-1 企業債 1億8,800万円 25.4 1億6,500万円 21.6 2,300万円 13.9

2-2 出資金 4,400万円 6.0 6,463万6千円 8.5 △2,063万6千円 △31.9

2-3 分担金及び負
担金

1,169万6千円 1.6 1,169万6千円 1.5 0円 0.0

収入合計 7億3,953万2千円 100.0 7億6,376万3千円 100.0 △2,423万1千円 △3.2

款-項 令和３年度 令和２年度 比較 増減率
％

予算額 構成比％ 予算額 構成比％

１-1 営業費用 4億355万6千円 44.2 4億1,289万2千円 43.3 △933万6千円 △2.3

1-2 営業外費用 8,635万3千円 9.5 9,810万3千円 10.3 △1,175万円 △12.0

1-3 特別損失 0円 0.0 739万3千円 0.8 △739万7千円 皆減

1-4 予備費 400万円 0.4 400万円 0.4 0円 0.0

2-1 建設改良費 1,169万6千円 1.3 1,196万1千円 1.2 △26万5千円 △2.2

2-2 企業債償還
金

4億694万8千円 44.6 4億2,001万1千円 44.0 △1,306万3千円 △3.1

支出合計 9億1,255万3千円 100.0 9億5,436万4千円 100.0 △4,181万1千円 △4.4
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地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の状況

76,000千円
１,134,877千円

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分）
（歳出）社会保障施策に要する経費

区分 事業名 令和３年度
当初予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

国県支出金 地方債 その他 地方消費税交付
金社会保障財源

化分

その他

社会福祉費 26,399 2,920 0 1,015 2,568 19,896

障がい者福祉費 258,313 182,072 0 671 8,640 66,930

老人福祉費 40,224 319 0 4,025 4,102 31,778

児童福祉費 152,815 119,156 0 3,600 3,437 26,622

ひとり親等福祉費 678 0 0 0 78 600

小計 478,429 304,467 0 9,311 18,825 145,826

国民健康保険事業 60,947 32,831 0 0 3,215 24,901

介護保険事業 174,216 6,973 0 0 19,121 148,122

後期高齢者医療事業 162,916 20,475 0 5,376 15,671 121,394

国民年金費 448 0 0 0 51 397

小計 398,527 60,279 0 5,376 38,057 294,815

福祉医療費 58,543 19,995 0 300 4,373 33,875

保健衛生費 128,693 1,830 0 35,606 10,433 80,824

予防費 57,682 29,909 0 2,368 2,905 22,500

母子保健費 13,003 697 0 0 1,407 10,899

小計 257,921 52,431 0 38,274 19,118 148,098

合計 1,134,877 417,177 0 52,961 76,000 588,739
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