
村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 1 総務費 1 施設管理費 1

事業名称 8,054 千円 担当： 診療所　直診係

8,054千円 一般財源

県補助金

【事業概要】

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕

業務委託料 7,154千円

900千円

一般管理費

県北西部へき地医療広域連携事業

　本村は南北に長い地形のため白川と平瀬の二か所に診療所がありますが、1人の医師が交互に診察を行っており、専門の医療
機関がないことから、広域的な医療機関との連携が重要な課題となっています。
　村民、診療所、村外医療機関、行政などが連携し、いつでも安心して専門医療が受けられる環境の整備を進めるため、村民
が総合的な医療サービスを享受できるよう県北西部地域医療センターに加盟し、連携協力による充実した医療体制を維持する
とともに、近隣医療機関との広域ネットワークを構築します。
　国保白鳥病院を基幹病院とした県北西部地域医療センターは、当村へ週４日（１日１回、半日３回）医師を派遣する。
 
 目的 １　診療所間の相互支援により、安定的かつ持続的に地域医療を提供する。
　　　２　地域住民の生活の質の保障と向上を目的とした広義の医療をめざし、疾病に対する治療に加え、健康づくりや
          介護 予防等の保健福祉領域とも連携した医療を展開する。
　　　３　地域医療をめざす人材の教育の場を提供するとともに、そうした医師の受け皿としての機能を強化する。
　　　４　少子高齢化や人口減少時代における基礎自治体の枠組みを越えた新たな地域医療モデルとして内外に情報発信
          する。

国保特別会計　直診勘定



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 1 総務費 1 総務管理費 2

事業名称 10,000 千円 担当： 基盤整備課　建設係

10,000千円

施設管理費 簡易水道特別会計

木谷稗田線配水管布設替工事

【事業概要】

平成29年度より稗田地区の配水管の布設替え工事（2000ｍ）を行っている。平成29年度は480ｍ、平成30年度は430ｍの布
設替えを行った。今後も継続して工事を実施していく。(水道水の安全安定した供給をするために老朽化している配水管
を新しいものに取り替える工事を行う。)

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕

工事請負費 簡易水道事業債 5,000千円

過疎対策事業債 5,000千円



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 運営管理費 1 運営管理費 1

事業名称 6,845 千円 担当： 観光振興課　商工観光係

18千円

135千円

335千円

2,876千円

需用費 1,347千円

2,134千円

白弓スキー場特別会計

役務費

賃金

委託料

共済費 繰入金 4,158千円

旅費 一般財源 2,687千円

一般施設管理費

施設管理費

【事業概要】
　スキー場運営に伴う一般経費
・リフト作業員賃金やスキークラブ員のパトロール委託料、スキー場の保険料等の予算。また、スキー場施設の暖
房やスノーモービル、圧雪車の燃料代。

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 運営管理費 1 運営管理費 1

事業名称 4,800 千円 担当： 観光振興課　商工観光係

4,800千円

白弓スキー場特別会計

業務委託料 繰入金 4,800千円

一般施設管理費

圧雪管理事業

【事業概要】
　シーズン中のスキー場圧雪業務の委託
・スキー場のゲレンデを整備するため、圧雪車において整備をするための予算。圧雪車の整備もこの予算に含む。

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 運営管理費 1 運営管理費 2

事業名称 3,242 千円 担当： 観光振興課　商工観光係

34千円

80千円

38千円

1,400千円

1,690千円委託料

白弓スキー場特別会計

負担金

需用費

旅費 繰入金 3,242千円

役務費

索道管理費

索道管理費

【事業概要】
　第３ロマンスリフトに係る管理費
・第３ロマンスリフトに関する研修の旅費やスキー場を運営するための草刈り、リフトの取付、リフトの点検や修
理に関する予算の計上。

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1

事業名称 111,000 千円 担当： 村民課　健康福祉係　

111,000千円

介護保険事業特別会計
(保険事業勘定）

居宅介護サービス給付費

29,970千円

居宅介護サービス給付費

要介護認定を受けた被保険者が、居宅介護サービスを利用した際、そのサービス費を給付する

25,531千円

【事業概要】

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕

給付に係る経費

負担金

13,924千円

22,150千円

5,550千円

13,875千円

一般財源（保険料）

県負担金

国庫負担金

国庫補助金

一般会計繰入金

支払基金交付金



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1

事業名称 40,000 千円 担当： 村民課　健康福祉係　

40,000千円

10,800千円

一般財源（保険料） 9,199千円

国庫負担金 6,000千円

支払基金交付金

一般会計繰入金 5,001千円

負担金 国庫補助金 2,000千円

施設介護サービス給付費
介護保険事業特別会計

(保険事業勘定）

施設介護サービス給付費

【事業概要】

県負担金 7,000千円

要介護認定を受けた被保険者が、施設介護サービスを利用した際、そのサービス費を給付する

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕

給付に係る経費



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 2

事業名称 2,500 千円 担当： 村民課　健康福祉係　

2,500千円

675千円

一般財源（保険料） 575千円

国庫負担金 450千円

支払基金交付金

一般会計繰入金 313千円

負担金 国庫補助金 125千円

介護予防サービス給付費
介護保険事業特別会計

(保険事業勘定）

介護予防サービス給付費

【事業概要】

県負担金 362千円

要支援認定を受けた被保険者が、居宅介護サービスを利用した際、そのサービス費を給付する

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕

給付に係る経費



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 保険給付費 4 高額介護サービス等費 1

事業名称 3,000 千円 担当： 村民課　健康福祉係　

3,000千円

375千円

一般財源（保険料） 690千円

600千円

一般会計繰入金 375千円

支払基金交付金

負担金 国庫補助金 150千円

810千円

高額介護サービス給付費
介護保険事業特別会計

(保険事業勘定）

高額介護サービス費

【事業概要】

県負担金

要介護認定を受けた被保険者が、介護保険サービスを利用した際、自己負担が高額になった場合の費用負担を軽減する。

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕

給付に係る経費 国庫負担金



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 2 保険給付費 5 特定入所者介護サービス等費 1

事業名称 11,000 千円 担当： 村民課　健康福祉係　

11,000千円

2,970千円

一般財源（保険料） 2,530千円

国庫負担金 2,068千円

支払基金交付金

一般会計繰入金 1,375千円

負担金 国庫補助金 550千円

特定入所者介護サービス給付費
介護保険事業特別会計

(保険事業勘定）

特定入所者介護サービス費

【事業概要】

県負担金 1,507千円

介護保険施設入所者のうち、低所得者への居住費・食費の自己負担額に対し費用負担を軽減する。

〔　主　な　経　費　内　訳　〕 〔　財　源　〕

給付に係る経費



村　の　取　組　む　主　要　施　策

予算科目 3 地域支援事業費 3 介護予防・生活支援サービス事業費 1

事業名称 3,810 千円 担当： 村民課　健康福祉係　

3,810千円負担金 1,105千円

一般財源（保険料） 800千円

給付に係る経費 国庫負担金 953千円

支払基金交付金

一般会計繰入金 476千円

県負担金 476千円

要支援認定者が総合事業対象事業所の通所型サービス、訪問型サービスを利用した際のサービス費を給付する

〔　主　な　経　費　内　訳　〕

介護予防・生活支援サービス事業費
介護保険事業特別会計

(保険事業勘定）

介護予防・生活支援サービス事業

【事業概要】

〔　財　源　〕


