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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１款款款款    総務費総務費総務費総務費        １１１１項項項項    施設管理費施設管理費施設管理費施設管理費        １１１１目目目目    一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 新平瀬診療所整備事業新平瀬診療所整備事業新平瀬診療所整備事業新平瀬診療所整備事業    ３５３５３５３５，，，，１１１１００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 診療所 ） 

    

（国保直診特別会計） 

平瀬診療所は昭和５４年に建設され、老朽化が著しく至る所で故障が起き安心安全な医療提供に支障を来して

います。また公共施設の集約化を図るなかで、旧平瀬小学校を改修し交流施設及び生涯学習施設機能が整備さ

れることにより、平瀬カルチャーセンターの機能が移管され、施設に空きが出るため、平瀬カルチャーセンタ

ーを新平瀬診療所として移転改修を行ないます。村民により快適で、安全、安定した医療提供の環境整備を図

ります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

新平瀬診療所移転改修工事費  ３０，０００千円 

新平瀬診療所移転改修工事設計監理委託料 

 ２，６００千円 

新平瀬診療所備品購入費     ２，５００千円 

国庫補助金         １０，０００千円 

地方債           ２０，０００千円 

繰入金            ５，１００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１款款款款    総務費総務費総務費総務費        １１１１項項項項    施設管理費施設管理費施設管理費施設管理費        １１１１目目目目    一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 

事業名称 医師住宅新築事業医師住宅新築事業医師住宅新築事業医師住宅新築事業    ３０３０３０３０，，，，９００９００９００９００千円千円千円千円    （担当： 村民課 診療所 ） 

    

（国保直診特別会計） 

御母衣地内にある医師住宅は昭和５４年に建設され、老朽化が著しい状態にあり、今後の医師確保を図る上

でも、医師の生活環境の確保は重要な要件となっています。 

このため、医師住宅を新築整備し、医師の確保、医師の心身の安定を図り、しいては村民に安全、安定した医

療提供を行います。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

・医師住宅新築工事費      ３０，０００千円 

・医師住宅新築工事設計監理委託料   ９００千円 

 

地方債           ２０，０００千円 

県支出金           ７，５００千円 

繰入金            ３，４００千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２款款款款    医業費医業費医業費医業費        １１１１項項項項    医業費医業費医業費医業費        １１１１目目目目    医療用機械器具費医療用機械器具費医療用機械器具費医療用機械器具費 

事業名称 医療用機械医療用機械医療用機械医療用機械整備事業整備事業整備事業整備事業    ６６６６，，，，９３９９３９９３９９３９千円千円千円千円    （担当： 村民課 診療所 ） 

    

（国保直診特別会計） 

新平瀬診療所整備に伴い、経年により調子が悪く診療業務に支障をきたしている医療用機械器具の更新を行な

い、患者に不自由をかけることなく、迅速性、正確性を持った安全、安心、安定した医療の提供を図ります。 

また、現在使用している日赤車（ＡＤバン）は、平成７年に整備したものであり２０年以上経過しており、

更新の時期と思われるため、県の補助金を活用して軽乗用車両に更新し、医療従事者の移動の安全を図ります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

X 線一般撮影装置購入      ３，３００千円 

超音波診断装置        １，１００千円 

電動診察台２台          ６００千円 

医療従事者移動用自動車購入  １，７９１千円 

その他費用            １４８千円 

県支出金             ９００千円 

一般財源           ６，０３９千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 １１１１．．．．総務費総務費総務費総務費    １１１１．．．．公共下水道施設管理費公共下水道施設管理費公共下水道施設管理費公共下水道施設管理費    ３３３３．．．．施設整備費施設整備費施設整備費施設整備費 

事業名称 社会資本整備総合交付金社会資本整備総合交付金社会資本整備総合交付金社会資本整備総合交付金事業事業事業事業    １７７１７７１７７１７７,,,,００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 基盤整備課下水道係） 

    

（公共下水道特別会計） 

平成２４年度に計画を策定した白川クリーンセンターの長寿命化計画に基づき、平成２９年度まで施設の改修

更新を行います。 

汚泥脱水機機械設備及び脱水機関連電気設備の更新を、平成２７～２８年度の２箇年で行い、水処理機械の曝

気装置（４基）の更新工事を行います。 

また、村内の浄化槽及びし尿汚泥を白川クリーンセンターで共同処理するため、センターを改造し汚泥の受入

施設を作ります。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

 工事請負費   ８７，０００千円 

（脱水機、機械・電気） 

 工事請負費   ７６，０００千円（曝気装置） 

工事請負費   １４，０００千円（受入施設） 

 社会資本整備総合交付金  ９９，６２０千円 

 下水道事業債       ３７，５００千円 

 過疎対策事業債      ３７，５００千円 

 一般会計繰入金       ２，３８０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    １１１１．．．．介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス等諸費等諸費等諸費等諸費    １１１１．．．．居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 

事業名称 居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費    １１１１１１１１１１１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

（介護保険特別会計） 

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します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金        １１１，０００千円 

 

国庫負担金        ２２，１５０千円 

国庫補助金          ５，５４９千円 

県負担金         １３，９２５千円 

支払基金交付金      ３２，１９０千円 

一般会計繰入金      １３，８７５千円 

一般財源(保険料)     ２３，３１１千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    １１１１．．．．介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス等諸費等諸費等諸費等諸費    ２２２２．．．．施設介護施設介護施設介護施設介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 

事業名称 施設介護施設介護施設介護施設介護サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費    ５０５０５０５０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

（介護保険特別会計） 

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します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金          ５０，０００千円 

 

国負担金          ７，５００千円 

国庫補助金         ２，５００千円 

県負担金          ８，７５０千円 

支払基金交付金      １４，５００千円 

一般会計繰入金       ６，２５１千円 

一般財源(保険料)     １０，４９９千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    ２２２２．．．．介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス等諸費等諸費等諸費等諸費    １１１１．．．．介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 

事業名称 介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費    ３３３３，，，，５００５００５００５００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

（介護保険特別会計） 

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します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金          ３，５００千円 

 

国負担金            １５０千円 

国庫補助金           １７５千円 

県負担金            ４８７千円 

支払基金交付金       １，０１５千円 

一般会計繰入金         ４３８千円 

一般財源(保険料)      １，２３５千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    ４４４４．．．．高額介護高額介護高額介護高額介護サービスサービスサービスサービス等費等費等費等費    １１１１．．．．高額介護高額介護高額介護高額介護サービスサービスサービスサービス費費費費 

事業名称 高額介護高額介護高額介護高額介護サービスサービスサービスサービス費費費費    ３３３３，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

（介護保険特別会計） 

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

軽減します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金     ３，０００千円 

 

国負担金           ６００千円 

国庫補助金          １５０千円 

県負担金           ３７５千円 

支払基金交付金        ８７０千円 

一般会計繰入金        ３７５千円 

一般財源(保険料)       ６３０千円 
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村村村村    のののの    取取取取    組組組組    むむむむ    主主主主    要要要要    施施施施    策策策策    

    

予算科目 ２２２２．．．．保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費    ５５５５．．．．特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護サービスサービスサービスサービス等費等費等費等費    １１１１．．．．特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護サービスサービスサービスサービス費費費費 

事業名称 特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護サービスサービスサービスサービス費費費費    １４１４１４１４，，，，００００００００００００千円千円千円千円    （担当： 村民課 健康福祉係） 

    

（介護保険特別会計） 

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します。 

〔〔〔〔    主主主主    なななな    経経経経    費費費費    内内内内    訳訳訳訳    〕〕〕〕    〔〔〔〔    財財財財    源源源源    〕〕〕〕    

負担金         １４，０００千円 

 

国負担金          ２，６４０千円 

国庫補助金           ６９９千円 

県負担金          １，９０９千円 

支払基金交付金       ４，０６０千円 

一般会計繰入金       １，７５０千円 

一般財源(保険料)      ２，９４２千円 

 


