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平成２８年度当初予算（案）の概要について 

 

 

人としごとのながれをつくり 選ばれる町 みのわを目指して 
 

平成３１年度箕輪町一般会計予算額 

９９９９３３３３億億億億３３３３,,,,６６６６００万円００万円００万円００万円    

（前年度比 ＋4,000万円、＋0.4％） 

●平成３０年度からの繰越額      ６億２，０５８万９千円 

●平成３１年度当初予算との合計額 ９９億５，６５８万９千円 

 

 

 

 

  

 

２８年度主要施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度一般会計予算の概要について 

❏予算編成にあたって 

町の人口は、２万５千人台を維持しており、これまで実施してきた移住定住施策の一定の

成果があったものと評価しているところです。 

平成３１年度は、第５次振興計画の４年目の年として、さらに力強く人口減少時代に対応し

た施策をはじめとした、箕輪チャレンジ事業を重点的に展開し、「住みたい町」「働きたい町」

「育てたい町」を３本の柱に活力ある地域社会を築いてまいります。 

 

人口減少対策として、「みのわＵ・Ｉターン応援プロジェクト」により若者、女性、子育て世代

の箕輪町へのＵ・Ｉターン推進や、子育て支援・教育施策の深化、充実を図るほか、木下の保

育園については、早期の開園を目指し事業を進めてまいります。 

また、安全・安心のまちづくりについては、防犯外灯整備や夜光反射材の普及などのほ

か、専用の車輌による常時の安全・安心パトロール体制を整えてまいります。 

産業支援としては、「農業応援団計画」や「工業ビジョン」に基づく施策を進め、地域の活力

と働きがいを生む産業づくりを進めてまいります。 

資料 1-1 
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❏歳入 
  

単位：千円、％ 

款款款款    
本年度本年度本年度本年度    

予算額予算額予算額予算額    

構成構成構成構成

比比比比    

前年度前年度前年度前年度    

予算額予算額予算額予算額    

構成構成構成構成

比比比比    
比比比比    較較較較    増減率増減率増減率増減率    

１．町税 3,450,000 37.0 3,370,000 36.3 80,000 2.4 

２．地方譲与税 101,000 1.1 99,000 1.1 2,000 2.0 

３．利子割交付金 4,000 0.0 3,000 0.0 1,000 33.3 

４．配当割交付金 8,000 0.1 7,000 0.1 1,000 14.3 

５．株式等譲渡所得割交付金 12,000 0.1 12,000 0.1 0 0.0 

６．地方消費税交付金 512,000 5.5 510,000 5.5 2,000 0.4 

７．環境性能割交付金 5,000 0.0 0 0.0 5,000 皆増 

８．自動車取得税交付金 12,000 0.1 21,000 0.2 △9,000 △42.9 

11．地方特例交付金 23,000 0.2 13,000 0.1 10,000 76.9 

12．地方交付税 1,820,000 19.5 1,820,000 19.6 0 0.0 

13．交通安全対策特別交付金 2,000 0.0 3,000 0.0 △1,000 △33.3 

14．分担金及び負担金 249,017 2.7 241,718 2.6 7,299 3.0 

15．使用料及び手数料 48,462 0.5 48,885 0.5 △423 △0.9 

16．国庫支出金 661,851 7.1 647,736 7.0 14,115 2.2 

17．県支出金 557,668 6.0 473,195 5.1 84,473 17.9 

18．財産収入 7,049 0.1 18,472 0.2 △11,423 △61.8 

19．寄附金 61,103 0.7 60,003 0.6 1,100 1.8 

20．繰入金 435,517 4.7 479,642 5.2 △44,125 △9.2 

21．繰越金 300,000 3.2 320,000 3.4 △20,000 △6.3 

22．諸収入 396,833 4.2 399,549 4.3 △2,716 △0.7 

23．町債 669,500 7.2 748,800 8.1 △79,300 △10.6 

歳歳歳歳    入入入入    合合合合    計計計計    9,336,0009,336,0009,336,0009,336,000    100.0100.0100.0100.0    9,296,0009,296,0009,296,0009,296,000    100.0100.0100.0100.0    40,00040,00040,00040,000    0.40.40.40.4    

 

 

平成３１年度一般会計歳入歳出予算款別一覧表 
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❏歳出 
  

単位：千円、％ 

款款款款    本年度予算額本年度予算額本年度予算額本年度予算額    
構成構成構成構成

比比比比    
前年度予算額前年度予算額前年度予算額前年度予算額    

構成構成構成構成

比比比比    
比比比比    較較較較    増減率増減率増減率増減率    

１．議会費 102,992 1.1 104,089 1.1 △ 1,097 △1.1 

２．総務費 1,309,754 14.0 1,337,296 14.4 △ 27,542 △2.1 

３．民生費 2,668,740 28.6 2,516,887 27.1 151,853 6.0 

４．衛生費 1,064,508 11.4 1,207,964 13.0 △143,456 △11.9 

６．農林水産業費 521,302 5.6 523,907 5.6 △2,605 △0.5 

７．商工費 508,715 5.5 507,242 5.5 1,473 0.3 

８．土木費 935,980 10.0 963,763 10.4 △ 27,783 △2.9 

９．消防費 399,058 4.3 348,142 3.7 50,916 14.6 

10．教育費 896,003 9.6 824,307 8.9 71,696 8.7 

11．災害復旧費 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0 

12．公債費 895,948 9.6 929,403 10.0 △ 33,455 △3.6 

14．予備費 30,000 0.3 30,000 0.3 0 0.0 

歳歳歳歳    出出出出    合合合合    計計計計    9,336,0009,336,0009,336,0009,336,000    100.0100.0100.0100.0    9,296,0009,296,0009,296,0009,296,000    100.0100.0100.0100.0    40,00040,00040,00040,000    0.40.40.40.4    
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歳入グラフ 

町税 ３７．０％

地方交付税

１９．５％

町債

７．２％

国庫支出金

７．１％

繰入金

４．７％

県支出金

６．０％

諸収入

４．２％

繰越金

３．２％

分担金及び負担金

２．７％

その他譲与税等

８．４％

歳出グラフ 

議会費

１．１％

総務費

１４．０％

民生費

２８．６％

衛生費

１１．４％

農林水産業費

５．６％

商工費

５．５％

土木費

１０．０％

消防費

４．３％

教育費

９．６％

災害復旧費

０．０％

公債費

９．６％

予備費

０．３％

 



 

 

- 5 -

 

 

    

・○新  新規事業  ・□拡  拡充事業  ・□継  継続事業  ・チャレ 箕輪チャレンジ事業 

 

 

 

 

① 町長への手紙              ○新 チャレ 

町民の意見を町政に反映するため、「町長への手紙」を実施します。 

寄せられた意見をデータベース化し、情報共有を図ることで政策の立案、改善につなげ、 

住民満足度の向上を図ります。 

 

② 安全・安心のまちづくり （セーフコミュニティ関連） 1,028 万4 千円 □拡□継 チャレ 

  セーフコミュニティ活動は各地区への広がりや町民への浸透が徐々に図られています。平成

31 年度は、専用車で町内巡視する「安全安心パトロール」事業を開始し、更なる安全で安心な

まちづくりを目指します。 

 

③ 防犯外灯増設事業    975 万2 千円  □継  チャレ  

   暗い夜道をできるだけ少なくし、より安心感を高めるため、防犯外灯の増設を進めます。 

 

④ 高齢者運転免許自主返納奨励事業     100 万円  □継  チャレ 

高齢者が加害者となる交通事故を減らす方策の一つとして、運転免許証の返納を促すため、

返納した高齢者の方へ交付金を交付します。 

 

⑤ 防災行政無線用戸別受信機整備   1,002 万4 千円 ○新   

   災害などから命と暮らしを守るため、防災行政無線戸別受信機を一人暮らしの高齢者世帯を

中心に希望者に計画的に整備します。 

 

⑥ ハザードマップ作成（更新）事業     74 万８千円 ○新  チャレ 

１，０００年に一度の洪水を想定したハザードマップを作成、全戸配布し、防災意識の向上を

図ります。 

 

平成３１年度予算の主な重点・新規事業 

❏１１  人人のの「「ＷＷａａ！！」」がが輝輝くくままちち  
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⑦ 消防施設等整備事業     2,895 万9 千円   

耐震性防火水槽2 基の整備と消防団車両更新（第3 分団積載車）を行います。 

 

⑧ 若者・女性活躍推進事業    994 万1 千円  □拡□継  チャレ 

   これからの町を担うキーとなる若者・女性に焦点をあて、女性の社会参加を積極的に促すた

め、アクションプランに沿って事業を推進します。また、企業における女性の働きやすい環境整

備への補助を新たに創設します。 

 

⑨ 移住定住促進事業 若者世帯定住促進事業    □拡□継  チャレ 

   人口減少に歯止めをかける移住定住施策を「みのわＵ・Ｉターン応援プロジェクト」として引続

き進めるとともに、箕輪町の知名度向上に向けた取組みを推進してまいります。 

   ・若者世帯定住支援事業           2,900 万円 （拡大） 

   ・空き家改修費・片付け補助事業       350 万円 （継続） 

   ・空き家解体補助事業              100 万円 （継続） 

   ・箕輪町若者同窓会支援補助金         30 万円 （新規） 

   ・Ｕ・Ｉターン応援就労・起業支援補助金    220 万円 （新規） 

   ・Ｕ・Ｉターン応援特定人材就労奨励金     300 万円 （新規） 

   ・Ｕ・Ｉターン応援就職活動支援補助金      20 万円 （新規） 

   ・Ｕ・Ｉターン応援奨学金返還支援補助金     76 万8 千円 （新規） 

・移住体験ツアーの開催               122 万8 千円 

・みのわファンクラブの推進、女性Ｕ・Ｉターン相談会、町の魅力発信の充実（ＨＰ、ＳＮＳなど） 

 

⑩ 集会施設改修等補助事業      1,852 万7 千円  □拡  チャレ 

地区の公民館、集会施設の新築、改修に対し補助率２分の１を上限として補助を行います。 

 

⑪ 生ごみの減量化     848 万1 千円  □継  チャレ 

   生ごみ資源化モデル事業（町内４地区で実施）、生ごみ処理機補助金、「生ごみひとしぼり運

動」を実施し、さらなる可燃ごみの減量化を図ります。 

 

⑫ 木ノ下駅公衆トイレ建設     1,493 万1 千円  ○新   

   ＪＲ木ノ下駅については、公衆用トイレがなく利用者に不便をおかけしておりましたが、安心し

て飯田線の活用ができるよう駅舎付近に新たに公衆トイレの建設を進めます。 
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① 「箕輪町健康づくり推進条例」    

  「箕輪町受動喫煙防止条例」の制定   17 万1 千円  ○新  チャレ 

町の皆さんが生涯にわたって健やかにいきいきと暮らせる健康長寿の町を目指し、「箕輪町

健康づくり推進条例」「箕輪町受動喫煙防止条例」を制定します。 

 

② 健康ポイント事業の推進   111 万9 千円  □拡  チャレ 

   ポイントとなる対象事業を地域や企業などが行っている事業にも拡大することで幅広い年代

の参加を図ることで、さらに参加促進を進めます。 

 

③ 各種がん検診事業    3,177 万4 千円  □継  チャレ 

各種がん検診のほか、２０歳時にピロリ菌検査、４２歳と４５歳で血液検査で胃がんの発生リ

スクを評価するＡＢＣ検診を行います。また、子宮頸がん検診については検診実施機関を拡充

し、より受診しやすい環境を整えます。 

 

④ フッ化物洗口・フッ素塗布事業    92 万2 千円  ○新   

乳幼児期から学童期までのむし歯予防として、フッ化物洗口をモデル園とモデル校で行うほ

か、２歳児健診時におけるフッ素塗布を開始します。 

 

⑤ 「看護小規模多機能型居宅介護事業所」の整備支援  4,770 万円  ○新    

要介護度が高くなった方や医療的ケアが必要になった方でが、できるだけ自宅を中心として

日常生活を送ることができるよう、宿泊、通い、訪問サービスを一体的に提供することができる

施設「看護小規模多機能型居宅介護事業所」の整備に対して補助を行います。 

 

⑥ 障がい者地域活動支援センター事業     

「みのわ～れ」「みのあ～る」の運営    1,091 万4 千円  □継  チャレ 

   障がい者の新たな居場所として障がい者地域活動支援センター「みのわ～れ」とそのサテラ

イトと位置付ける「みのあ～る」について引続き事業に取り組みます。 

 

⑦ 地域ふれあいサロン支援事業   100 万円  □継  チャレ 

住民同士が支え合い地域において自立した日常生活を営むことができるよう、地域住民が運

営するサロンについて備品整備などの支援を行うものです。 

❏２２  支支ええ合合いい、、健健ややかかにに心心豊豊かかにに暮暮ららせせるるままちち 
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① 産婦健康診査補助     220 万9 千円  ○新  チャレ 

   出産後の妊婦に対し、産後１ヵ月頃までに２回心身状態をチェックすることで、産後うつなど

の早期発見と支援につなげるための、産婦健康診査への補助を開始します。 

 

② 子育て支援サイト更新    847 万円  ○新  チャレ 

子育て支援サイト「いいね！みのわっ子」をリニューアルし、子育て支援アプリとともに子育

て世代への情報発信手段として、更なる活用を図ります。 

 

③ 保育支援システムの導入   714 万2 千円  ○新   

 全保育園に、園児の出欠、発達記録、健康発育記録を管理する保育支援システムを導入し、

就学に向けての保育士が行う事務の効率化を図り、保育士が働きやすい職場環境の整備を進

めます。 

 

④ 木下保育園建設事業（実施設計等）   4,443 万4 千円 □継  

   木下保育園建設に向た実施設計、土地改良区に対する補償を行います。 

 

⑤ 保育施設長寿命化事業     2,917 万7 千円   □継  

三日町保育園の長寿命化工事として、屋根及び外壁の改修を実施します。 

 

⑥ 保育園施設整備事業（空調設備設置）    3,000 万円  □拡   

  厳しい暑さが日常的になりつつある夏の保育園児の負担を軽減するため、上古田保育園、

東みのわ保育園、長田保育園の保育室にエアコンを設置し、保育環境の改善を進めます。 

 

⑦ 結婚支援の推進    298 万7 千円  □継  チャレ 

   アドバイザーによる相談・マッチング・お見合などにより、個々の状況に応じた支援を行いま

す。また、出会いの機会を創出するとともに、自己研鑚や将来を見据えた人生設計を考えるセミ

ナーを開催します。 

 

 

❏３３  「「家家族族ににななろろうう」」とといいええるるままちち 
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① 産業支援センターみのわを核とした 

新たな働き方プロジェクト     708 万4 千円  □継  チャレ 

   産業支援センターみのわを核とした新たな働き方プロジェクトとして、「クラウドソーシング人

材育成事業」を行い、時間や場所を選ばず仕事ができる環境をつくることで、女性や若者などの

働き方の選択肢を広げます。  

 

② 工業への支援の強化      □拡  チャレ 

   町発展の基礎となる産業、特に工業への支援を強化します。 

（ア）工場等設置事業補助事業      4,784 万5 千円  継 

企業誘致の促進と施設の近代化を図るため、工場等の新増設、用地取得に係る経費に対し

ての補助を行います。 

（イ）新技術及び新製品開発事業補助金   500 万円  継 

中小企業者が新分野や新事業への展開を目的に行う、新技術・新製品の開発等に対して補

助を行います。 

（ウ）知的財産権申請料補助金    32 万円  継 

.中小製造業者の新たな製品や技術開発による企業価値や資質の向上を図るため、特許権、

実用新案権の出願料等に対して補助を行います。    

(エ)工業製品試験手数料及び設備利用料補助金   30 万円  継 

中小製造業者の製品開発経費の負担を軽減し、開発意欲を高めるため、工業技術総合セン

ターでの試験料等手数料に対して補助を行います。 

(オ)産業に関する国際規格等取得補助金   100 万円  新 

企業の競争力強化のため、産業に関する国際規格や日本規格の取得に対して補助を行います。 

(カ) 中小企業共同事業促進補助金    120 万円  新 

企業の競争力強化のため、共同で行う経営改善及び共同受注のための研究や、共同受注等

の新規販路開拓ににかかる経費に対して補助を行います。 

(キ) 事業承継支援補助金    40 万円 新  

   経営者の高齢化や後継者不足に関する課題解決のため、県事業承継ネットワークの支援の

ほか、相談料や手続きなどに要する経費に対して補助を行います。 

 

❏❏４４  産産業業がが輝輝きき、、働働くく場場所所にに恵恵ままれれたたままちち  
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③ 飲食店創業支援補助金    200 万円  ○新  チャレ 

住民満足度調査での「飲食店や娯楽施設が少ない」というご意見に対する取組みとして、飲

食店を開店する際に要する経費に対して補助を行い、住民満足度の向上と商業の活性化を進

めます。 

 

④  農業応援団事業       □継  チャレ 

   農地が農地として使われ続けるために、生産者だけでなく地域全体で町の「農」を支えるとと

もに、「農ある暮らし」を魅力として町を発信します。 

(ア)  農ある暮らしを楽しむ「部活動」 ～みそ部～    27 万 2 千円   新 

味噌・米・醤油といった生活必需品を自給する「農ある暮らし」を町の魅力と位置付け、原材料

の栽培から加工まで、通年で体験する場を提供します。町民が農地を使う理由をつくること、町

外者が農を切り口として、通年訪れる理由づくりにつなげます。初年度となる平成 31 年度は、

味噌づくりを学びます。 

(イ) 交流菜園事業    63 万 6 千円  拡 

農家の指導付き町民菜園により、農ある暮らしのスタートアップ支援を行うとともに、都市住

民の利用者も募集、住民との交流を含め農を切り口とした都市農村交流を推進します。 

平成 31 年度は区画数を１６区画から２１区画に増やします。 

(ウ) 食を通じた農の魅力再発見事業（地域おこし協力隊事業）   367 万6 千円 継 

 料理人の地域おこし協力隊により、食を切り口として町の農産物を「活かし・楽しみ・食べる」 

場を提供することで、町民の地産地消や農ある暮らしの魅力の再発見を促進します。 

(エ) 保育園、学校給食の地産地消   18 万 8 千円  新 

 生産者や農業生産法人と協力し、作付量を増やすとともに、一時的にとれる野菜を冷蔵保

管し、長期的に供給するための保冷庫を借用することなどにより、供給量を増やし、保育園・

小中学校の町内産農産物の供給量向上に向け取り組みます。 

 

⑤ 農業機械等導入事業補助金    700 万円  ○新   

意欲ある担い手の育成・確保を推進するため、農業用機械や農業用生産施設の導入費用の

一部に対して補助を行います。 

 

⑥ にこりこ一帯リニューアル事業   200 万円  □継   

にこりこ一帯を核とした町と農業の活性化を図るため、将来像を検討します。 
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⑦ 松林保護樹林帯造成・松くい虫伐倒くん蒸事業  3,671 万3 千円  □継  

  松くい虫の被害を最小限に抑え、北上を防ぐため、福与地区での樹種転換事業を進めます。 

 

⑧ 2019 みのわ祭りの開催   800 万円  □継  

今まで以上に多くの皆様の参画をいただき、より大勢の町民が楽しむことができる祭りとして

実施してまいります。 

 

 

 

 

 

① 道路等改良整備・維持補修事業  9,842 万円  □継  

各区からの要望による道路等改良整備・維持補修事業を行います。 

 

② 社会資本整備総合交付金事業        １億 7,898 万円  □継  

社会資本整備総合交付金事業 （繰越）  1億 4,700 万円  □継  

町道6・316号線などの改良工事、町道1号線の舗装修繕工事、橋梁長寿命化のための補修

などを進めます。 

 

③ 交通安全対策事業   335 万円  □継  

グリーンベルトなど交通安全施設の整備を引続き進めます。 

 

④ 危険ブロック塀等撤去事業補助金   200 万円  □継  

倒壊したブロック塀等による歩行者保護や避難・緊急車両の通行等の確保のため、危険ブロ

ック塀の撤去に係る補助を実施します。（平成３０年１０月創設） 

 

⑤ 公営住宅の整備と長寿命化    1,225 万4 千円  □継  

   昨年に引続き老朽化した長岡公営住宅の屋根の修繕を行うほか、上古田公営住宅集会所の

耐震補強工事を行います。 

 

⑥ 下水道接続推進事業        315 万円 □継  

下水道未接続世帯の接続を促進するため、補助金を交付し、下水道の普及と水洗化率向上

に取組みます。 

❏❏５５  住住みみややすすいい都都市市基基盤盤ををみみんんななででつつくくるるままちち  



 

 

- 12 -

⑦ 下水道ストックマネジメントの策定    5,043 万4 千円  ○新  

   下水道ストックマネジメント計画を策定し、将来必要となる施設更新費用の把握と事業の平準

化を図ることで事業を安定的に持続し、将来にわたる安定経営基盤の強化を図ります。 

 

⑧ 農業集落排水処理施設北小河内処理場の機能強化   7,010 万円 ○新  

農業集落排水処理施設の北小河内処理場の機能強化のための実施設計、処理機能調整工

事（平成31 年度から平成32 年度）を行います。 

 

 

 

 

  
  
① ＩＣＴ環境整備（児童生徒用タブレット）    964 万円  □拡  

小学校でのＩＣＴ活用能力をさらに進めるため、整備済みの西小学校（15 台）、中部小学校（35

台）に加え、北小学校へ児童用タブレット 35 台を導入します。 

また、中学校については、生徒用、教員用タブレット 140 台を更新します。 

 

② ＩＣＴ環境整備（大型提示装置）           544 万円  ○新  

中学校に設置している大型提示装置を最新機能が搭載されたプロジェクターに更新します。 

 

③ 標準学力調査の実施    176 万8 千円  ○新  

小学校５年生以上の児童、生徒を対象に標準学力調査を行い、結果を同学年の全国標準と

比較することで基礎学力の定着を確認し、児童・生徒の学力向上のための指導につなげます。 

 

④ 学童クラブ 北部教室改築       1,675 万1 千円 ○新  

児童数の増加に伴い北部教室改築し、健全な学童保育環境を整えます。 

 

⑤ 小中学校の空調設備設置（繰越）    3億 352 万円 ○新  

厳しい暑さが日常的になりつつある夏の児童、生徒の負担を軽減するため、小中学校の教

室等にエアコンを設置し、学校の環境の改善を進めます。 

 

⑥ 第６０回箕輪町町内一周駅伝大会記念事業   199 万7 千円  ○新  

   箕輪町町内一周駅伝大会の第６０回記念事業として、記念誌の作成や講演会等を行います。 

❏❏６６  学学びび合合いい、、共共にに育育ててるるふふるるささととののままちち  
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⑦ みのわナイトウォーク＆ランイベントの開催   797 万7 千円  □継  チャレ 

町民の皆様はもとより、箕輪町に町外・県外等から訪れ参加していただき、町の知名度向上

や交流人口の増を図るとともに、住民参加型による町民の一体感や町の魅力を向上させるよう、

みのわナイトウォーク＆ランイベントを開催します。 

 

⑧ フェンシング競技力向上事業   100 万円  □継  チャレ 

フェンシングの競技力向上のため、元ナショナルチームコーチによる選手強化や育成を図る

ための講習会などを開催し、競技力や指導力の向上を目指します。 

 

⑨ 図書館施設改修               206 万4 千円  ○新  

   図書館南庭を、誰もが気軽に使える広場に改修し、おはなし会などの催し物の会場として活

用を図ります。また、世代間交流室なごみーなの照明LED化工事を行います。 

 

⑩ 町民体育館・武道館耐震の改修      1,944 万円  ○新  

   建築後４０年以上が経過した町民体育館・武道館を、安全で快適な施設にするための耐震改

修実施設計を行います。 

 

⑪ 博物館耐震診断      912 万3 千円  ○新  

   今後の博物館のあり方について、博物館協議会としての意見の取りまとめを行うとともに、郷

土博物館の耐震診断を実施します。 
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区分 事 業 内 容 要  因 減額（千円） 

削減 燃料費の削減 
庁舎空調設備の改修に伴う削減に

よる 

△1,620 

廃止 日本語教室交付金 教室運営組織の自主運営化による △300 

廃止 特別自主番組制作委託 費用対効果の検証による △378 

見直し 知名度向上フェア 開催方法等の見直しによる △1,022 

見直し 空き家解体事業補助金 実績等を考慮した見直しによる △1,000 

見直し 
総合福祉券事業 

重度要介護高齢者等介護手当 
対象者及び金額の見直しによる △1,905 

見直し 長寿祝金等交付事業 対象年齢及び金額の見直しによる △205 

見直し 未来を担う若者正規雇用補助金 実績等を考慮した見直しによる △1,000 

見直し 農業サポーター制度 
利用希望農家数等を考慮した見直

しによる 

△1,070 

見直し 販路拡大・PR等推進事業 
希望農家数、対外的な農を PR する

コンテンツ等考慮した見直しによる 

△520 

見直し 農産物等販路拡大推進補助金 
ニーズの減による見直し 

希望者掘り起し検討 

△700 

見直し 通学路整備委託料 
森林伐採３ヵ年計画最終年 

対象面積の減による 

△1,283 

見直し 
みのわナイトウォーク＆ランイベ

ント 

イベント内容、運営形態等の見直し

による 

△600 

見直し フェンシング全国大会 
大会開催日数、運営体制等見直し

による 

△3,600 

終了 土地開発公社 土地開発公社解散による － 

合   計 △15,203 

 

見直し事業の主なもの 


