
【№１】

　総務費・民生費(1) (単位：千円）

科　　目 事     業     名 決 算 額

総 務 費 まちづくり委員会費 1,906 一般財源 1,906 まち普請志民の会提言書印刷製本費 647

宇都宮大学との共同研究委託 750

その他 509

公用車更新事業 7,740 一般財源 7,740 公用車購入（5台） 7,085

手数料等 655

庁舎等整備費 12,852 一般財源 12,852 役場第三庁舎賃借料（４月から９月分） 12,852

生活路線バス運行補助 4,800 一般財源 4,800 第３種生活路線バス運行維持に対する補助

 ①宇都宮東武～ＪＲ宇都宮駅～元気あっぷむら～杉山 1,058

 ②宇都宮東武～ＪＲ宇都宮駅～宝積寺～杉山 2,466

 ③宇都宮東武～ＪＲ宇都宮駅～氏家駅前～喜連川温泉 1,276

防犯施設費 4,903 一般財源 4,903 防犯灯設置工事　（200基） 4,200

防犯灯修繕、電気料 703

防犯灯補助 3,414 一般財源 3,414 行政区防犯灯補助（修繕、電気料等）　 3,414

行政評価推進費 5,544 一般財源 5,544 行政評価推進業務（地域経営計画策定・第三者評価） 5,544

広報発刊費 14,604 国県補助 132 広報たかねざわ(14万4百部)、予算のあらまし（1万8百部）、

一般財源 14,472 町地域経営計画（1万2百部）の発行及び折込委託 12,272

町政だより(24万6千部)の発行及び折込委託 2,332

行政情報ネットワーク運営費 7,904 一般財源 7,904 ネットワーク（サーバ・パソコン535台）維持運営 7,904

たかねピア関連事業補助 11,168 一般財源 11,168 公民館整備事業補助（金井・太田） 10,939

太鼓修理事業補助（南区お囃子保存会） 60

多目的広場整備事業補助（石末北部） 169

たかねピア関連事業補助 9,739 一般財源 9,739 公民館整備事業補助（花岡東上） 9,739

（繰越分）

町議会議員選挙費 4,268 一般財源 4,268 職員給与費 970

町議会議員選挙費 3,298

衆議院議員選挙費 13,887 国県補助 13,879 職員給与費 6,200

一般財源 8 投票管理者等報酬 1,129

衆議院議員選挙費 6,558

国勢調査費 11,710 国県補助 11,710 国勢調査（全町205調査区）事務費 11,710

民 生 費 重度心身障害者医療費助成 32,144 国県補助 16,073 重度心身障害者医療費助成（受給者:420人） 32,128

事業費 一般財源 16,071 その他 16

町社会福祉協議会補助 23,384 一般財源 23,384 町社会福祉協議会補助 23,384

障害者支援事業 38,695 国県補助 15,193 精神障害者ホームヘルプ事業費（2人） 1,406

一般財源 23,502 福祉タクシー助成（タクシー券交付者:150人） 1,768

更生医療給付（44人） 6,427

補装具交付費（596件） 12,054

日常生活用具給付費（10件） 813

特定疾患者見舞金（受給者:88人） 1,760

障害者地域生活相談支援事業委託 5,915

障害児養育支援事業委託（学齢障害児の放課後等預り） 5,920

精神障害者短期入所事業費 240

施設福祉医療給付(知的障害者入所施設入所者の医療給付) 2,223

その他 169

平 成 １７ 年 度　主 要 施 策 の 執 行 状 況

財  源  内  訳 説                                  明



【№２】

　民生費（２） (単位：千円）

科　　目 事     業     名 決 算 額

民 生 費 支援費支給事業 188,318 国県補助 141,187 居宅生活支援費（利用者:40人） 30,038

一般財源 0 施設訓練等支援費（利用者:63人/入所32人・通所31人） 157,603

その他 677

シルバー人材センター補助 8,300 一般財源 8,300 シルバー人材センター補助 8,300

介護保険特別会計繰出金 187,038 一般財源 187,038 介護保険特別会計繰出金 187,038

高齢対策費 35,993 国県補助 218 老人保護措置費（延べ86人） 15,328

一般財源 35,775 緊急通報事業委託（延べ899人） 2,688

いきいき在宅介護支援通所事業委託 16,738

   （うち社会福祉協議会 16,224千円）

いきいき在宅介護ホームヘルプ事業委託(対象8人

延べ91回） 1,009

その他 230

在宅介護支援センター事業費 6,985 国県補助 5,276 在宅介護支援センター業務委託 6,985

一般財源 1,709

敬老会事業 8,407 一般財源 8,407 敬老祝金（236人） 5,490

敬老会記念品 2,360

その他 557

介護者報償事業費 5,208 一般財源 5,208 ねたきり老人等介護者報償（上半期81人、下半期80人） 5,208

町老人クラブ育成活動費補助 2,450 国県補助 1,334 老人クラブ育成活動費補助（39団体） 1,708

一般財源 1,116 町老人クラブ連絡協議会補助 742

社会福祉施設整備費等補助 71,400 国県補助 16,875 社会福祉施設（特別養護老人ホーム）整備費補助 71,400

他の特財 48,786

一般財源 5,739

地域児童福祉対策費 36,826 国県補助 6,456 放課後児童対策事業（阿小102人、西小94人、北小34人、

一般財源 30,370 中央小38人、東小47人、上高小27人    計342人） 10,074

児童館管理費 916

みんなのひろば運営費 13,772

きのこのもり運営費 12,064

児童手当給付費 148,440 国県補助 129,628 児童手当給付（受給者数 2,251人） 148,440

一般財源 18,812   ・３歳未満被用者　　 449人/月

  ・　　〃　　非被用者　141人/月

  ・　　〃　　特例給付　241人/月

　・小学校第3学年修了前被用者　　   1,077人/月

　・　 　　  　　〃　 　  　　　非被用者　 　 342人/月

乳幼児医療費助成事業費 51,082 国県補助 24,108 乳幼児医療費助成（延べ19,120件） 50,114

一般財源 26,974 その他 968

妊産婦医療費助成事業費 12,327 国県補助 6,015 妊産婦医療費助成（延べ1,750件） 12,051

一般財源 6,312 その他 276

ひとり親家庭医療費助成 5,529 国県補助 2,572 ひとり親家庭医療費助成（延べ1,505件） 5,380

事業費 一般財源 2,957 その他 149

平 成 １７ 年 度　主 要 施 策 の 執 行 状 況

財  源  内  訳 説                                  明



【№３】

　衛生費・労働費・農林水産業費（１） (単位：千円）

科　　目 事     業     名 決 算 額

衛 生 費 予防接種事業 30,498 一般財源 30,498 個別予防接種（郡市医師会・町医師団委託） 28,195

　・三種混合（1,376人）　・日本脳炎（170人）　

　・風しん（508人）　・麻しん（349人）　・インフルエンザ

　（3,215人：対象者は65歳以上の高齢者）

集団予防接種 2,303

　・ポリオ（332人）　・ＢＣＧ（312人）　・ニ種混合（331人）

健康づくり推進事業費 2,942 一般財源 2,942 「健康たかねざわ元気計画」策定 2,942

老人保健事業費 33,437 国県補助 5,599 老人保健法に基づく健康診査事業 28,735

他の特財 6,431 基本健康診査（2,668人）、胃がん検診（1,793人）、肺がん

一般財源 21,407 検診（2,251人）、大腸がん検診（1,806人）、子宮がん検診

（1,037人）、乳がん検診（1,351人）、骨密度検診（1,823人）、

肝炎ウィルス検診（236人）、歯周疾患検診（68人）

その他の事業 4,702

健康教育（78回　1,905人）、健康相談（109回　2,867人）、

機能訓練（48回　194人）、訪問指導（140人）

水道事業会計出資金 156,752 地 方 債 47,700 水道事業会計出資金 156,752

一般財源 109,052

水道未普及地区給水工事 24,800 一般財源 24,800 北部地区給水工事補助 20,200

補助 西部地区給水工事補助 4,600

環境保全調査費 8,000 一般財源 8,000 自然環境基礎調査業務委託（宇都宮大学） 8,000

合併処理浄化槽設置費補助 27,891 国県補助 16,734 合併処理浄化槽設置費補助

一般財源 11,157 　・５人槽　23基 8,142

　・７人槽　43基 17,673

　・10人槽 　4基 2,076

リサイクル事業費 10,672 他の特財 29 エコ・ハウスたかねざわ管理運営委託（ＮＰＯ法人） 9,744

一般財源 10,643 その他 928

一般廃棄物処理費 111,906 他の特財 40,091 一般廃棄物収集運搬業務委託 93,491

一般財源 71,815 　 （可燃、資源、古紙、ペットボトル、生ごみ、粗大ごみ等）

ごみ収集推進事業 18,415

 　（収集袋、コンテナ、販売業務委託料等）

広域行政組合負担金 258,254 一般財源 258,254 斎場管理費 26,297

清掃総務費 33,418

塵芥処理費 92,534

し尿処理費 97,390

救急医療対策費 8,615

労 働 費 勤労者対策費 10,000 他の特財 10,000 勤労者住宅資金融資の原資預託 10,000

農林水産 町農業振興資金利子補給 1,550 他の特財 2 農業近代化資金及び農林漁業金融公庫資金等の

 業費 一般財源 1,548 利子補給 1,550

畜産環境対策事業費補助 797 一般財源 797 家畜排泄物防臭消臭剤購入費補助 797

農業用廃プラスチック 781 一般財源 781 農業用廃プラスチック処理補助 781

処理補助

農作物広域共同防除 1,550 一般財源 1,550 共同防除事業（無人ヘリ水稲防除、一斉野芝焼き、

事業費補助 野鼠及び有害鳥獣駆除） 1,550

財  源  内  訳 説                                  明

平 成 １７ 年 度　主 要 施 策 の 執 行 状 況



【№４】

　農林水産業費（２） (単位：千円）

科　　目 事     業     名 決 算 額

農林水産 県単首都圏農業パワーアップ 1,502 国県補助 1,502 枝豆等整備事業費補助 1,502

 業費 推進事業費補助

畜産基盤再編総合整備 24,260 国県補助 23,958 畜舎整備等（受益2戸）事業費補助 24,260

事業費補助（繰越分） 一般財源 302

びれっじセンター運営事務費 7,098 他の特財 4 びれっじセンター運営委員会の事業活動 4,709

一般財源 7,094 びれっじセンター施設維持管理 2,389

土づくりセンター維持管理費 18,690 一般財源 18,690 土づくりセンター施設維持修繕 18,690

土づくりセンター運営費 37,548 他の特財 11,304 土づくりセンターの運営・施設維持管理 37,548

一般財源 26,244

県単農道整備事業 12,222 国県補助 4,266 石末宿（Ｌ＝405ｍ）、中妻Ⅱ（Ｌ＝117ｍ） 12,153

他の特財 5,400 その他 69

一般財源 2,556

土地改良施設維持管理 3,443 一般財源 3,443 高根沢土地改良区施設維持管理 3,024

交付金 釜ヶ淵土地改良区施設維持管理 219

鬼怒川東部土地改良区施設維持管理 200

土地改良施設維持管理 2,005 一般財源 2,005 飯室第５堰整備 1,200

適正化事業補助 石沼堰整備 805

水田農業確立対策室負担金 8,328 一般財源 8,328 米の生産調整及び地域農業振興対策に係る農協との

共同事務 8,323

数量調整円滑化推進事務費 3,017 国県補助 2,436 農業者への生産目標数量の通知、生産調整実施者の

一般財源 581 確認等に要する事務費 3,017

町単新生産調整対策 5,000 一般財源 5,000 水田農業経営確立対策の地域とも補償事業費補助 5,000

事業費補助

体験農園設置事業 855 国県補助 600 小中学校の体験農園設置事業（田7箇所、畑3箇所） 855

一般財源 255

農業行政地図情報整備事業 6,279 一般財源 6,279 農業行政地図情報整備事業 6,279

地籍調査事業費 8,244 国県補助 4,882 上高根沢、栗ヶ島、寺渡戸、太田、桑窪の各地区一部 8,244

他の特財 9

一般財源 3,353

高根沢町農業会議補助 1,230 一般財源 1,230 地域農業の担い手育成、生産及び経営の高度化活動

等支援 1,230

農地流動化推進交付金 3,025 一般財源 3,025 経営面積６ｈa以上の認定農業者に農地を10年以上貸し

付けた所有者29名（30.4ha）に対し交付 3,025

元気あっぷむら対策費 9,268 一般財源 9,268 元気あっぷむら修繕等委託 725

元気あっぷむらあやめ等改修委託 8,543

自然の森管理費 1,806 一般財源 1,806 施設維持管理業務（元気あっぷ公社委託） 1,503

その他 303

体験の森運営費 4,488 他の特財 1,381 体験の森維持管理費（加工室、体験工房） 4,488

一般財源 3,107

松くい虫防除事業 922 国県補助 162 地上散布（2ha)、伐倒駆除残材処分 922

一般財源 760

特用林産物生産支援事業 737 国県補助 737 ほだ木運搬車、保冷庫 737

平 成 １７ 年 度　主 要 施 策 の 執 行 状 況

財  源  内  訳 説                                  明



【№５】

　商工費・土木費 (単位：千円）

科　　目 事     業     名 決 算 額

商 工 費 町商工会補助 12,500 一般財源 12,500 商工観光建設業の経営改善指導業務等補助 12,500

中小企業振興費 175,000 他の特財 175,000 町中小企業振興資金の原資預託（金融機関3倍協調融資） 175,000

中小企業融資信用保証料 1,386 他の特財 14 町中小企業振興資金に係る信用保証料補助（44件） 1,386

補助 一般財源 0

商工会館建設事業費補助 9,825 一般財源 9,825 商工会館建設に係る補助 9,825

町観光協会補助 2,030 一般財源 2,030 観光資源の調査開発及び宣伝活動等支援 2,030

盆踊り花火大会実施事業 6,179 一般財源 6,179 たかねピア夏祭・盆踊り花火大会の開催交付金 6,179

交付金

商工観光祭開催事業交付金 1,000 一般財源 1,000 商工観光祭の開催交付金 1,000

土 木 費 道路維持修繕費 74,437 国県補助 8,000 道路維持補修業務委託（111件） 12,733

地 方 債 11,200 道路維持補修等工事（27件） 9,877

一般財源 55,237 砂利道補修業務委託（41件） 4,663

道普請事業（Ｌ＝1,943ｍ）　上柏崎、桑窪２箇所、伏久、

西高谷、亀梨、石末宿 17,002

町道348号線（宝積寺・JR沿い）舗装修繕工事（L=２８５ｍ） 22,974

雨水排水対策工事（Ｌ＝84.9ｍ） 4,479

その他 2,709

道路新設改良事業 71,332 国県補助 16,000 町道436号線（亀梨地内）道路改良工事（Ｌ＝150ｍ） 29,999

地 方 債 44,300 町道350号線拡幅改良工事（並塚県道南踏切拡幅） 38,357

一般財源 11,032 丸栃団地内用地測量業務委託 1,260

その他 1,716

交通安全施設整備費 9,634 一般財源 9,634 コミュニティゾーン整備事業（宝石台） 3,938

道路標識・木製防護柵設置工事 3,009

ガードレール・カーブミラー設置及び修繕 2,503

その他 184

都市公園維持管理 18,334 一般財源 18,334 都市公園管理業務委託（38箇所） 15,193

その他 3,141

宝積寺駅東口整備事業費 5,352 地 方 債 5,000 町道348号線（東口整備地内）歩道設置工事測量及び

一般財源 352 詳細設計委託（Ｌ＝100ｍ） 735

駅前緑地整備工事監理委託（Ａ＝3,000㎡） 798

町道560号線（東口取付道路）道路改良工事（Ｌ＝60ｍ） 3,150

町道560号線（東口取付道路）道路用地取得(1筆 5.26㎡) 464

町道560号線（東口取付道路）道路用地取得に係る物件

補償（1件） 55

その他 150

宝積寺駅東口整備事業費 88,869 国県補助 43,600 宝積寺駅自由通路・橋上駅舎設計委託 64,582

（繰越分） 地 方 債 41,900 駅前緑地整備工事（Ａ＝3,000㎡） 18,270

一般財源 3,369 町道348号線歩道設置工事（Ｌ＝100ｍ） 6,017

中心市街地活性化推進費 173,054 国県補助 153,000 ちょっ蔵館工事監理委託 2,982

地 方 債 19,800 ちょっ蔵館自家用電気工作物保安管理委託 49

一般財源 254 ちょっ蔵館建設工事・ちょっ蔵館広場整備工事 164,850

ちょっ蔵広場附帯工事 2,919

その他 2,254

中心市街地活性化推進費 2,678 一般財源 2,678 ちょっ蔵広場整備工事 2,678

平 成 １７ 年 度　主 要 施 策 の 執 行 状 況
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（繰越分）



【№６】

　消防費・教育費 (単位：千円）

科　　目 事     業     名 決 算 額

消 防 費 消火栓維持管理負担金 4,452 一般財源 4,452 消火栓維持管理費負担金（636基） 4,452

消火栓設置負担金 20,581 一般財源 20,580 消火栓設置費負担金（38基） 20,581

教 育 費 スクールバス運行費 9,547 一般財源 9,547 スクールバス運行委託（中央小・東小） 9,547

ＡＬＴ事業費 19,320 一般財源 19,320 人材派遣委託（４名） 19,320

北小学校校舎改築事業 26,250 一般財源 26,250 改築工事設計業務委託 23,310

管理棟耐力度調査業務委託 2,940

耐震改修事業 117,105 国県補助 38,950 耐震補強実施設計・監理業務委託（阿久津小・東小） 5,250

地 方 債 55,000 阿久津小学校校舎耐震補強工事 61,950

一般財源 23,155 東小学校校舎耐震補強工事 45,150

耐震補強実施設計業務委託（中央小） 4,593

警報装置着脱工事 103

その他 59

アスベスト対策事業 4,330 地 方 債 3,900 アスベスト対策応急工事監理業務委託 126

一般財源 430 阿久津小学校アスベスト囲い込み応急対策工事 945

東小学校アスベスト囲い込み応急対策工事 855

中央小アスベスト囲い込み応急対策工事 1,155

阿中・北小アスベスト囲い込み応急対策工事 1,249

私立幼稚園就園奨励費補助 17,769 国県補助 4,259 私立幼稚園就園奨励費補助 17,769

一般財源 13,510

幼稚園第二子等保育科減免 1,216 国県補助 607 第二子等保育料減免事業費補助 1,216

事業補助 一般財源 609

無認可幼稚園等就園奨励 186 一般財源 186 無認可幼稚園就園奨励費補助 186

費補助

小学校管理費 152,671 一般財源 152,671 チームティーチング事業 46,849

中央小教室棟補修工事 1,155

学校施設修繕事業 8,849

学校管理用備品整備事業 2,109

学校用地賃借料（西小） 3,533

その他 90,176

小学校教育振興費 35,241 国県補助 489 教材用備品整備事業 6,080

一般財源 34,752 児童用図書購入 2,840

就学援助費 4,543

教材用消耗品 11,712

阿小遠距離通学児童送迎車運行委託 1,591

遠距離通学費補助 919

校外学習・各種大会バス借上げ 2,440

その他 5,116

中学校学校管理費 57,806 一般財源 57,806 学習指導助手配置 10,547

阿中第２グラウンド防球ネット設置工事 648

学校施設修繕事業 2,914

学校管理用備品整備事業 2,748

学校管理用消耗品費 3,925

学校用地賃借料（阿中・北中） 4,718

その他 32,306
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【№７】

　教育費（２） (単位：千円）

科　　目 事     業     名 決 算 額

教 育 費 阿久津中学校整備費 4,879 一般財源 4,879 教室棟改修工事 4,879

（繰越分）

中学校教育振興費 19,649 国県補助 319 教材用備品整備事業 1,524

一般財源 19,330 生徒用図書購入 1,241

就学援助費 3,440

教材用消耗品 4,037

校外学習・各種大会バス借上げ 8,632

その他 775

文化祭開催事業交付金 1,000 一般財源 1,000 文化祭開催事業交付金 1,000

小山教育文化スポーツ振興 2,867 他の特財 2,867 青少年活動19事業への補助 2,867

事業補助

各種講座開催事業費 1,674 一般財源 1,674 青少年・成人講座開催費（３４講座） 1,674

花いっぱい運動推進費 1,742 一般財源 1,742 たかね愛ロード整備費（草花植栽面積900㎡） 1,742

花のあるまちづくり推進事 2,500 一般財源 2,500 34自治公民館、4団体（子供会育成会 外）補助 2,500

業費補助

町民ホール自主事業費 3,434 他の特財 1,357 自主事業公演委託（たんたんライブ等） 3,389

一般財源 2,077 著作権使用料等 45

図書館中央館整備費 19,975 一般財源 19,975 図書（一般 5,378冊・児童 2,617冊）、ビデオ 44巻、ＤＶＤ

299枚、ＣＤ　808枚、ＣＤ－Ｒ12枚等備品購入 18,000

図書マスター作成業務委託 外 1,975

図書館仁井田分館整備費 6,997 一般財源 6,997 図書（一般 2,648冊・児童 1,091冊）、ビデオ 64巻、

ＤＶＤ 80枚、ＣＤ 230枚等備品購入 6,997

図書館上高根沢分館整備費 5,000 一般財源 5,000 図書（一般 1,594冊・児童 811冊）、ビデオ24巻、

ＤＶＤ 91枚、ＣＤ 199枚等備品購入 5,000

高根沢町国際交流協会補助 2,824 他の特財 2,000 高根沢町国際交流協会補助 2,824

一般財源 824

町民体育祭運営費 309 一般財源 309 町民体育祭球技大会（ソフトボール、野球、バレーボール） 309

元気あっぷハーフマラソン 2,060 一般財源 2,060 元気あっぷハーフマラソン大会交付金 2,060

大会交付金

情報の森テニスコート修復 11,970 一般財源 11,970 人工芝張り替え、土砂流入防止版設置、フェンス補修 11,970

工事
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