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平成28年度 主要事業予算概要について
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小国勤労者体育センター管理運営費 1.892

おく
゛
に連 動公 園管理 連 官費 5.772

おぐに運動公園整備事業費 2,500

学務課
遠距離通学児童生徒支援事業費 7.393

教職員住宅管理費 416
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民生 位 : 円

事 業 名 予算額

子ども家j

母子保健事業費 306

‖朧勲i爾磁
健康課

成人保健事業費 (一般 ) 169

特定保健指導事業費 (特会 ) 17

医療過疎地域健康支援事業 469

食生活改善推進事業費 (一般 ) 109
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市民課

小国斎場雨樋修繕工事 145

,蒋箋ヽ議
環境業務課

ごみ収集事業 25,312

ごみの減量とリサイクル事業費 (古紙等) 3,595

ごみの減量とリサイクル事業費 (枯葉。草) 152

し尿収集事業 736

福祉総務課

小国地域福祉施設管理費 254

小国町ふれあい推進協議会補助金 450
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福祉課

精ネ申障害者家族会補助金等 12
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長寿はつらつ課

敬老会運営費 2,535

介護予防事業費 (特会 ) 795
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生活支援課

1公営住宅維持管理費 4,227
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農政課

中山間地域等直接支払交付金 28,974

環境保全型農業直接支払交付金 1,229

都市と農村との交流事業費 (グリーン・ツーリズム) 855
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農林整備課

多面的機能支払交付金【農地維持支払+資源向上支払(共同+長寿命化) 17,637

土地改良 維 理事業 (機械賃借料、原 費 ) 475

市単土 事業補助金 4,286

県営土 事業 (県営ほ場整備事業負担金 ) 12.000

林業施設維持管理事業 (工事。修繕 賃借料、原材料費 ) 2,921

公的分収 備 業費 3,132
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観光企画課

おぐに森林公園管理運営費 (指定管理者委託料 ) 31,012

おぐに 公園管理運営費 (土地賃借料 ) 1,009

林公園一般経 17.556

地 の き上 | (ハード) 8,549

その他観光施設管理費 562

首都圏PR事業関係経 525

一般観光事業 (小国 会よっていがんかい補助金 ) 2,952
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まつり振婁課

おぐに秋まつり補助金 960

おぐに雪まつり補助金 2,700

もちひとまつり補助金
ζ

5,900
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商業振興課

小国商工物産館管理運営費(指定管理者委託料等 ) 4,597

商業団体等育成補助金 (小国町商工会補助金 ) 5,335
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地域建設課

冬期集落保安要員設 策 967

道路維持経費 11,200

地域生活道路整備事業 13,400

道路ストック修繕事業費 18,000

消雪施設等維持管理費 27,496

消雪施設等整備事業費 (交付金 ) 135,300

交通安全施設等整備事業 (単独 ) 1,700

交通安全施設維持管理費 6,647

道路新設改良事業 (単独 ) 44,605

橋りょう維持費 807

用 路維持管理 600

橋りょう修繕・整備事業費 10,000

小規模急傾斜地崩壊防止事 7,000
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道路管理課

道路除雪対策費 (道路管理)委託料 28,660

消雪施設電気料 25,626

道路除雪機械整備費 (補助 ) 25,500

冬期集落安全。安心確保対策事業 3,888
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交通政策課

1都 市交通対策事業費 (政策 ) 17,000
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公園緑地言果

緑化推進事業 2,386
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下水道課

下水道管渠維持管理費 3,159

農業集落排水施設管理費 2,333
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事 業 名 予算額

健康課

研究研修 133

医師確保対策事業費 5,682

医 理運営 30,220

医科医業費 37.348

給食管理 0

施設整備 1,750

小国歯科診療所管理運営 571

小国診療所 (歯科)医 31,260

小国歯科診療所医業費 56,465
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