
5　広報 2013.4 広報 2013 .4　4

義
務
的
経
費

人件費
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公債費
649,242
（8.1%）物件費

   1,316,183
      （16.4%）

性質別
8,055,000
(単位：千円)

繰出金・予備費
789,882
（9.8%）

補助費等
693,475
（8.6%）

維持補修費
35,413
（0.4%）

積立金
投資及び出資金
貸付金
587,212
（7.3%）

投資的
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そ
の
他

普通建設事業費
1,786,794
（22.2%）

895,963
（11.1%）

扶助費

新規 ○防災モニター設置事業 （豪雨災害時等における情報収集強化） 30千円
新規 ○地域防災計画見直し事業 （地域防災計画の見直しを随時実施） 1,470千円
 ○災害時用備品購入事業 （防災ヘリ離発着用夜間灯火機器など、防災備品の購入）  1,754千円
新規 ○学校等災害時用備品購入事業　 （学校や保育園へ配備するデジタル簡易無線機の購入） 1,252千円
 ○地域防災力強化事業 （デジタル簡易無線機の購入、自主防災会への補助の拡充）  3,166千円
 ○火災警報器給付事業 （独り暮らし高齢者などへの現物給付による普及促進） 750千円
新規 ○橋りょう長寿命化修繕計画策定事業（15ｍ以上の橋りょう修繕計画の策定） 1,450千円
新規 ○橋りょう変状調査委託事業 （清水橋の変状調査の実施） 3,000千円
 ○都市計画道路見直し事業 （将来を見据えた道路整備プログラムの策定）  2,130千円
 ○赤砂崎公園整備事業 （施設整備費73,500千円、用地購入費347,617千円など） 425,790千円
新規 ○グリーンニューディール基金事業  （赤砂崎公園への太陽光発電ＬＥＤ照明灯の設置）  26,032千円
 ○住宅減災・リフォーム・エコエネルギー導入補助事業　（住宅減災事業分を補助対象に追加） 16,798千円
新規 ○災害危険住宅移転補助事業　（災害危険地区からの移転費用、住宅建築購入利子などの補助） 7,860千円
新規 ○庁舎耐震改修事業 （庁舎耐震改修工事の実施設計） 37,000千円
 ○南小学校改築事業 （校舎棟改築第２期工事の実施） 818,595千円
 ○防犯灯設置補助事業 （ＬＥＤ防犯灯設置などに対する補助：期間を２年延長） 1,865千円
 ○消防団活動事業 （防寒ジャンパーの装備と活動経費を増額） 10,068千円
新規 ○雨水排水対策事業【下水道事業特別会計】　　（町道御田町線の浸水対策工事） 80,000千円

新規 ○南知多町交流事業 （友好都市である南知多町の親子との交流会の実施） 733千円
新規 ○各区貸出用除雪機購入事業 （小型除雪機を購入し、各区へ貸出し）  2,442千円
 ○下諏訪力創造チャレンジ支援事業 （協働推進のため1,000千円増額） 5,000千円
新規　 ○移住促進対策事業 （空き家実態調査の実施と移住促進）  2,189千円
 ○しもすわ未来議会番組制作委託事業（しもすわ未来議会のＣＡＴＶによる放映） 350千円
新規 ○町民講演会開催事業 （著名な講師による町民を対象とした講演会の開催） 730千円
 ○勤労者福祉対策事業 （勤労者生活資金融資預託金35,000千円など） 39,152千円
 ○中小企業融資利子補給事業 （融資された資金の利子に対する補助） 7,000千円
新規 ○秋宮公衆便所改修事業 （和式から洋式への改修）  2,600千円
新規 ○観光拠点アドバイザー業務委託事業（儀象堂を拠点とする観光活性化の具体的な検討） 840千円
 ○観光振興推進事業 （観光振興計画に基づく事業の拡大） 25,698千円
 ○観光宣伝事業 （グルメガイド制作、恋人の聖地情報発信など） 3,357千円
新規 ○公共サイン設置事業 （景観に配慮した統一デザインによる案内看板の設置） 5,175千円
 ○ものづくり支援センターしもすわ補助事業　　（企業間ネットワークの形成を支援） 17,730千円
 ○街なみ環境整備事業 （町道立町線道路美装化工事、小公園用地購入など） 36,387千円
新規 ○しもすわガーデンプロジェクト事業（花で町全体を彩るプロジェクトの実施） 313千円
新規 ○社会教育施設修繕事業 （殿村遺跡竪穴式住居の修繕） 1,656千円
 ○町内遺跡詳細分布調査事業 （星ヶ塔の国史跡指定を受けるため、各種測量の実施） 8,033千円

 ○児童手当給付事業 （子どもの健やかな成長に資するための給付） 326,750千円
 ○ひとり親世帯等児童激励金給付事業（ひとり親世帯等に対し激励金を給付） 2,780千円
 ○保育所管理運営事業 （未満児保育体制の充実、運動プログラムの実施など） 184,703千円
新規 ○子ども・子育て支援事業計画策定基礎調査事業（計画策定のためのニーズ調査） 2,174千円
 ○誕生祝金支給事業 （誕生祝金、有料ごみ袋の給付） 4,233千円
 ○子育てふれあいセンター管理運営事業（利用者に配慮した施設運営の推進） 6,117千円
 ○学校教育環境の整備等
 　　小中学校教育心理検査事業（小学校：Ｑ－Ｕ検査、ＭＧ検査　中学校：ＰＵＰＩＬ検査の実施） 433千円
 　　小中学校施設修繕事業　　（南小小体育館屋根塗り替え、社中給食用リフト修繕など） 12,839千円

 　　小中学校教材用備品購入事業 （児童及び生徒図書購入費を増額し、読書週間の強化を図る） 11,388千円
 　　小中学校英語教科補助指導事業 （国際人を育てるために補助指導を継続） 29,853千円
 　　なんでも相談室事業 （北小のなんでも相談体制を拡充） 1,981千円
新規 　　発達障害等児童・生徒支援事業 （集団不適応、発達障害児童・生徒への支援員の配置） 4,287千円
 ○学校支援地域本部事業 （下諏訪中学校区、社中学校区で継続実施） 1,000千円
 ○学童クラブ運営事業 （要支援児童に対応するための指導体制を充実） 14,830千円

新規 ○町土地開発公社借入利子補助事業 （土地開発公社所有土地の借入金に対する利子の補助） 2,141千円
 ○町土地開発公社損失補填補助事業 （赤砂崎公園用地売却損の計画的解消） 45,063千円
新規 ○町国土利用計画策定事業 （平成25～35年の町土の利用計画を策定） 596千円
 ○事業別予算説明書作成事業 （町の予算を分かりやすく説明） 788千円
新規 ○税務資料保存整備業務委託事業 （土地、家屋登記情報のデジタル化の実施） 14,742千円
新規 ○企業会計システム導入事業【下水道事業特別会計】   （企業会計への移行準備） 5,218千円

 ○町内循環バス運行事業 （あざみ号の複数台運行に伴うワゴン車購入を含む） 42,719千円
 ○福祉タクシー等助成事業 （透析者、免許返納者へ助成を拡大） 21,121千円
 ○障害者、高齢者に優しいまちづくり
 　　障害者福祉関連事業 （対象者増加に伴う事業費の増） 286,334千円
 　　高齢者支援関連事業 （在宅高齢者支援、高齢者応援、地域支援任意事業）  47,250千円
 　　介護保険事業 （諏訪広域連合構成市町村負担金など） 240,874千円
新規 ○高齢者健康施設改築事業 （プロポーザル方式による設計提案） 500千円
 ○町民の健康管理及び各種健診の充実
 　　母子保健事業 （妊婦、乳児健康診査委託、不妊治療助成など）  24,266千円
 　　生活習慣病検診事業 （各種生活習慣病検診委託事業など）  25,480千円
 　　疾病予防事業 （子宮頸がん等の定期化を含む各種予防接種の充実） 43,783千円
 ○生ごみ減容リサイクル事業 （生ごみ減容リサイクルに対する取組み） 15,586千円
 ○資源物等処理事業 （剪定木、草葉のチップ化の推進など） 45,052千円
 ○焼却ごみ処理事業 （焼却炉強化補修工事、岡谷市ごみ受入れ経費を含む） 268,790千円
 ○湖周ごみ処理施設整備事業 （施設建設に伴う湖周行政事務組合負担金）  28,034千円
 ○鳥獣被害防止対策事業 （実施隊の設置、電気柵等設置に対する補助、駆除委託など） 5,251千円
 ○農業用水路等改修事業 （傷みの激しい農業汐の改修） 2,500千円
新規 ○森のエネルギー推進事業 （ペレットストーブの普及促進） 500千円
新規 ○森林環境保全整備事業 （森林保全のための一ノ沢林業専用道開設工事） 14,765千円
 ○商店街環境整備補助事業 （商店街のＬＥＤ街路灯電球切替などに対する補助） 1,000千円
 ○道路維持補修、新設改良事業（町道湖岸通り線改良129,100千円、維持補修80,000千円ほか） 223,983千円

安心・安全のまちづくり11

環境、福祉施策の充実44

行政改革の推進55

地域活性化まちづくり事業の推進22

地域で守り育てる子ども支援策の推進33

●性質別内訳のワンポイント解説
　性質別内訳は、歳出について同じような使われ方がするものを
分類したものです。
人 件 費　特別職や職員の給料、議員の報酬などに使われるお金
扶 助 費　法によって義務付けされている福祉や医療の費用とし

て給付されるお金など
公 債 費　町債（借入金）の返済に充てられるお金
普通建設事業費　施設建設、道路や公園などの整備に充てられるお金
物 件 費　消耗品、光熱水費、備品購入、事業の委託費などに充

てられるお金
補助費等　各種の補助金や負担金として使われるお金
貸 付 金　商工業振興の制度融資などに活用されるお金
繰 出 金　 一般会計から特別会計に繰り出されるお金

一般会計の性質別内訳

住民主体・参画協働による
個性豊かなまちづくり 住民主体・参画協働による

個性豊かなまちづくり
下諏訪力の創造2013 下諏訪力の創造2013


