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新規 ○雨量計設置事業 （福沢川水系に1基増設　雨量観測システムサーバーの更新） 4,678千円
 ○防災モニター事業 （豪雨水害時における情報収集強化を図る。全区に防災モニター員を配置） 46千円
 ○災害時用備品購入事業 （赤砂崎公園防災倉庫へ災害時用備品を配備） 2,500千円
 ○地域防災力強化事業 （備蓄食糧の購入、救出用資機材のセットを各区に配備） 2,865千円
 ○庁舎耐震改修事業 （庁舎耐震改修及び大規模改修 H26～H27） 330,921千円
新規 ○星が丘地区避難場所用地購入事業 （星が丘地区住民の避難場所として県有地を代行取得） 6,700千円
 ○火災警報器給付事業 （独り暮らし高齢者などへ火災警報器を給付） 750千円
新規 ○救急告示病院運営費補助事業 （救急告示病院への時間外診療に対する補助） 1,000千円
 ○住宅減災・リフォーム・エコエネルギー導入補助事業　（10万円以上の工事費に対して補助） 16,798千円
 ○橋りょう維持補修事業 （峯山菅の沢２号橋補修工事）【住民要望】 1,221千円
 ○急傾斜地崩壊対策事業 （武居地区の急傾斜地崩壊対策事業（県施工）に対する町負担金） 3,000千円
 ○住宅・建築物耐震改修促進事業 （個人住宅の耐震診断と耐震補強工事補助金） 4,064千円
 ○赤砂崎公園整備事業 （赤砂崎公園施設整備、用地購入費） 138,631千円
 ○グリーンニューディール基金事業 （赤砂崎公園周辺への太陽光発電ＬＥＤ照明灯設置　9基） 10,527千円
新規 ○都市計画道路事業 （都市計画道路変更業務、国道20号バイパスへのアクセス道路の測量設計） 21,000千円
 ○防犯灯設置補助事業 （ＬＥＤ防犯灯設置などに対する補助）【住民要望】 3,631千円
新規 ○消防団活動事業 （消防団に安全装備品を支給） 1,022千円
新規 ○消防団員応援事業 （消防団員の訓練、災害時の出動に対し、商連カードポイントを付与助成） 728千円
新規 ○小中学校天井等落下防止対策事業 （南小、下中、社中体育館の吊り天井等点検調査及び実施設計） 3,989千円
 ○南小学校改築事業 （第２期校舎棟改築、第３期プール改築ほか） 1,025,432千円
 ○南小学校学童クラブ棟改築事業 （南小に併設して、学童クラブ棟を改築） 175,995千円
新規 ○樋橋配水池膜ろ過設置事業【水道会計】（樋橋配水池へろ過装置を設置） 25,380千円
 ○雨水排水対策事業【下水道会計】 （町道御田町線の浸水対策工事） 65,000千円

新規 ○男女共同参画行動計画策定事業 （男女共同参画行動計画策定のためのアンケート調査の実施） 152千円
 ○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　H25 5台、H26 6台） 3,370千円
 ○鎌倉街道ビューポイント整備事業 （地図サイン設置工事、あずま屋設置に伴う資材代など） 2,818千円
 ○下諏訪力創造チャレンジ支援事業 （町民が主体的に行う事業に対して支援） 5,000千円
 ○プロジェクト推進事業 （出会い・婚活、健康スポーツゾーンなどの企画、立案 ） 1,206千円
 ○南知多町交流事業 （友好都市である南知多町との交流会の実施） 740千円
 ○移住促進対策事業 （移住コンシェルジュを配置し、定住促進を図る） 260千円
 ○町民講演会開催事業 （全町民を対象とした講演会などの実施） 1,083千円
新規 ○臨時福祉給付金給付事業 （消費税引き上げによる低所得者に対する適切な配慮のため福祉給付金を給付) 53,173千円
 ○勤労者福祉対策事業 （勤労者生活資金融資預託事業 35,000千円など） 39,398千円
 ○商工業振興助成事業 （産業振興のため、商業 2,000千円、工業 5,000千円） 7,000千円
 ○制度融資信用保証料補給事業 （制度融資を利用する方の負担軽減のため、信用保証料を町が負担する） 40,000千円
 ○中小企業融資利子補給事業 （融資された資金の利子に対して補助） 7,000千円
新規 ○下諏訪町生活応援商品券事業 （経済対策として、下諏訪町生活応援商品券の配布・販売） 11,100千円
新規 ○観光宿泊施設助成事業 （30万円以上の宿泊施設の改修に対して助成） 3,000千円
新規 ○春宮西公衆便所改修事業 （春宮西公衆便所の拡張工事） 14,000千円
 ○観光振興推進事業 （観光振興計画に基づく事業の拡大） 20,657千円
 ○観光宣伝事業 （まちあるきグルメガイドの発行、ポスター作成など） 5,090千円
 ○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） 5,453千円
 ○ものづくり支援センター運営事業 （農商工連携推進・マーケティング支援事業の実施など） 34,204千円
新規 ○公園整備事業 （花田公園擁壁工事、みずべ公園・西赤砂公園の施設修繕、遊具の更新）【住民要望】 6,022千円
 ○いずみ湖公園管理事業 （放送設備修繕、サブグランド物置購入を新規に実施 236千円）【住民要望】 7,091千円
 ○街なみ環境整備事業 （グランドパーク整備工事、町道八幡道線美装化工事など） 42,314千円
新規 ○大門教職員住宅解体事業 （大門教職員住宅解体工事、建物調査など） 27,651千円
 ○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）【未来議会】 314千円
新規 ○公民館活動事業 （カヌー体験教室を新規に開催 324千円） 2,879千円
新規 ○温泉開発計画調査事業【温泉会計】 （新温泉源湯掘削の為の調査） 8,424千円

 ○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） 317,212千円
 ○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） 2,710千円
 ○保育所管理運営事業 （ＣＳＰによる母親支援、年長を対象とした“えいごあそび”を新規に実施 926千円） 186,601千円
 ○子ども・子育て支援事業計画策定事業 （地域の実情に応じた子ども・子育て支援事業計画の策定） 1,988千円
 ○誕生祝金支給事業 （誕生祝金、有料ごみ袋を給付） 3,767千円
 ○子育てふれあいセンター管理運営事業 （子育て世帯の支援や、高齢者とのふれあい等による交流の場を提供） 8,205千円
新規 ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 （消費税率引き上げによる子育て世帯に対する適切な配慮を行うため臨時特例給付金を給付する） 27,500千円
 ○私立幼稚園就園奨励費補助事業 （制度改正による増額） 5,106千円
 ○学校教育環境の整備等   
　　小学校整備事業 （北小洋式便所への改修、北小扇風機取付など） 5,787千円
 　　遠距離通学児童補助事業 （小学校5，6年生の補助を拡大 1/2→全額） 908千円
 　　小学校教材用備品購入事業 （児童図書の購入費を増額） 5,824千円
 　　小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） 14,198千円
 　　小学校コンピュータ教育事業 （パソコン教室用コンピュータの更新） 2,759千円
 　　中学校整備事業 （両校洋式便所への改修、両校給食室のエアコン設置、下中扇風機取付など） 16,322千円
 　　中学校教材用備品購入事業 （生徒図書の購入費を増額） 5,414千円
 　　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） 16,512千円
新規 ○学童クラブ備品購入事業 （南小、北小学童クラブの備品購入） 1,978千円

 ○人事管理システム導入事業 （人事管理のデータ化） 9,882千円
 ○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 ○総合計画策定事業 （総合計画第７次改訂版策定に伴うアンケート調査の実施） 1,126千円
新規 ○番号制度導入事業 （マイナンバー制度導入に係るシステム改修及び法例規整備など） 12,244千円

 ○町内循環バス運行事業 （町内循環バスあざみ号の運行　委託料の増額） 37,441千円
 ○諏訪湖周バス共同運行事業 （岡谷市、諏訪市と共同して湖周バスを運行　委託料の増額） 3,876千円
 ○社会福祉協議会補助事業 （社会福祉協議会に対する補助の増額） 13,278千円
 ○福祉タクシー等助成事業 （79歳以上高齢者、透析者、免許返納者へ助成） 21,114千円
新規 ○障害者計画策定事業 （障害者のための施策に関する基本的な計画 H27年度～H36年度） 982千円
新規 ○障害福祉計画策定事業 （障害福祉サービス等の実施計画　第4期計画 H27年度～H29年度） 838千円
新規 ○高齢者福祉計画策定事業 （高齢者福祉サービス等の実施計画　H27年度～H29年度） 1,964千円
 ○障害者、高齢者に優しいまちづくり   
　　障害者福祉関連事業 （地域区分の見直し等による事業費の増額） 288,018千円
 　　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） 43,215千円
 　　介護保険事業 （諏訪広域連合構成市町村負担金などによる事業費の増額） 254,134千円
 ○老人福祉センター指定管理事業 （老人福祉センターの施設修繕、改修による増額） 14,834千円
 ○医療給付事業 （乳幼児、障害者等医療給付金ほか） 125,931千円
 ○町民の健康管理及び各種検診の充実   
　　母子保健事業 （妊婦、乳児健康診査委託、不妊治療助成など） 19,852千円
 　　生活習慣病検診事業 （各種生活習慣病の検診委託事業など） 23,425千円
新規 　　疾病予防事業 （風しん予防接種、県外接種費用助成を新規に実施 675千円） 41,183千円
新規 　　健康づくり推進事業 （健康スポーツゾーン活用プログラム作成を新規に実施、野外健康器具購入など） 7,146千円
新規 ○高浜健康温泉センター管理事業 （高浜健康温泉センター「ゆたん歩」゚の施設管理） 34,637千円
新規 ○リサイクル施設整備事業 （リサイクル施設整備計画の作成） 2,000千円
 ○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、生ごみ処理機器設置補助など） 16,755千円
 ○資源物等処理事業 （ガラス陶磁器くず再資源化処理を新規に実施 497千円） 45,583千円
新規 ○最終処分場現況調査事業 （砥沢最終処分場の維持管理の今後のあり方について総合的に検討） 1,500千円
 ○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など） 16,205千円
 ○焼却ごみ処理事業 （岡谷市ごみ共同処理経費を含む） 192,371千円
 ○ごみ減量推進事業 （ごみ減量化の推進） 2,224千円
 ○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） 4,421千円
 ○農業用水路等改修事業 （傷みの激しい農業汐の改修）【住民要望】 4,000千円
 ○森林環境保全整備事業 （一ノ沢林業専用道の開設工事 H25～H26） 21,286千円
 ○道路維持補修、新設改良事業 （維持補修、町道東山田東町線改良工事、町道東赤砂通り線ジョギングロード新設など） 200,369千円
 ○高木運動公園改築事業 （「健康スポーツゾーン構想」に基づく施設整備） 14,048千円
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