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新規 ○雨量情報システム構築事業 （住民向けＷＥＢ及びスマートフォンサイトでの雨量情報等提供） 5,681千円
新規 ○自動音声応答装置設置事業 （防災ラジオの代替として無料通話による自動音声応答装置を設置） 536千円
新規 ○避難所設置運営訓練事業 （各区役員、自主防災会を対象に避難所設置などの訓練を実施） 270千円
新規 ○地区防災計画策定事業 （地区毎の防災計画を地域住民主導で策定「第1区、第2区」） 499千円
 ○庁舎耐震改修事業 （庁舎耐震補強及び大規模改修） 538,453千円
 ○住宅減災・リフォーム・ 
 　エコエネルギー導入補助事業 （住宅の減災・リフォーム等に対する補助） 13,000千円
新規 ○御柱古道改修事業 （御柱祭開催に向けた御柱古道の木橋修繕） 6,804千円
 ○町道除排雪事業 （雪害対策マニュアルの見直しに伴い排雪を実施） 3,000千円
 ○道路維持補修事業 （道路維持補修工事 50,000千円、小規模補修工事 30,000千円） 80,000千円
 ○道路新設改良事業 （町道西赤砂３号線新設改良、町道東山田東町線道路用地購入など） 23,192千円
新規 ○橋りょう維持補修事業 （橋りょう定期点検を計画的に近接目視により実施） 5,392千円
新規 ○橋りょう新設改良事業 （清水橋改良工事「長寿命化計画により計画的に改修」） 6,282千円
 ○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） 10,000千円
新規 ○赤砂崎公園管理事業 （赤砂崎公園施設の維持管理） 2,572千円
 ○赤砂崎公園整備事業 （多目的グランドの整備、防災用器具購入など） 211,106千円
新規 ○都市防災総合推進事業 （下諏訪駅前に防災広場を整備） 52,749千円
新規 ○消防団員活動服購入事業 （消防団員に機能性・安全性に配慮した「活動服」を支給） 7,423千円
新規 ○消防団無線購入事業 （消防団の基地局、携帯無線機、車載無線機など30台を購入） 5,971千円
 ○消火栓用ホース等購入補助事業 （街なみ景観にあった消火栓ボックスに対する補助の限度額を100千円に増額） 470千円
 ○防犯灯設置補助事業 （ＬＥＤ防犯灯設置などに対する補助を１年延長して実施） 2,485千円
 ○消防防災施設整備・管理事業 （防火水槽、分団屯所の修繕、消火栓新設工事など） 8,029千円
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の落下防止工事） 110,850千円
新規 ○体育館給排水設備等改修事業 （体育館給排水設備及びトイレ改修工事の設計「避難施設としての
  　防災機能を強化」） 1,827千円
新規 ○浄水場施設整備事業　　【水道事業】 （浄水場の整備、アセットマネジメント策定など） 72,468千円
 ○雨水排水対策事業  　　【下水道事業】 （国道142号[大社通り]の浸水対策工事） 47,524千円

新規 ○移住定住促進基金積立金 （移住定住促進基金の設置） 26,000千円
新規 ○移住定住促進対策事業 （移住定住促進のため住宅修繕に対する助成） 2,267千円
 ○南知多交流事業 （友好都市である南知多町での小学生交流事業） 772千円
 ○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） 39,254千円
新規 ○農地集積支援事業 （農地基本台帳を整備し、農地の有効利用、担い手への集積・集約化を図る） 375千円
新規 ○森林整備地域活動支援事業 （東山田の里山整備に対する支援） 600千円
新規 ○地域人づくり事業 （医療機器分野への新規参入促進に伴う人材育成を支援） 6,710千円
 ○商工会議所補助金 （商工会議所への補助金 2,000千円増） 6,000千円
 ○商工業振興助成事業 （工場、商業施設及び研究・開発施設の新設等に対する補助） 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） 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） 3,000千円
新規 ○観光施設整備事業 （木落し坂隣接地の用地購入 9,600千円、測量設計 2,700千円） 12,300千円
 ○観光協会補助金 （御柱祭実行委員会補助金 20,000千円、御柱前イベント 2,000千円） 35,216千円
 ○観光宿泊施設助成事業 （宿泊施設の修繕等に対し、対象工事費を
  　300千円以上から100千円以上に引下げて助成） 3,000千円
 ○観光振興推進事業 （御柱商品の仕入れ 2,000千円増など） 22,221千円
 ○観光宣伝事業 （御柱祭に向けた観光ＰＲを充実） 6,815千円
 ○ものづくり支援センターしもすわ （企業間ネットワークの形成を支援） 17,864千円
 　補助事業  新規 
○お祭り広場整備事業 （御柱祭を中心に体感、体験できる施設の整備） 220,618千円
 ○街なみ環境整備事業 （旧小林家土蔵復元修理、町道春社大門通り線美装化工事など） 84,863千円
新規 ○柿蔭山房屋根改修事業 （柿蔭山房屋根改修工事） 26,277千円
新規 ○星ヶ塔遺跡管理事業 （星ヶ塔遺跡国史跡指定に伴う林道進入防止柵の設置など） 6,362千円
新規 ○埋蔵文化財センター事業 （星ヶ塔遺跡国史跡指定に伴う埋蔵文化財センターの設計など） 18,464千円
新規 ○陸上競技場公認更新事業 （陸上競技場公認更新のための施設整備） 4,020千円
新規 ○温泉井戸掘削事業　　　【温泉会計】 （補湯用として新温泉井戸を掘削） 151,200千円

新規 ○中学生国際交流事業 （中学生の国際交流事業実施に向けた候補地選定） 1,108千円
 ○ひとり親世帯等児童激励給付事業 （ひとり親世帯等に対し激励金を給付） 2,640千円
 ○保育所管理運営事業 （未満児受入に伴う体制整備、“えいごあそび”を年中に拡大） 206,710千円
 ○誕生祝金支給事業 （誕生祝金、有料ごみ袋の給付） 3,778千円
 ○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） 7,906千円
 ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 （児童手当の対象となる児童に対し３千円を給付） 9,130千円
 ○学校教育環境の整備   
　　小学校教材用備品購入事業 （教科書改訂に伴う教師用指導図書などの購入） 9,437千円
 　　小学校一般用備品購入事業 （プール波立用ポンプ設置、会議用テーブル購入など） 1,496千円
 　　英語教科補助指導事業 （小中学校一貫での英語教育を推進） 30,539千円
 　　特別支援教育充実事業 （集団不適応等の児童・生徒への支援員を小中学校に各1名増員し充実を図る） 6,522千円
 　　宇宙教育事業 （中学校で実施している宇宙教育事業を小学校まで拡大） 241千円
 　　平和体験研修事業 （終戦70周年の節目に参加者を拡大して実施） 914千円
 ○学童クラブ運営事業 （４年生から６年生を受け入れるため、第２学童クラブを新設と体制整備） 22,474千円
新規 ○保育料多子軽減事業　 （同時入所の軽減に加え、第３子以降の子どもに対して保育料を軽減） （影響額）14,988千円
新規 ○奨学金貸付事業 （奨学金を受けた者が卒業後、２年以内に町内に居住した場合、償還金の一部を免除） －千円

新規 ○行政不服審査関連規定整備委託事業 （行政不服審査法の改正に伴う関連規定の改正・整備） 1,200千円
新規 ○総合計画策定事業 （総合計画第7次改訂版（H28～H37）を作成）  259千円
新規 ○男女共同参画行動計画策定事業 （第５次男女共同参画行動計画（H28～H32）の策定）　 463千円
新規 ○マイナンバー制度導入事業 （マイナンバー制度導入に係るシステム改修及び関連事務費など） 30,037千円
 ○町土地開発公社損失補填補助事業 （温泉事業特別会計貸付金返済分 100,000千円増） 145,063千円
新規 ○ふるさとまちづくり寄附記念品 （ふるさと納税をされた方に町の特産品を贈呈） 1,214千円
 　贈呈事業

 ○町内循環バス運行事業 （町内循環バス「あざみ号」の運行） 39,312千円
 ○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「スワンバス」を運行） 4,681千円
 ○社会福祉協議会補助事業 （湯めぐりバス事業及び特定相談支援事業に対する補助の増） 15,963千円
 ○福祉タクシー等助成事業 （79歳以上高齢者、透析者、免許返納者等への助成） 22,800千円
 ○障がい者、高齢者に優しいまちづくり  
 　　障害者福祉関連事業 （地域活動支援センター事業、在宅障害者支援、自立支援給付事業など） 305,263千円
 　　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） 44,413千円
 　　介護保険事業 （介護保険事業に対する諏訪広域連合構成市町村負担金など） 269,855千円
 ○老人福祉センター指定管理事業 （高齢者に配慮した机・椅子の購入など） 13,261千円
 ○臨時福祉給付金給付事業 （町民税が課税されていない方に対し6千円を給付） 28,139千円
 ○医療給付事業 （乳幼児等、母子家庭・父子家庭等、障害者医療費給付金） 122,613千円
 ○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、不妊不育治療助成など） 19,354千円
 　　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） 23,333千円
 　　疾病予防事業 （水痘、高齢者肺炎球菌の定期予防接種化による増） 42,980千円
 　　健康づくり推進事業 （健康づくり計画（H28～H37）の策定など ） 2,167千円
 ○高浜健康温泉センター管理事業 （「ゆたん歩 」゚の施設管理　マッサージ機等の備品を充実） 27,413千円
新規 ○不法投棄物処理事業 （国道142号沿いの廃ホテルへの不法投棄物の撤去対策） 1,800千円
 ○生ごみ減容リサイクル事業 （新たに保育園・小中学校の生ごみを外部委託により処理） 17,547千円
新規 ○最終処分場法面改修事業 （砥沢、町屋敷最終処分場法面等の補修工事を実施） 21,440千円
新規 ○リサイクル施設整備事業 （旧清掃センター解体撤去のための各種調査、仕様書作成） 7,971千円
 ○資源物等処理事業 （ガラス陶磁器くず再資源化処理の実施など） 44,898千円
 ○焼却ごみ処理事業      　　 （焼却施設補修工事、岡谷市ごみ受入れ経費を含む） 195,018千円
 ○湖周ごみ処理施設整備事業 （施設建設などに伴う湖周行政事務組合負担金） 21,097千円
 ○鳥獣被害防止対策事業       　 （鳥獣被害対策実施隊、町野生鳥獣対策協議会補助金、電気柵等設置補助など） 4,163千円
 ○農業用施設改修事業 （農業用水路の補修工事など） 3,108千円
 ○林道維持管理事業 （林道、作業道の橋りょう補修工事 2,000千円など） 3,782千円
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