
【 まちづくりの３つの指針 】
★誰もが健康で安心して安全に暮らせるまちづくりを進める。
★地域の資源や人の力を活かし、住んでいることに誇りが持てる町を創る。
★計画的で効率的な行財政運営を行い、持続可能な自治体を構築する。

新・ 防災用被服購入事業 758 （災害時に本部職員が着用するメッシュベストの購入）

新・ 県衛星系防災行政無線更新事業 8,392 （県衛星系防災行政無線の更新にかかる工事の一部負担）

新・ 地域防災リーダー養成研修事業 648 （地域防災リーダーの養成研修）

新・ 防災行政ラジオ普及促進事業 2,754 （防災ラジオの追加購入の要望に応え、再斡旋を実施）

・ 災害時用備品購入事業 1,000 （赤砂崎公園整備に伴う災害用備品の充実）

・ 自主防災会補助事業 1,246 （消火栓用ホース補助金を統合し補助金の一元化）

・ 地区防災計画策定事業 583 （地区防災計画の作成を3地区で実施し、計画を前倒し）

・ 道路維持補修事業 90,196 （道路維持補修工事、町道の除雪・融雪委託事業など）

・ 道路新設改良事業 138,940 （町道西赤砂3号線、東山田東町線ほか）

・ 橋りょう新設改良事業 13,000 （清水橋改良工事、橋りょう点検）

・ 赤砂崎公園整備事業 312,654 （多目的グラウンドの整備、右岸県有地の用地購入など）

・ 消防団無線購入事業 5,024 （基地局、携帯無線機、車載無線機などの購入）

・ 消防団員応援事業 728 （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）

新・ 小型動力ポンプ積載車等購入事業 27,750 （小型動力ポンプ積載車3台、小型動力ポンプ1台の更新）

・ 消防防災施設整備事業 5,540 （防火水槽修繕、分団屯所修繕などの増）【住民要望】

新・ 小学校施設整備事業 5,347 （北小学校理科室の改修工事）

新・ 中学校整備事業 13,531 （社中学校高圧受変電設備改修工事、消火栓配管布設替工事）

新・ 体育館管理事業 57,100 （体育館給排水設備等改修工事など）

新・ 浄水場施設整備事業 174,850 【水道事業】（第2配水池の紫外線処理施設整備工事など）

・ 公共下水道事業 87,000 【下水道事業】（総合地震対策事業、長寿命化計画事業）

新・ 有料道路利用者割引券販売事業 1,779 （新和田トンネル有料道路通行券を5割引で販売）

・ 公会所整備事業 7,000 （公会所等の整備への補助）

新・ 御柱祭関連事業 4,200 （国・県等の関係者を招待し更なる友好を図る）

・ 友好都市交流事業 630 （南知多町との交流事業）

新・ 情報化推進整備事業 1,734 （まちあるきや外国人観光客に向けて公共施設に公衆無線LANを整備）

新・ 空き工場活用促進事業 2,000 （空工場の活用に対する助成事業を実施〈商工業振興助成事業として〉）

・ 木落し坂広場整備事業 28,265 （木落し坂に隣接する広場の安全対策・建物整備、遊歩道整備）

新・ しもすわイルミネーション整備事業 5,000 （民公協働により赤砂崎公園に夏のイルミネーションを実施）

・ 観光協会補助金 15,000 （通常分12,500千円、御柱実行委員会分2,500千円を計上）

新・ おんばしら館管理事業 10,584 （おんばしら館よいさを祭りの体感・体験できる施設として運営）

・ 観光振興推進事業 24,087 （おんばしら館よいさを中心とした体感・体験事業を実施）

・ 観光宣伝事業 2,923 （インバウンド対応を充実）

新・ 移住促進対策事業 3,764 （移住定住促進室を設置し、人口増対策の充実を図る）

・ 移住定住促進基金積立金 27,000 （移住定住促進補助金の財源として積立て）

・ 一般公園管理事業 17,805 （旧小林家土蔵の維持管理を拡充）

・ いずみ湖公園管理費 7,783 （いずみ湖公園にてカヌーの貸出しを実施）

新・ 公園整備事業 5,400 （みずべ公園築山の改修及び遊具の設置）

・ 街なみ環境整備事業 20,953 （御田町線道路美装化設計、大社通り足下灯等設置工事など）

・ 都市計画道路事業 12,904 （国道20号バイパス事業に伴うアクセス道路の都市計画変更に向けた測量など）

・ 社会教育施設管理事業 1,938 （柿蔭山房を土日祝日に公開）

・ 文化財保護事業 2,179 （中山道古峠の国史跡指定に向けた調査の実施）

新・ 埋蔵文化財発掘調査事業 2,983 （焙烙遺跡の調査を受託事業として実施）

新・ 埋蔵文化財センター事業 154,967 （星ヶ塔遺跡国史跡指定に伴う埋蔵文化センターの開設工事）

・ 図書館管理事業 6,846 （エレベーター及びトイレ修繕など）【住民要望】

新・ スポーツ用具等整備事業 5,000 （体育施設用具等に対して枠配分として年次的に整備・更新を進める）

新・ 健康スポーツ施設整備事業 1,000 （健康スポーツゾーン構想に基づく錬成の家・漕艇庫の改修設計提案）

新・ 東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致事業 708 （事前合宿誘致に向けた取り組み、ホストシティタウンへの登録）

平成２８年度 重点施策における主要事業の予算額状況

１ 安心・安全のまちづくりの推進

２ 地域活性化まちづくり事業の推進

１ 安心・安全のまちづくりの推進

２ 地域活性化まちづくり事業の推進

１ 安心・安全のまちづくりの推進



(単位：千円)

・ ひとり親世帯等児童激励金給付事業 2,640 （ひとり親世帯等に対し激励金を給付）

・ 保育所管理運営事業 219,215 （未満児受入の拡充に伴う保育士の増、乳幼児室エアコンの設置など）

・ 誕生祝金支給事業 3,796 （誕生祝金、有料ごみ袋の給付）

新・ こども未来基金貸付事業 2,002 （中学生海外研修事業の実施に伴い、こども未来基金の創設）

・ 学校教育環境の整備
小中学校就学援助事業 12,806 （支給対象者の利便性を考慮し、善意銀行基金による貸付を実施）

教育心理検査事業 1,018 （いじめ問題の早期把握のため、Q-U検査を小学1年生～中学3年生まで年2回実施）

小学校一般用備品購入事業 5,187 （小学校給食用食器の更新など）

中学校一般用備品購入事業 1,814 （社中学校食器消毒保管庫の更新）

英語教科補助指導事業 32,547 （小中学校一貫での英語教育を実施）

中学校教材用備品購入事業 9,611 （教科用図書改定による教師用指導図書などの購入）

新・ 学校運営委員会事業 1,000 （学校運営に保護者、地域住民が参画するコミュニティスクールの開設）

新・ 中学生海外研修事業 6,060 （中学2年生を対象としたニュージーランドへのホームステイを実施）

・ 町内循環バス運行事業 42,506 （町内循環バスの運行）

・ 諏訪湖周バス共同運行事業 5,533 （岡谷市、諏訪市と共同して湖周バスを運行）

・ 社会福祉協議会補助事業 17,161 （指定訪問入浴介護事業への補助を増）

・ 福祉タクシー等助成事業 22,846 （７９歳以上高齢者、透析者、免許返納者等への助成、入浴券との選択制を追加）

・ 障害者、高齢者に優しいまちづくり
障害者福祉関連事業 320,137 （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）

高齢者支援関連事業 44,194 （在宅高齢者支援、高齢者応援、地域支援任意事業、高齢者福祉計画に伴うアンケート実施）

介護保険事業 271,155 （諏訪広域連合構成市町村負担金 3,555千円増など）

介護予防事業 31,918 （諏訪広域連合地域支援事業負担金など）

新 包括的支援事業 32,199 （介護保険制度改正に伴い、認知症や在宅介護に対する包括的支援の実施）

新 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 91,437 （低所得の高齢者、障害・遺族基礎年金受給者に対する30千円の給付）

臨時福祉給付金給付事業 14,578 （町民税が課税されていない方に対し3千円の給付）

・ 老人福祉センター指定管理事業 11,813 （老人福祉センターの運営、老朽化したエレベーター及び非常用照明の修繕）

・ 医療給付事業 141,205 （乳幼児医療給付金の高校生まで拡充：影響額6,971千円）

・ 町民の健康管理及び各種検診の充実
母子保健事業 18,641 （妊婦、乳児健康診査委託、不妊不育治療助成など）

生活習慣病検診事業 23,544 （各種生活習慣病の検診委託事業など）

疾病予防事業 45,171 （小6対象の二種混合予防接種の増）

健康づくり推進事業 2,547 （健康スポーツゾーン活用プログラムの実践など ）

（インターバル速歩講座の講習料1,500円を無償化し、受講者の促進を図る。）

・ 救急告示病院運営事業補助金 2,000 （救急告示病院への救急医療費に対する補助の増）

・ 高浜健康温泉センター事業 26,821 （「ゆたん歩゜」の施設管理）

・ 生ごみ減容リサイクル事業 18,404 （生ごみ減容リサイクルセンター閉鎖に伴う施設の解体撤去など）

・ 資源物等処理事業 45,774 （駅東リサイクルステーションの回収品目の拡充、薪割機の購入など）

・ 焼却ごみ処理事業 81,262 （焼却ごみ収集、岡谷市ごみ受入れ経費を含む）

・ 湖周ごみ処理施設整備事業 44,522 （施設建設に伴う湖周行政事務組合負担金）

新・ リサイクル施設整備事業 304,952 （旧清掃センター解体撤去工事、リサイクル施設の設計）

・ 鳥獣被害防止対策事業 2,155 （野生鳥獣被害対策に対応するため、鳥獣保護の軽減や捕獲器具への補助）

・ 農業用施設改修事業 1,808 （農業用水路の補修工事など）

・ 林道維持管理事業 3,742 （林道、作業道の橋りょう補修工事 2,000千円など）

新・ 個人番号関連事業 4,226 （マイナンバー制度開始に伴うカードの交付、相談窓口の充実）

新・ 新行政不服審査制度対応支援事業 1,758 （新行政不服審査制度対応に伴う現況調査・資料作成・研修会など）

・ 町土地開発公社損失補填補助事業 242,063 （温泉事業特別会計貸付金返済分 97,000千円増）

・ 総合計画策定事業 1,876 （総合計画第7次改訂版の冊子を作成、ダイジェスト版を全戸配布）

新・ ふるさとまちづくり寄附記念品贈呈事業 1,407 （クレジット納付対応及びふるさとチョイスサービスへの登録）

・ 町債償還事業 732,227 （償還元金 82,933千円増）

３ 地域で守り育てる子ども支援策の推進

５ 行政改革の推進

４ 環境、福祉施策の充実

３ 地域で守り育てる子ども支援策の推進

５ 行政改革の推進

４ 環境、福祉施策の充実



平成２８年度 主な新規･拡充･継続の事業概要

●一般行政事業
○ 新行政不服審査制度対応支援事業 1,758 千円 （新行政不服審査制度対応に伴う現況調査・資料作成・研修会など）
○ 御柱祭関連事業 4,200 千円 （国・県等の関係者を招待し更なる友好を図る）
○ 防災用被服購入事業 758 千円 （災害時に本部職員が着用するメッシュベストの購入）
○ 県衛星系防災行政無線更新事業 8,392 千円 （県衛星系防災行政無線の更新にかかる工事の一部負担）
○ 地域防災リーダー養成研修事業 648 千円 （地域防災リーダーの養成研修）
○ 防災行政ラジオ普及促進事業 2,754 千円 （防災ラジオの追加購入の要望に応え、再斡旋を実施）
○ 情報化推進整備事業 1,734 千円 （まちあるきや外国人観光客に向けて公共施設に公衆無線LANを整備）
○ 町長選挙費 7,915 千円
○ 参議院議員通常選挙費 11,749 千円
○ 経済センサス活動調査費 1,497 千円

●住民環境事業
○ 有料道路利用者割引券販売事業 1,779 千円 （新和田トンネル有料道路通行券を5割引で販売）
○ 個人番号関連事業 4,426 千円 （マイナンバー制度開始に伴うカードの交付、相談窓口の充実）
○ 医療給付事業 6,971 千円 （乳幼児医療給付金の高校生まで拡充）
○ 生ごみ減容リサイクルセンター解体事業 1,300 千円 （生ごみ減容リサイクルセンター閉鎖に伴う施設の解体撤去）
○ 焼却施設閉鎖事業 4,354 千円 （清掃センター閉鎖に伴う施設清掃工事など）
○ リサイクル施設整備事業 304,952 千円 （旧清掃センター解体撤去工事、リサイクル施設の設計）
○ 国民健康保険特別会計繰出事業 30,000 千円 （国民健康保険特別会計財政調整基金の枯渇に伴う繰出）

●健康福祉事業
○ 高齢者福祉計画策定事業 195 千円 （高齢者福祉計画策定（H29）に向け、高齢者向けアンケートの実施）
○ 包括的支援事業 32,199 千円 （介護保険制度改正に伴い、認知症や生活支援に対する包括的な取組みを実施）
○ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 91,437 千円 （低所得の高齢者、障害・遺族基礎年金受給者に対する30千円の給付）
○ 健康スポーツゾーン活用事業 972 千円 （健康スポーツゾーン活用プログラムに基づく健康講座の開催など）
○ インターバル速歩実技指導事業 （インターバル速歩講座の講習料1,500円を無償化し、受講者の促進を図る。）

●産業振興事業
○ 空き工場活用促進事業 2,000 千円 （空工場を有効に活用するための助成事業を実施〈商工業振興助成事業として〉）
○ 八島湿原木道修繕事業 2,754 千円 （老朽化した八島湿原木道の計画的な修繕）
○ しもすわイルミネーション事業 5,000 千円 （民公協働により赤砂崎公園に夏のイルミネーションを実施）
○ 木落し坂広場整備事業 28,265 千円 （木落し坂に隣接する広場の安全対策・建物整備、遊歩道整備）
○ おんばしら館管理事業 10,584 千円 （おんばしら館よいさを祭りの体感・体験できる施設として運営）
○ 移住定住促進対策事業 3,764 千円 （移住定住促進室を設置し、人口増対策の充実を図る）

●建設水道事業
○ いずみ湖公園管理事業 1,525 千円（いずみ湖公園にてカヌーの貸出しを実施）
○ 都市計画基礎調査事業 6,092 千円 （5年に1度の都市計画基礎調査を実施）
○ 旧小林家土蔵管理事業 247 千円 （整備が完了した旧小林家土蔵の維持管理）
○ 公園ベンチ購入事業 289 千円 （あすなろ公園にベンチを設置）【未来議会】
○ 公園整備事業 5,400 千円 （みずべ公園築山の改修及び遊具の設置）
○ 温泉施設整備事業 49,500 千円 【温泉事業】（温泉井戸掘削に伴う揚湯施設設置工事など）
○ 浄水場施設整備事業 174,850 千円 【水道事業】（第2配水池の紫外線処理施設整備工事など）
○ 公営企業経営戦略策定事業 4,320 千円 【下水道事業】（公営企業経営戦略の策定）

●教育こども事業
○ 教育心理検査事業 1,018 千円 （いじめ問題の早期把握のため、Q-U検査を小学1年生～中学3年生まで年2回実施）
○ 小学校施設整備事業 5,347 千円 （北小学校理科室の改修工事）
○ 中学校建物調査事業 341 千円 （社中学校保健室のゆがみを改善するための調査の実施）
○ 中学校整備事業 12,677 千円 （社中学校高圧受変電設備改修工事、消火栓配管布設替工事）
○ 中学校教材用備品購入事業 9,611 千円 （教科書改訂に伴う教科用具の購入）
○ 中学校英語教科補助指導事業 17,606 千円 （小中一貫の英語教育実施のため、小学校と同様にレシピを導入）
○ 学校運営委員会事業 1,000 千円 （学校運営に保護者、地域住民が参画するコミュニティスクールの開設）
○ 中学生海外研修事業 6,060 千円 （中学2年生を対象としたニュージーランドへのホームステイを実施）
○ こども未来基金貸付事業 2,002 千円 （中学生海外研修事業の実施に伴い、こども未来基金の創設）
○ 社会教育施設管理事業 1,732 千円 （柿蔭山房を土日祝日に公開）
○ 埋蔵文化財発掘調査事業 2,983 千円 （焙烙遺跡の調査を受託事業として実施）
○ 埋蔵文化財センター改修事業 154,967 千円 （星ヶ塔遺跡国史跡指定に伴う埋蔵文化センターの開設工事）
○ 体育館管理事業 57,100 千円 （体育館給排水設備等改修工事など）
○ スポーツ用具等整備事業 5,000 千円 （体育施設用具等に対して枠配分として計画的に整備・更新を進める）
○ 健康スポーツ施設整備事業 1,000 千円 （健康スポーツゾーン構想に基づく錬成の家・漕艇庫の改修設計提案）
○ 東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致事業 708 千円 （事前合宿誘致に向けた取り組み、ホストシティタウンへの登録）
○ 小中学校就学援助事業 （入学時における負担軽減のため、善意銀行基金を活用した貸付事業の実施）

●消防事業
○ 小型動力ポンプ積載車等購入事業 27,750 千円 （小型動力ポンプ積載車3台、小型動力ポンプ1台の更新）

●一般行政事業
○ 公会所整備事業 7,000 千円 （公会所及び公民館の整備に対する補助）
○ 固定資産課税基礎資料整備事業 11,631 千円 （固定資産評価替えに伴う航空写真撮影及びデータ作成）
○ ふるさとまちづくり寄附記念品贈呈事業 1,407 千円 （クレジット納付対応及びふるさとチョイスサービスへの登録）【寄附者要望】
○ 町土地開発公社損失補填補助事業 242,063 千円 （温泉事業特別会計貸付金返済分 97,000千円増）
○ 総合計画策定事業 1,876 千円 （総合計画第7次改訂版の冊子を作成、ダイジェスト版を全戸配布）
○ 町民講演会開催事業 1,268 千円 （全町民を対象とした講演会の開催）
○ 災害時用備品購入事業 1,000 千円 （赤砂崎公園整備に伴う災害用備品の充実）
○ 自主防災会補助事業 1,246 千円 （消火栓用ホース補助金を統合し補助金の一元化）
○ 地区防災計画策定事業 583 千円 （地区防災計画の作成を3地区で実施し、計画を前倒し）
○ 電子計算機処理事業 70,708 千円 （町ホームページ・施設予約システム及び財務会計システムの更改）

●住民環境事業
○ 町内循環バス運行事業 42,506 千円 （町内循環バスの運行）
○ 諏訪湖周バス共同運行事業 5,533 千円 （岡谷市、諏訪市と共同して湖周バスを運行）
○ 一般相談事業 3,210 千円 （啓発看板の整備や啓発・パトロール時着用ベストの購入）【住民要望】
○ 資源物等処理事業 45,774 千円 （駅東リサイクルステーションの回収品目の拡充、薪割機の購入など）
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●健康福祉事業
○ 社会福祉協議会補助事業 17,161 千円 （指定訪問入浴介護事業への補助を増）
○ 福祉タクシー等助成事業 22,846 千円 （７９歳以上高齢者、透析者、免許返納者等への助成、入浴券との選択制を追加）
○ 介護保険事業 271,155 千円 （諏訪広域連合構成市町村負担金 3,555千円増など）
○ 老人福祉センター施設修繕事業 790 千円 （老朽化したエレベーターや非常用照明装置の修繕）
○ 救急告示病院運営費補助事業 2,000 千円 （救急告示病院への救急医療費に対する補助）
○ 疾病予防事業 45,171 千円 （日本脳炎・二種混合予防接種の個別接種、インフルエンザ予防接種の補助を増）

●産業振興事業
○ 観光振興推進事業 24,087 千円 （おんばしら館よいさを中心とした体感・体験事業を実施）
○ 観光宣伝事業 2,923 千円 （インバウンド対応を充実）
○ 特産品開発事業 230 千円 （コンテスト実施などにより研究してきた特産品の開発）

●建設水道事業
○ 道路新設改良事業 138,940 千円 （町道西赤砂3号線、東山田東町線ほか）
○ 橋りょう新設改良事業 13,000 千円（清水橋改良工事、橋りょう点検）
○ 赤砂崎公園整備事業 312,654 千円（多目的グラウンドの整備、右岸県有地の用地購入など）
○ 都市計画道路事業 12,904 千円（国道20号バイパス事業に伴うアクセス道路の都市計画変更に向けた測量など）

●教育こども事業
○ 心身障害児通園訓練事業 566 千円 （せせらぎ園にエアコンを設置し、施設環境を整備）
○ 保育所管理運営事業 219,215 千円 （未満児受入の拡充に伴う保育士の増、乳幼児室エアコンの設置など）
○ 子育てガイドブック配布事業 227 千円 （子育てガイドブックの配布範囲を拡充）
○ 子育てふれあいセンター運営事業 4,103 千円 （乳児身長計を新たに設置）【住民要望】
○ 小学校一般用備品購入事業 5,187 千円 （プール用コースロープ設置【住民要望】、給食用食器更新など）
○ 小学校英語教科補助指導事業 14,941 千円 （小中連携した英語教育の取り組みの充実）
○ 中学校一般用備品購入事業 1,563 千円 （社中学校食器消毒保管庫の更新）
○ 文化財保護事業 2,179 千円 （中山道古峠の国史跡指定に向けた調査の実施）
○ 公民館活動事業 2,684 千円 （公民館事業としてカヌーイベントを実施）

●消防事業
○ 消防防災施設整備事業 5,540 千円 （防火水槽修繕、分団屯所修繕などの増）【住民要望】

●一般行政事業
○ 車両購入購入事業 9,775 千円 （公用車両を４台更新）
○ プロジェクト推進事業 1,108 千円 （出会い・婚活、健康スポーツゾーン構想などの推進）
○ 友好都市交流事業 630 千円 （南知多町との交流事業）
○ 協働推進事業 5,925 千円 （協働のまちづくりのため下諏訪力創造チャレンジ事業の実施）

●住民環境事業
○ 不法投棄防止啓発事業 54 千円 （不法投棄防止対策の強化）【住民要望】
○ 最終処分場法面改修事業 1,300 千円 （町屋敷最終処分場法面の補修工事）
○ 後期高齢者医療広域行政事業 256,875 千円 （後期高齢者広域連合への負担金）
○ 湖北火葬場事業負担金 33,659 千円 （湖北火葬場の施設運営費に対する負担金）
○ 衛生自治会連合会補助金 3,720 千円 （環境美化を率先して推進する衛生自治会への活動補助）
○ 湖北衛生センター事業負担金 13,219 千円 （湖北衛生センターの施設運営費に対する負担金）
○ 焼却ごみ処理事業 81,262 千円 （焼却ごみ収集、岡谷市ごみ受入れ経費を含む）
○ ごみ減量推進事業 2,227 千円 （ごみ減量化の推進）
○ 湖周ごみ処理施設整備事業 44,522 千円 （施設建設に伴う湖周行政事務組合負担金）

●健康福祉事業
○ 有料ごみ袋給付事業 556 千円 （在宅要介護者などに有料ごみ袋を給付）
○ 障害者自立支援給付事業 298,057 千円 （障がいのある方が自立した生活を送れるサービスの提供）
○ 在宅高齢者支援事業 32,286 千円 （日常生活用具の給付、緊急通報体制の整備など）
○ 高齢者応援事業 268 千円 （生活応援カード事業など）
○ 地域支援任意事業 9,146 千円 （介護保険制度における地域支援事業を町が任意で実施）
○ 介護予防事業 31,918 千円 （諏訪広域連合地域支援事業負担金など）
○ 臨時福祉給付金給付事業 14,578 千円 （町民税が課税されていない方に対し3千円の給付）
○ 高浜健康温泉センター管理事業 26,821 千円 （高浜健康温泉センターゆたん歩゜の施設運営）

●産業振興事業
○ 勤労者生活資金融資預託事業 35,000 千円 （町内に居住している勤労者に対し生活資金融資をあっせん）
○ 農地集積支援事業 606 千円 （農地基本台帳の整備）
○ 農業振興対策事業 2,492 千円 （特産品ＰＲ用チラシなど）
○ 鳥獣被害防止対策事業 2,155 千円 （野生鳥獣被害対策に対応するため、鳥獣保護の軽減や捕獲器具への補助）
○ 農業用施設改修事業 1,808 千円 （農業用水路の補修工事など）
○ 商工会議所補助金 6,000 千円 （商工会議所への補助）
○ 制度融資信用保証料補給事業 30,000 千円 （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）
○ 中小企業融資預託事業 550,000 千円 （中小企業への融資預託）
○ 観光宿泊施設助成事業 3,000 千円 （対象工事100千円以上の宿泊施設の修繕に対し助成）
○ ものづくり支援センターしもすわ補助事業 23,700 千円 （企業間ネットワークの形成を支援）

●建設水道事業
○ 道路維持補修事業 90,196 千円（道路維持補修工事、町道の除雪・融雪委託事業など）
○ 街なみ環境整備事業 20,953 千円 （御田町線道路美装化設計、大社通り足下灯等設置工事など）
○ 公共下水道事業 87,000 千円 【下水道事業】（総合地震対策事業、長寿命化計画事業）

●教育こども事業
○ ひとり親世帯等児童激励給付事業 2,640 千円 （ひとり親世帯等に対し激励金を給付）
○ 誕生祝金支給事業 3,796 千円 （誕生祝金、有料ごみ袋の給付）
○ 子どもの安全推進事業 75 千円 （ボランティアを中心に登下校時の子どもの安全を見守る活動を実施）
○ しもすわガーデンプロジェクト事業 223 千円 （花で町全体を彩るプロジェクトの実施）【未来議会】
○ 中間教室管理運営事業 2,938 千円 （不登校の未然防止や早期対応）
○ 図書購入事業 7,266 千円 （町民のニーズにあった図書等の購入）

●消防事業
○ 消防団無線購入事業 5,024 千円 （基地局、携帯無線機、車載無線機などの購入）
○ 消防団員応援事業 728 千円 （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）
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(単位：千円)

記載項目計 ７２，５４９千円

・ 情報セキュリティ強化対策事業 15,120 （個人情報保護のため、庁内情報システムのネットワーク強化対策）

・ 個人番号関連事業 3,568 （マイナンバー実施に伴う関連業務を実施）

・ 湖周ごみ処理施設整備事業 9,364 （28年度実施予定の湖周ごみ処理施設整備の前倒し）

・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 1,124 （低所得の高齢者、障害・遺族基礎年金受給者に対する給付）

・ 赤砂崎公園整備事業 16,100 （赤砂崎公園多目的グラウンドの整備）

・ 駅前防災広場整備事業 26,932 （駅前防災広場の整備）

・ 保育所管理運営事業 341 （低所得世帯の幼児教育無償化に係るシステム改修）

※ 一部事業については、平成28年度へ繰越明許のうえ実施予定

記載項目計 １４，６５４千円

・ ＳＵＷＡブランド創造事業 7,048 （諏訪６市町村による「ＳＵＷＡブランド創造事業」の実施）

・ 長期滞在型観光創生事業 6,180 （諏訪地方観光連盟と連携した御柱祭の活用による長期滞在型観光の創生）

・ 信州ビーナスライン広域観光事業 825 （ビーナスラインを基軸とした広域観光事業の展開）

・ 移住定住促進対策事業 601 （「楽園信州」移住相談センターの諏訪地区相談センターの開設）

※ 交付金の内示状況を考慮し、平成28年度へ繰越明許のうえ実施予定

記載項目計 １０６，０１５千円

・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 91,437 （低所得の高齢者、障害・遺族基礎年金受給者に対する給付）

・ 臨時福祉給付金給付事業 14,578 （町民税が課税されていない方に対する給付）

国の補正予算を受けて実施を予定している事業

国の２月補正予算を受けて実施を予定する事業については、平成２７年度３月補正予算案及び平成２８
年度当初予算案に計上し、事業を進めてまいります。

平成２８年度当初予算にて予定する事業

地方創生加速化交付金に伴う事業（平成２７年度補正予算にて追加上程を予定）

平成２７年度補正予算にて予定する事業


