
【 まちづくりの４つの指針 】
★安全に、健康で暮らし続けることができるまちづくり
★安心して子どもを産み、育てることのできるまちづくり
★安定的に働き続けることのできる地域、まちづくり
★住んでいることに誇りが持てる住民主体・協働のまちづくり

(単位：千円)

・ 町内循環バス運行事業 40,500 （ダイヤ改正による町内循環バス「あざみ号」の運行）

・ 諏訪湖周バス共同運行事業 10,789 （岡谷市、諏訪市と共同して湖周バス「スワンバス」を運行）

新・ なんでも相談事業 210 （なんでも相談室を新設し、専用ダイヤルによる相談窓口の一元化）

新・ 移動販売事業 1,258 （６、９区を対象に民間事業者と連携した移動販売を試行）

新・ 安心カード配付事業 486 （避難行動要支援者を中心にマグネット式カードを配付）

・ 相談支援包括化推進事業 2,919 （要支援者への相談対応を社協にて実施）

・ 社会福祉協議会補助事業 16,533 （老人福祉センター管理のほか、町と連携した取組への補助）

・ 福祉タクシー等助成事業 22,800 （７９歳以上高齢者や免許返納者等へ助成、循環バス・入浴券の選択制）

新・ 障がい者支援施設等通所費助成事業 332 （障がい者支援施設への通所交通費の補助）

・ 障がい者自立支援給付事業 328,973 （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）

・ 成年後見権利擁護支援事業 3,234 （成年後見制度の利用を支援し、障がい者等の権利を擁護）

・ 在宅高齢者支援事業 27,990 （在宅介護支援センター運営や家庭介護者慰労金の支給など）

・ 介護保険事業 268,300 （諏訪広域連合による介護保険事業の実施）

・ 介護予防・生活支援サービス事業 27,947 （訪問介護・通所介護に係る事業の実施）

・ 一般介護予防事業 21,351 （介護予防教室等を各所と連携して展開）

・ 包括的支援事業 24,220 （自立した日常生活を営むための包括ケア体制の推進）

・ 老人福祉センター指定管理事業 12,860 （和室用高坐椅子を配備）

・ 公共施設トイレ洋式化事業

公園整備事業 804 （公園トイレの洋式化）

研修の家キャンプ場整備事業 908 （研修の家キャンプ場トイレの洋式化）

・ 姉妹都市交流事業 1,586 （南知多町との小学生交流事業及び日帰りバスツアーを年２回実施）

新・ 姉妹都市提携事業 782 （南知多町との姉妹都市提携に向けた取組を実施）

・ 保育所管理運営事業 226,702 （保育所の運営に係る経費、未満児保育環境の整備の充実）

・ 医療給付事業 137,309 （高校生まで現物給付とし、医療機関窓口での負担を軽減）

新・ 保健センター空調設備等改修事業 81,808 （福祉避難所の機能強化のため、空調設備の整備・照明のLED化）

・ 母子保健事業

乳幼児健診・初期離乳食教室事業 201 （健診・栄養指導の対象者を拡充）

幼児健診事業 371 （２歳児相談における心理発達相談の充実）

・ こども未来基金活用事業

新 こどもらんど事業 1,140 （食事を通じて地域とふれあうこどもらんどの開設・運営の補助）

新 こどもの居場所づくり事業 480 （こどもの居場所づくりに係る施設開設・運営の補助）

新 こどもの教育支援事業 100 （様々なケースに応じた柔軟な教育支援を展開）

・ 学校教育環境の整備

小中学校整備事業 6,858 （小中学校の放送設備の更新及び教室テレビのデジタル化）

小中学校就学援助事業 14,937 （入学・進学の時期に必要な援助ができるよう制度改正に伴う拡充）

小中学校特別支援教育充実事業 10,529 （多様化する児童・生徒への個別支援の充実）

小中学校英語教科補助指導事業 32,258 （小中連携した英語教育の取組の充実）

・ 中学生海外研修事業 4,503 （中学２年生を対象としたニュージーランドでの語学研修を実施）

平成３０年度 重点施策における主要事業の状況

２ 安心して産み、育てることのできる町

１ 高齢者・障がい者にやさしい町



(単位：千円)

・ 公会所整備事業 17,000 （公会所等の整備への補助）

・ 避難地看板作製設置事業 1,296 （避難所・避難場所へ標示看板を設置）

・ 災害時用備品整備事業 1,778 （赤砂崎公園右岸整備に伴う災害時用備品の整備）

・ 災害時用備蓄食糧配備事業

災害時用食糧備蓄事業 1,070 （地域防災計画に基づく食糧備蓄目標を達成）

新 災害時用備蓄食糧分散配備事業 666 （分散備蓄の第２弾として各区自主防災会に食糧を配備）

新・ 防災ネットワークしもすわ補助事業 1,897 （防災ネットワークしもすわ発足に伴う活動費等の補助）

新・ 防災行政無線設備更新事業 122,247 （防災行政無線のデジタル化を３年間で実施）

・ 資源物等処理事業 83,174 （資源物適正処理の推進）

・ 減災設備・リフォーム補助事業 13,000 （減災設備工事やリフォーム工事への補助を実施）

新・ 空き家実態調査事業 6,200 （空き家の利活用・適正管理に向けた実態把握のための調査）

・ 道路維持補修事業 109,945 （道路維持補修費を10,000千円増、町道の除雪・融雪など）

新・ 太陽光発電式街路灯設置事業 33,965 （諏訪湖岸街路灯を太陽光発電式LED照明灯へ更新）

・ 町道東山田東町線改良事業 59,826 （町道東山田東町線の整備に向けた事業用地の取得等）

新・ 高木橋改良事業 14,000 （高木橋の耐震補強等に向けた診断等の実施）

新・ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 5,000 （橋りょうの長寿命化に向けた個別計画の更新）

新・ 都市計画マスタープラン策定事業 6,362 （将来のまちづくりを見据えた都市計画の見直しを実施）

・ 急傾斜地崩壊対策事業 10,000 （県事業による武居地区急傾斜地の整備に係る負担金）

・ 住宅・建築物安全ストック形成事業 24,949 （木造住宅の耐震化促進へ向けた取組）

・ 赤砂崎公園整備事業 70,041 （赤砂崎右岸用地の取得及び右岸広場造成）

・ 街なみ環境整備事業 89,864 （町道御田町線及び町道立町線の美装化ほか）

・ 都市計画道路事業 3,370 （国道２０号バイパスのアクセス道路整備に向けた計画変更など）

新・ 子どもの安全推進事業 150 （各区における子どもの安全を見守る会と学校に夏用ベストを配付）

・ 消火栓整備事業 5,977 （地下式から地上式消火栓への切替）

新・ 消防ポンプ自動車購入事業 22,000 （２５年経過した消防ポンプ車の更新）

・ 雨水排水対策事業【下水道事業会計】 400,000 （中心市街地の浸水被害解消のため雨水渠の年次的な整備）

・ 協働推進事業 5,874 （協働のまちづくりのため下諏訪力創造チャレンジ事業等の実施）

新・ コンビニ証明書交付事業 29,002 （全国のコンビニ等から各種証明書を取得できるサービスの開始）

・ ＳＵＷＡブランド創造事業 2,518 （広域的なものづくり技術を活かした新事業進出の支援）

・ 商工会議所補助事業 7,000 （青年部の北信越ブロック大会開催に向けた補助を拡充）

・ 商工業振興助成事業 7,000 （町内商工業の振興を図るための助成等）

新・ 下諏訪まちづくり推進会議補助事業 300 （下諏訪まちづくり推進会議での活動に対する補助）

・ 中小企業融資預託事業 550,000 （経営資金・設備投資の融資限度額を拡充）

・ しもすわイルミネーション整備事業 1,560 （民公協働によるサマーイルミネーションの実施）

・ ものづくり支援センター運営事業 17,864 （企業の情報発信と受注拡大への支援）

・ 移住定住促進対策事業

地域おこし協力隊員委嘱事業（移住） 6,785 （地域おこし協力隊員による移住交流の展開）

移住交流拠点運営事業 771 （移住交流拠点の運営）

新・ 起業創業支援施設整備事業 10,050 （ホシスメバ(旧寮室)の整備、リノベーション体験の実施など）

新・ 起業創業誘致施設整備事業 4,309 （ホシスメバ(旧所長寮)の整備）

・ 結婚新生活支援事業

新 結婚新生活支援施設整備事業 9,964 （結婚新生活支援施設の整備、リノベーション体験の実施）

結婚新生活支援事業補助事業 2,400 （結婚新生活を迎えるための準備に必要な費用の補助）

新 結婚新生活支援施設改修補助事業 500 （結婚新生活者用施設の居室改修への助成）

３ 安心・安全、防災意識日本一の町

４ 活力ある産業振興と若者支援の町



(単位：千円)

・ 生活習慣病検診事業 26,427 （健康教室や健康相談、各種がん健診等を実施）

・ 疾病予防事業 47,273 （予防接種法に基づく各種予防接種等を実施）

・ 健康づくり推進事業

健康ポイント事業 4,000 （健診や健康講座の参加者へポイント付与による商品券等の還元）

健康スポーツゾーン活用事業 778 （野外健康器具等を活用したプログラムの実施）

・ 高浜健康温泉センター管理事業 30,223 （ゆたん歩゜の施設運営）

新・ サイクリングロード整備事業 13,451 （諏訪湖岸サイクリングロード整備に向けた測量・設計等の実施）

新・ 中部選手権競漕大会開催事業 1,000 （中部選手権競漕大会の開催補助）

新・ 健康スポーツ都市宣言記念事業 300 （健康スポーツ都市宣言に伴うイベントを実施）

・ 体育施設・用具整備事業

スポーツ用具整備事業 2,046 （枠配分による年次的なスポーツ用具の更新）

新 体育館アリーナ改良事業 2,784 （枠配分による年次的な改良として体育館アリーナの改修）

新 弓道場射場改修事業 1,089 （枠配分による年次的な修繕として弓道場の整備）

新・ 諏訪湖活用推進事業 7,500 （諏訪湖を活用した体験プログラムなどの実施）

・ 健康スポーツ施設整備事業 2,837 （新艇庫建設に向けた準備経費、通信設備等の仮設）

新・ 総合運動場管理施設改築事業 236,397 （総合運動場管理棟及び陸上競技場トイレの改築）

・ 東京オリ・パラ事前合宿誘致事業 3,796 （事前合宿実現に向けた誘致活動の展開）

・ ホストタウン推進事業 898 （中学生を対象としたオリンピック教室の実施）

新・ 公衆無線ＬＡＮ環境構築事業 3,003 （諏訪湖畔一帯及び三角八丁エリアの公衆無線LANの整備）

新・ 八島高原公衆便所改修事業 4,320 （八島高原公衆便所改修に向けた基本設計の実施）

・ 八島高原木道改修事業 3,510 （老朽化した八島高原木道の計画的な整備）

・ 町内案内看板整備事業 890 （観光施設整備に伴う町内案内看板の更新整備）

・ 諏訪地方観光連盟運営事業 4,539 （諏訪地域の観光振興に向けた取組を拡充）

・ 観光協会補助事業 15,000 （三角八丁や町民祭での新規イベントに向けた補助を拡充）

新・ しもすわ今昔館指定管理事業 13,774 （儀象堂から名称変更、歴史を体感できるシアター映像の制作）

・ おんばしら館管理事業 10,271 （御柱祭の紹介や旅行会社と連携した誘客を充実）

新・ 地域おこし協力隊員委嘱事業（観光） 6,904 （地域おこし協力隊員による観光振興の展開）

・ 観光振興推進事業 27,000 （各種観光施設等の一体的な維持管理、体験事業等の実施）

新・ 宿場街道資料館導線整備事業 5,620 （歴史体感エリア空間整備の一環として導線の整備）

新・ 星ヶ塔ミュージアム指定管理事業 3,922 （星ヶ塔ミュージアムをしもすわ今昔館と一体的に運営）

５ 健康長寿、スポーツの町

６ 観光客にも魅力ある町



平成３０年度 主な新規･拡充･継続事業の概要

●一般行政事業
○ 会計年度任用職員制度導入事業 1,404 千円 （地方公務員法改正に伴う制度新設準備）
○ 姉妹都市提携事業 782 千円 （南知多町との姉妹都市提携に向けた取組を実施）
○ 町制施行記念式典事業 1,416 千円 （町制施行１２５周年に伴う記念式典の開催）
○ 町勢要覧発行事業 1,350 千円 （町制施行１２５周年記念として町勢要覧を発行）
○ 災害時用備蓄食糧分散配備事業 666 千円 （分散備蓄の第２弾として各区自主防災会に食糧を配備）
○ 防災ネットワークしもすわ補助事業 1,897 千円 （防災ネットワークしもすわ発足に伴う活動費等の補助）
○ 防災行政無線設備更新事業 122,247 千円 （防災行政無線のデジタル化）
○ 公衆無線ＬＡＮ環境構築事業 3,003 千円 （諏訪湖畔一帯及び三角八丁エリアの公衆無線LANの整備）
○ 県知事選挙、県議会議員補欠選挙費 11,849 千円
○ 住宅、土地統計調査費 1,252 千円

●住民環境事業
○ なんでも相談事業 210 千円 （なんでも相談室を新設し、日常生活等の各種相談窓口の一元化）
○ 移動販売事業 1,258 千円 （６、９区を対象に民間事業者と連携した移動販売を試行）
○ コンビニ証明書交付事業 29,002 千円 （全国のコンビニ等から各種証明書を取得できるサービスの開始）
○ 川ごみサミット開催補助事業 300 千円（河川環境保全に向けた関係団体の意見交換・イベント等の誘致）

●健康福祉事業
○ 安心カード配付事業 486 千円（避難行動要支援者を中心にマグネット式カードを配付、消防と連携）
○ 障がい者支援施設通所費助成事業 332 千円（障がい者支援施設への通所交通費の補助）
○ 保健センター空調設備等改修事業 81,808 千円（福祉避難所の機能強化のため、空調設備の整備・照明のLED化）

●産業振興事業
○ 農業用施設点検事業 1,080 千円（農業用施設の個別計画策定のため、専門的な点検・診断の実施）
○ 記念植樹事業 540 千円（御柱の森へモミ苗木の記念植樹を実施）
○ 林道橋りょう点検事業 2,322 千円（林道橋りょうの個別計画策定のため、専門的な点検・診断の実施）
○ 下諏訪まちづくり推進会議補助事業 300 千円（下諏訪まちづくり推進会議での活動に対する補助）
○ 八島高原公衆便所改修事業 4,320 千円（八島高原公衆便所改修に向けた基本設計の実施）
○ 町内案内看板整備事業 890 千円（観光施設整備に伴う町内案内看板の更新整備）
○ しもすわ今昔館指定管理事業 13,774 千円（儀象堂から名称変更、歴史を体感できるシアター映像の制作）
○ 地域おこし協力隊員委嘱事業（観光） 6,904 千円（地域おこし協力隊員による観光振興の展開）
○ 起業創業支援施設整備事業 10,050 千円（ホシスメバ(旧寮室)の整備、リノベーション体験の実施など）
○ 起業創業誘致施設整備事業 4,309 千円（ホシスメバ(旧所長寮)の整備）
○ 結婚新生活支援施設整備事業 9,964 千円（結婚新生活支援施設の整備、リノベーション体験の実施）
○ 結婚新生活支援施設改修補助事業 500 千円（結婚新生活支援施設の居室改修への助成）
○ 空き家実態調査事業 6,200 千円（空き家の利活用・適正管理に向けた実態把握のための調査）

●建設水道事業
○ 太陽光発電式街路灯整備事業 33,965 千円 （諏訪湖岸街路灯を太陽光発電式LED照明灯へ更新）
○ サイクリングロード整備事業 13,451 千円 （諏訪湖岸サイクリングロード整備に向けた測量・設計等の実施）
○ 高木橋改良事業 14,000 千円 （高木橋の耐震補強等に向けた診断等の実施）
○ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 5,000 千円 （橋りょうの長寿命化に向けた個別計画の更新）
○ 都市計画マスタープラン策定事業 6,362 千円 （将来のまちづくりを見据えた都市計画の見直しを実施）

●教育こども事業
○ 子どもの安全推進事業 150 千円 （各区における子どもの安全を見守る会と学校に夏用ベストを配付）
○ こども未来基金給付事業 1,720 千円 （こどもらんどや居場所づくり、その他多様な教育支援として基金を活用）
○ 小学校整備事業 2,555 千円 （北小学校の放送設備の更新及び教室テレビのデジタル化）
○ 中学校整備事業 4,303 千円 （中学校放送設備の更新及び教室用テレビのデジタル化）
○ 中学校コンピュータ教育事業 1,131 千円 （中学校授業用パソコンにオフィスを導入）
○ 全国歴史の道会議開催事業 300 千円 （歴史的な街道の保存・活用に向けた取組、道あるきなどを長和町と共催）
○ 新聞データベース導入事業 454 千円 （新聞記事データベースの導入し、利用者の利便性の向上）
○ 魁塚看板等整備事業 545 千円 （魁塚の石塔・解説看板の整備）
○ 文化財保護整備補助事業 3,600 千円 （下馬橋、東山田行屋の保護修繕への補助）
○ 埋蔵文化財発掘調査事業 707 千円 （国道２０号バイパス整備に伴う遺跡発掘調査）
○ 宿場街道資料館導線整備事業 5,620 千円 （歴史体感エリアとして空間整備の一環として導線の整備）
○ 宝くじ文化公演事業 919 千円 （町制１２５周年・文化センター開館３０周年記念事業として文化公演会を開催）
○ 星ヶ塔ミュージアム指定管理事業 3,922 千円 （星ヶ塔ミュージアムをしもすわ今昔館と一体的に運営）
○ 中部選手権競漕大会補助事業 1,000 千円 （中部選手権競漕大会の開催補助）
○ 健康スポーツ都市宣言記念事業 543 千円 （健康スポーツ都市宣言に伴う健康・スポーツに係るイベント等を実施）
○ 体育館アリーナ改良事業 2,784 千円 （枠配分による年次的な改良として体育館アリーナの改良）
○ 弓道場射場改修事業 1,089 千円 （枠配分による年次的な修繕として弓道場の整備）
○ 諏訪湖活用推進事業 7,500 千円 （諏訪湖を活用した体験プログラムなどの実施）
○ 総合運動場管理施設改築事業 236,397 千円 （総合運動場管理棟及び陸上競技場トイレの改築）

●消防事業
○ 消防ポンプ自動車購入事業 22,000 千円 （２５年経過した消防ポンプ車の更新）

●一般行政事業
○ 公会所整備事業 17,000 千円 （公会所等の整備への補助）
○ プロジェクト推進事業 1,300 千円 （婚活イベントとして町民対象の講演会の開催及び各種プロジェクト実施）
○ 避難地看板作製設置事業 1,296 千円 （指定避難所へ避難看板を２年間で設置）
○ 災害時用備品整備事業 1,778 千円 （赤砂崎公園右岸整備に伴う災害時用備品の整備）
○ 災害時用食糧備蓄事業 1,070 千円 （地域防災計画に基づく食糧備蓄目標を達成）
○ 駐車場事業【駐車場事業特別会計】 （四ツ角駐車場の定期駐車料金の見直し、利用者利便性を向上）

●住民環境事業
○ 諏訪湖周バス共同運行事業 10,789 千円 （岡谷市、諏訪市と共同して湖周バス「スワンバス」を運行）
○ 駅東リサイクルステーション事業 5,612 千円 （回収場所の舗装拡充など利便性を考慮した整備の拡充）

●健康福祉事業
○ 相談支援包括化推進事業 2,919 千円 （要支援者への相談対応を社協にて実施）
○ 成年後見権利擁護支援事業 3,234 千円（成年後見制度の利用を支援し、障がい者等の権利を擁護）
○ 老人福祉センター指定管理事業 12,860 千円 （和室用高坐椅子を配備）
○ 医療給付事業 137,314 千円 （８月から現物給付化し、医療機関窓口での負担を軽減）
○ 乳幼児健診・初期離乳食教室事業 201 千円 （健診・栄養指導の対象者を拡充）
○ 幼児健診事業 371 千円 （２歳児相談における心理発達相談の充実）
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●産業振興事業
○ 林道維持補修事業 2,000 千円 （林道砥沢線橋りょうの修繕等）
○ 商工会議所補助事業 7,000 千円 （青年部の北信越ブロック大会開催に向けた補助を拡充）
○ 商工業振興助成事業 7,000 千円 （町内商工業の振興を図るための助成等）
○ 中小企業融資預託事業 550,000 千円 （経営資金・設備投資の融資限度額を拡充）
○ 諏訪地方観光連盟運営事業 4,539 千円 （地方創生推進事業を活用した諏訪地域の観光振興に向けた取組を拡充）
○ 観光協会補助事業 15,000 千円 （三角八丁や町民祭での新規イベントに向けた補助を拡充）

●建設水道事業
○ 道路維持補修事業 109,945 千円 （道路維持補修費を10,000千円増、町道の除雪・融雪など）
○ 住宅・建築物安全ストック形成事業 24,949 千円 （木造住宅の耐震化促進へ向けた取組）
○ 公園整備事業 2,856 千円 （公園トイレの洋式化、公園遊具の安全対策の実施）
○ 街なみ環境整備事業 89,864 千円 （町道御田町線及び町道立町線の美装化ほか）
○ 都市計画道路事業 3,370 千円 （国道２０号バイパスのアクセス道路整備に向けた予備設計など）
○ バイパス対策事業 （国道バイパス推進室を新設・増員し、国とともに用地交渉等にあたる）

●教育こども事業
○ 小中学校就学援助事業 14,937 千円 （入学・進学の時期に必要な援助ができるよう制度改正に伴う拡充）
○ 小中学校特別支援教育充実事業 10,529 千円 （多様化する児童・生徒への個別支援の充実）
○ 企画、特別展事業 645 千円 （町の歴史、文化・芸術をテーマとした特別展の開催）
○ 北欧音楽祭開催事業 3,000 千円 （町制１２５周年・創立２０周年記念企画展を開催）
○ 総合文化センター施設修繕事業 4,712 千円 （老朽化した電源設備、舞台設備の整備）
○ 漕艇コース設置事業 1,236 千円 （競技に支障のある水草除去の経費を拡充）
○ 東京オリ・パラ事前合宿誘致事業 3,796 千円 （事前合宿実現に向けた誘致活動の展開）

●消防事業
○ 消防団活動事業 9,743 千円 （消防服の２着目の計画的な整備のほか備品などの更新）
○ 消火栓整備事業 5,977 千円 （地下式から地上式消火栓への切替）

●一般行政事業
○ 議会だより発行事業 738 千円 （議会活動等を広く知ってもらうため、議会広報を実施）
○ 町土地開発公社損失補填補助事業 242,063 千円 （赤砂崎公園用地の購入に係る損失補填の補助）
○ ＰＣＢ物品廃棄物事業 9,072 千円 （３年計画で廃棄）
○ 車両購入事業 5,472 千円 （ハイブリッド車、軽自動車の購入）
○ 姉妹都市交流事業 661 千円 （南知多町との小学生交流事業）
○ 協働推進事業 5,874 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等の実施）
○ 地区防災計画策定事業 593 千円 （各地区ごとに防災計画を見直し、策定を２地区で実施）
○ ふるさとまちづくり寄附記念品事業 2,000 千円 （町の特色を生かした返礼品メニューを充実させ実施）
○ 町債償還元金・利子 785,383 千円

●住民環境事業
○ 町内循環バス運行事業 40,500 千円 （ダイヤ改正による町内循環バス「あざみ号」の運行）
○ 湖北火葬場運営事業 37,315 千円 （湖北火葬場の施設運営費に対する負担金）
○ 清掃センター等管理運営事業 14,011 千円 （清掃センターの維持管理と資源物受付業務）
○ 湖周行政事務組合運営事業 91,590 千円 （湖周ごみ処理施設の整備、運営に要する経費の負担）
○ 湖北衛生センター運営事業 12,214 千円 （湖北衛生センターの施設運営費に対する負担金）

●健康福祉事業
○ 社会福祉協議会補助事業 16,533 千円 （老人福祉センター管理のほか、町と連携した取組への補助）
○ 福祉タクシー等助成事業 22,800 千円 （７９歳以上高齢者や免許返納者等へ助成、循環バス・入浴券の選択制）
○ 障がい者自立支援給付事業 342,931 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 28,005 千円 （在宅介護支援センター運営や家庭介護者慰労金の支給など）
○ 介護保険事業 268,300 千円 （諏訪広域連合による介護保険事業の実施）
○ 特別養護老人ホーム支援事業 19,800 千円 （特別養護老人ホーム事業特別会計への操出金）
○ 救急告示病院運営補助事業 2,000 千円 （救急告示病院への救急医療に対する補助）
○ 健康ポイント事業 4,000 千円 （健診や健康講座への参加向上のためポイント付与による商品券等の還元）
○ 高浜健康温泉センター管理事業 30,223 千円 （ゆたん歩゜の施設運営）

●産業振興事業
○ 鳥獣被害防止対策事業 1,778 千円 （野生鳥獣被害対策として、農作物被害の軽減や捕獲器具への補助）
○ 町有林整備事業 5,426 千円 （町有林の下刈り等による整備）
○ ＳＵＷＡブランド創造事業 2,518 千円 （広域的なものづくり技術を活かした新事業進出の支援）
○ 減災設備・リフォーム補助事業 13,000 千円 （減災設備工事やリフォーム工事への補助を実施）
○ 八島高原木道改修事業 3,510 千円 （老朽化した八島高原木道の計画的な整備）
○ しもすわイルミネーション整備事業 1,560 千円 （民公協働によるサマーイルミネーションの実施）
○ おんばしら館管理事業 10,271 千円 （御柱祭の紹介や旅行会社と連携した誘客を充実）
○ 観光振興推進事業 27,000 千円 （各種観光施設等の一体的な維持管理、体験事業等の実施）
○ ものづくり支援センター運営事業 17,864 千円 （企業の情報発信と受注拡大への支援）
○ 結婚新生活支援補助事業 2,400 千円（結婚新生活を迎えるための準備に必要な費用の補助）

●建設水道事業
○ 急傾斜地崩壊対策事業 10,000 千円 （県事業による武居地区急傾斜地の整備に係る負担金）
○ 赤砂崎公園整備事業 70,041 千円 （赤砂崎右岸用地の取得及び右岸広場造成）
○ 雨水排水対策事業【下水道事業会計】 400,000 千円 （中心市街地の浸水被害解消のため雨水渠の年次的な整備）

●教育こども事業
○ 小中学校英語教科補助指導事業 32,258 千円 （小中連携した英語教育の取組の充実）
○ 中学生海外研修事業 4,503 千円 （中学２年生を対象としたニュージーランドでの語学研修を実施）
○ 研修の家キャンプ場整備事業 908 千円 （研修の家キャンプ場トイレの洋式化）
○ 図書購入事業 7,127 千円 （町民のニーズにあった図書等の購入）
○ 地域資料保存事業 490 千円 （町内に現存する歴史的な価値のある写真等をデジタル化保存）
○ スポーツ用具整備事業 2,046 千円 （枠配分による年次的なスポーツ用具の更新）
○ 健康スポーツ施設整備事業 2,837 千円 （新艇庫建設に向けた準備経費、通信設備等の仮設）
○ ホストタウン推進事業 898 千円 （中学生を対象としたオリンピック教室の実施）

●消防事業
○ 諏訪広域消防運営事業 241,894 千円

●新規・拡充・継続件数
H30 新規55件 拡充35件 継続45件 H28 新規52件 拡充39件 継続40件

H29 新規68件 拡充32件 継続41件
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(単位：千円)

記載項目計 １２，５００千円

1 町制施行記念式典事業 1,416 （町制施行１２５周年に伴う記念式典の開催）

2 記念ロゴマーク募集活用事業 － （シンボルとなる「ロゴマーク」を制作し、周知等で活用）

3 町勢要覧発行事業 1,350 （町の１２５年の歩みをまとめた町勢要覧を発行）

4 町民施設無料開放事業 － （町内の公共施設を町民に対し無料で開放する）

5 文化センター開館３０周年記念自主事業 700 （文化公演会「ふるさとワクワク劇場」を開催）

6 記念植樹事業 540 （御柱の森へモミ苗木の記念植樹を実施）

7 北欧音楽祭開催事業 1,000 （町制１２５周年・創立２０年記念企画展、コンサートを開催）

8 明治維新１５０年特別展事業 308 （町の歴史、町の文化・芸術をテーマとした企画展を開催）

9 相楽祭１５０年記念事業 544 （魁塚の石塔・解説看板の整備、相楽祭講演会を実施）

10 全国歴史の道会議長野県大会開催事業 300 （歴史的な街道の保存・活用に向けた取組・道あるきなどを長和町と共催）

11 姉妹都市提携事業 782 （南知多町との姉妹都市提携に向けた取組を実施）

12 姉妹都市交流事業 925 （南知多町との姉妹都市提携を記念して日帰りバスツアーを年２回実施）

13 健康スポーツ都市宣言記念事業 543 （健康スポーツ都市宣言に伴う健康・スポーツに係るイベント等を実施）

14 第４６回中部選手権競漕大会事業 1,000 （第４６回中部選手権競漕大会の開催に対する補助）

15 三角八丁・町民祭り新規催物事業 2,500 （三角八丁やお舟祭りの「宵祭り」において新規催物を実施）

16 大相撲諏訪湖場所協賛事業 － （大相撲諏訪湖場所の開催に向けた協力やＰＲイベント等の実施）

17 公園等への緑化推進事業 292 （高木津島公園へ町の花であるツツジ苗木の記念植樹を実施）

18 第４回川ごみサミット開催事業 300 （河川環境保全に向けた関係団体の意見交換・イベント等の誘致を実施）

町制施行１２５周年記念事業

明治２６年に下諏訪村が下諏訪町と改称し、迎える平成３０年度は町制施行１２５周年の節目の年となり
ます。先人達が誠意築きあげてこられた伝統とこれまでの町の歩みを町民の皆さんと一緒に振り返り、こ
の町の未来に向けた飛躍の年となるよう記念事業を実施します。

町制施行１２５周年記念事業
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