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 事業別予算ガイドについて 

 事業別予算ガイドは、町が実施している事業を予算と照らし合わせて、目的別にわかりやすく住民の皆様

にお知らせするものです。まちづくりの基本計画である「第７次下諏訪町総合計画」の基本理念に合わせて

構成し、今年度に実施する事業の概要と予算の内容を説明しています。 

 掲載されている事業は、各課の重点事業や新規事業を中心としています。全事業を掲載しているものでは

ありませんので、掲載している事業のほかにお知りになりたい事業、内容がありましたら、お気軽に担当課

までお問い合わせください。 

 今後も行政の仕事に関心を持っていただくとともに、ご理解をいただきながら、住民の皆様とともにつく

るまちづくりのため、透明で開かれた行政を目指し、その役割を果たしていきます。 

  

行政改革審議会と行政評価について 

 本ガイドに掲載している事業については、毎年度、事業ごとに内部評価を行い、「下諏訪町行政改革審議

会」から評価結果に対するご意見をいただきながら、事業改善につなげていきます。 

 

 

 

     内部評価（事業課における担当職員による自己評価） 

 

 

 

 

     住民の視点（必要な事業か、実施方法は適切か、住民の視点から評価） 

 

 

 

 

 

     ○令和３年度に開催した行政改革審議会の主な意見 

     ・起業創業に関して、商工会議所が強力にバックアップしていることを広く知っていた 

      だくと、よい流れにつながる。 

     ・自然環境を大切にする意識の高まりがあり、募金や寄付金などを促すきっかけづくり 

      ができるとよい。 

     ・町外消費へ流れるお金が町内の商工業で回るシステムを構築していくべき。 

     ・稼げる観光には、大型の宿泊施設が必要。 

     ・移住や起業を促進したいが、候補地の権利関係が複雑。ニーズとのマッチングが課題。 

     ・スポーツ施設を活かした合宿の受け入れなどで賑わいを取り戻したい。 

     ・県内の住み続けたいまちの上位にランキングされているが、一方で何かを変えていこ 

      うという気持ちは足りないように思う。 

○下諏訪町行政改革審議会 

 町の行政改革の基本方針・推進計画・実施状況等について審議します。 

 町民又は町内の各種団体の代表３人以内、識見を有する方４人以内、公募による

町民３人以内で構成しています。 

○事務事業評価結果 

 事業ごとに「妥当性・公平性・効率性・目標達成度」を評価した上で、事業の「拡

充・手法改善・コスト低減・縮小・廃止・現状維持」の総合評価を行います。 

○事務事業 

 「事業別予算ガイド」に掲載して、事業の概要と予算の内容を説明します。 

課題の把握・改善方法の検討・次年度予算への反映 
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予算施政方針（抜粋） 
 
令和４年度は、私にとって就任２年目となる年であります。昨年、コロナ禍で開催された

東京オリンピックと先日閉幕した北京冬季オリンピックでの高木菜那さんをはじめとした選

手の皆さんの活躍は、我々に感動と勇気を与えてくれました。このオリンピックレガシーを

アフターコロナの希望の糧として、コロナに負けずに町民の皆様が笑顔で暮らせるよう、更

なる飛躍の年にしていきたいと思っております。 

予算編成にあたっては、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、ポストコロナ

を見据えた新たな事業展開を視野に入れつつ、まちづくりの指針となる「第７次総合計画」

及び「未来を創る総合戦略」を踏まえた地方創生の推進を基本としたうえで、私が公約とし

て掲げた８つの重点施策についても、昨年に拓いた施策をさらに推し進め、「住みたいまち」

「元気な声がひびくまち」が実感できる安心・安全で魅力あるまちづくりに向け、全職員が

一丸となって積極的に取り組むよう指示をしてまいりました。 

予算の概要としましては、長期化する新型コロナウイルス感染症の対応と、激甚化する自

然災害への対策を最優先課題とし、事業の選択にあたっては、緊急性と優先度を見極め、国

の令和３年度補正予算ともリンクしながら財源の確保に努め、交付税措置のある有利な起債

と目的基金の活用を図りました。また、国の「自治体デジタル・トランスフォーメーション

推進計画」の方針を踏まえ、新たに「デジタル推進室」を設置し、町民の皆様の利便性向上

や業務の効率化を図るデジタル化の推進にも取り組んでまいります。投資的事業としては、

小中学校の照明改修、移住交流の総合的な拠点整備などを実施するほか、増加の一途にある

社会保障関連の経費も十分手当てしながら、子育て、教育、健康などの分野における各種事

業を精一杯推進し、多様な住民要望にも配慮した積極型の予算としたところです。 

この町が持つ豊かな自然や数多くの歴史文化資産を町民の皆様と共に磨き上げ、郷土への

愛着と誇り、そして町民力・地域力を尊重し、夢と希望に満ちたまちづくりと町政発展に向

けて、全力で邁進する所存であります。 
 

令和４年度 －当初予算－ 
 

会  計  名 
令和４年度 
当初予算額 

令和３年度 
当初予算額 

増減率 

一 般 会 計 81 億円 80 億 2,000 万円 1.0 ％ 

特  

別  

会  

計 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 18 億 5,560 万円 18 億 9,210 万円 △1.9 ％ 

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 780 万円 620 万円 25.8 ％ 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 3 億 8,740 万円 3 億 9,010 万円 △0.7 ％ 

交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計 1,010 万円 1,010 万円 0.0 ％ 

温 泉 事 業 特 別 会 計 2 億 8,200 万円 3 億 2,200 万円 △12.4 ％ 

特別養護老人ホーム事業特別会計 2 億 3,720 万円 2 億 4,550 万円 △3.4 ％ 

東 山 田 財 産 区 会 計 130 万円 130 万円 0.0 ％ 

 特 別 会 計  合計 27 億 8,140 万円 28 億 6,730 万円 △3.0 ％ 

一般会計・特別会計 合計 108 億 8,140 万円 108 億 8,730 万円 △0.1 ％ 

企

業

会

計 

水 道 事 業 会 計 
収 益 的 支 出 2 億 4,960 万円 2 億 5,150 万円 △0.8 ％ 

資 本 的 支 出 1 億 7,680 万円 1 億 9,990 万円 △11.6 ％ 

下水道事業会計 
収 益 的 支 出 5 億 9,190 万円 5 億 9,170 万円 0.0 ％ 

資 本 的 支 出 2 億 1,430 万円 3 億 5,350 万円 △39.4 ％ 

 企 業 会 計  合計 12 億 3,260 万円 13 億 9,660 万円 △11.7 ％ 

一般会計・特別会計・企業会計 合計 121 億 1,400 万円 122 億 8,390 万円 △1.4 ％ 
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  令和４年度の重点施策における主要事業を掲載します。 

  

１ 力を合わせて未来を拓くまちづくり 

◆ 結婚新生活支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ページ 

◆ しごと創生推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ページ 

◆ 移住定住促進対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ページ 

◆ (新)移住交流総合拠点整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ページ 

◆ 母子保健事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ページ 

◆ (新)眼科屈折検査機器購入事業(母子保健事業) ・・・・・・・・・・・・・   ７ページ 

◆ (新)学生激励事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ページ 

◆ 協働推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ページ 

◆ 公会所整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０ページ 

 

２ 自然の恵みを大切にするまちづくり 

   ◆ (新)森林整備業務(山林保全) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ページ 

◆ (新)みどり橋改修事業(林内路網の維持修繕) ・・・・・・・・・・・・・・ １４ページ 

◆ (新)地球温暖化対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ページ 

   ◆ 農業振興対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ページ 

   ◆ 鳥獣被害防止総合対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ページ 

   ◆ 森林づくり推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ページ 

◆ (新)地区計画変更業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ページ 

 

３ 優しさと生きがいをもつひとづくり 

◆  子育て支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ページ 

◆  保育所管理運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ページ 

◆  (新)ＩＣＴ活用家庭学習推進事業(コンピュータ教育事業) ・・・・・・・・ ２３ページ 

◆  こども未来基金活用事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ページ 

◆  (新)給食食器食缶洗浄機更新事業(備品購入事業) ・・・・・・・・・・・・ ２５ページ 

◆  (新)学校整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ページ 

◆  (新)総合文化センター在り方検討事業(総合文化センターの運営管理と自主事業) 

                                  ・・・ ２７ページ 

◆  (新)図書館２０周年記念事業(図書館の管理運営) ・・・・・・・・・・・・ ２８ページ 

◆  (新)星ヶ塔遺跡保存活用計画策定事業(文化財保護事業) ・・・・・・・・・ ２８ページ 

◆ 姉妹都市交流事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ページ 
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４ 絆で支え合う健康長寿のまちづくり 

◆ (新)食育推進計画策定事業(健康づくり推進事業) ・・・・・・・・・・・・ ３５ページ 

◆ (新)南小学校夜間照明改修事業(学校体育施設開放事業) ・・・・・・・・・ ３５ページ 

◆ (新)スポーツ推進計画策定事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ページ 

◆ (新)オリンピック交流継承事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ページ 

◆ (新)ナックルフォア艇購入事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ページ 

◆ (新)新型コロナワクチン接種事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ページ 

◆ 福祉医療給付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ページ 

◆ 後期高齢者医療運営事業(後期高齢者医療の推進) ・・・・・・・・・・・・ ４０ページ 

◆ 福祉タクシー等助成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ページ 

◆ 障がい者自立支援給付事業(障がい者福祉の推進) ・・・・・・・・・・・・ ４６ページ 

 

５ 産業の活力と賑わいのあるまちづくり 

◆ 商工業振興助成事業(工業の振興) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ページ 

◆ ものづくり支援センター運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ページ 

◆  (新)観光消費拡大キャンペーン事業(観光支援緊急対策事業) ・・・・・・・ ５０ページ 

◆  (新)観光イベント感染症対策事業(観光支援緊急対策事業) ・・・・・・・・ ５０ページ 

◆  観光振興事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ページ 

◆  しもすわ今昔館・八島ビジターセンター・おんばしら館指定管理事業 

                               ・・・ ５１・５２ページ 

◆  街なみ環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ページ 

◆  下ノ諏訪宿面影整備グランドデザイン作成事業(街なみ環境整備事業) ・・・ ５２ページ 

  

６ 安心安全で暮らしやすいまちづくり 

◆ (新)防災情報アプリ導入事業(防災・減災対策の推進と意識の高揚) ・・・・ ５４ページ 

◆ (新)個別避難計画作成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ページ 

◆ (新)消防団車両更新事業(消防団にかかる費用) ・・・・・・・・・・・・・ ５７ページ 

◆ (新)デジタル化推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ページ 

◆ (新)会話支援システム導入事業(電子自治体の推進) ・・・・・・・・・・・ ５８ページ 

◆ (新)町道大久保山道線等改良工事(町道の維持管理) ・・・・・・・・・・・ ６２ページ 

◆ (新)町道田中線歩道改良工事(町道の維持管理) ・・・・・・・・・・・・・ ６２ページ 

◆ (新)医王渡橋手摺塗装工事(町道の維持管理) ・・・・・・・・・・・・・・ ６２ページ 

◆ (新)鰻沢浚渫工事(町道の維持管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２ページ 

◆ (新)都市計画道路事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３ページ 

◆ (新)Ｐark-ＰＦＩ推進事業(公園の管理・整備事業) ・・・・・・・・・・・ ６３ページ 

◆ 町内循環バス運行事業・諏訪湖周バス共同運行事業(循環バスの運行) ・・・ ６４ページ 

◆  移動販売事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７ページ 

 

７ その他 

◆  (新)住民満足度調査事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ページ 

◆  (新)課税基礎資料整備整備事業(町税等の課税) ・・・・・・・・・・・・・ ７３ページ 
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区 分 事  業  名 事 業 費 担 当 課 ページ 

人口減少対策の実行 

１ 出会いの創出と 

  結婚への支援 

出会い・婚活の場の提供 ５４万円 総務課 ６ 

結婚新生活支援事業 ２６５万円 産業振興課 ６ 

２ 移住定住の促進 

  と支援 

しごと創生推進事業 ４８３万円 産業振興課 ６ 

移住定住促進対策事業 ３,１２５万円 産業振興課 ７ 

(新)移住交流総合拠点整備事業 ２,４２３万円 産業振興課 ７ 

３ 安心して産み育 

  てる体制の充実 
母子保健事業 ２,１９２万円 保健福祉課 ７ 

協働・参画の推進 

１ 住民協働の参加 

  と推進 

(新)学生激励事業 ２３２万円 総務課 ８ 

協働の推進 ５５６万円 総務課 ８ 

広報誌の発行及び広聴事業 ３６８万円 総務課 ９ 

しもすわ未来議会 ４７万円 教育こども課 ９ 

しもすわガーデンプロジェクト事業 １９万円 教育こども課 ９ 

下諏訪向陽高校地域連携事業 ３０万円 教育こども課 １０ 

こども研究所事業 ２８万円 教育こども課 １０ 

２ 住民参画の推進 

  と拡大 

公会所施設整備に対する助成 １００万円 総務課 １０ 

おでかけ町長室事業 ４万円 総務課 １０ 

３ 広域連携の積極 

  的推進 

広域的な行政等の推進 １,１６７万円 総務課 １１ 

公立諏訪東京理科大学の運営 
（諏訪広域公立大学事務組合） 

２２万円 総務課 １１ 

岡谷市との共同による湖北火葬場の運営 ３,４６６万円 住民環境課 １２ 

ごみ処理の共同化（湖周行政事務組合） １億２,６２６万円 住民環境課 １２ 

し尿の処理（湖北行政事務組合） ９９８万円 住民環境課 １２ 
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人口減少対策の実行 

１ 出会いの創出と結婚への支援 

出会い・婚活の場の提供            ５４万円 担当：総務課 企画係 

 結婚を希望されている方の願いがかなうよう、独身男女に出会いの場を 

提供します。平成２２年８月にスタートして以来、今年で１３年目を迎え

ます。毎回、会場や内容が異なる婚活イベントを開催し、町社会福祉協議

会の結婚相談の情報提供を行うなど、多角的に婚活のサポートをしていま

す。 

[主な経費] 

・講師謝礼             ６万円 

・イベント食糧費         ６万円 

・チラシ印刷代         １１万円 

・参加者保険料         ２２万円 

・その他の経費          ９万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担            ３２万円 

・参加者保険料         ２２万円 

【担当から】 

これまでに５１回のイベントを実施し、1,500人を超える方にご参加い

ただきました。下諏訪町の魅力や下諏訪町らしさを活かしたイベントは好

評で、町外からご参加される方も多くいます。これまでに１４０組以上の

マッチングが成立し、１４組のカップルから成婚のご報告をいただきまし

た。初めての方も少しだけ勇気を出して、ぜひご参加ください！ 令和３年度予算          ６４万円 

 

結婚新生活支援事業             ２６５万円 担当：産業振興課 商工係 

◆結婚新生活支援住宅 

 星が丘のしごと創生拠点施設ホシスメバに隣接する 

アパートを整備して、結婚生活を始める結婚世帯を経 

済的に支援し、快適な住まいを提供しています。 

◆結婚新生活支援事業補助金 

 経済的不安から結婚に踏み出すことができない新婚世帯への経済的な

支援をするため、経費の一部を補助します。（限度額30万円） 

[主な経費] 

・施設修繕代          １６万円 

・結婚新生活支援事業補助金  ２４０万円 

・その他の経費          ９万円 

    

[財源の内訳] 

・県の負担          １２０万円 

・施設使用料         １４５万円 【担当から】 

 結婚新生活支援事業補助金は、令和４年度より、リフォーム費用も補助

対象項目に追加しましたので、以前より利用しやすい制度となっていま

す。詳細については、商工係までお問い合わせください。 令和３年度予算        ２６６万円 

 

２ 移住定住の促進と支援 

しごと創生推進事業             ４８３万円 担当：産業振興課 商工係 

 星が丘の旧労災リハビリテーション長野作業所『しごと創生拠点施設ホ

シスメバ』は、旧寮室部分であった部屋を改修し、下諏訪町での起業創業

を目指す方を支援する場所、また、地域の交流を育む場所として活用して

います。「ホシスメバマルシェ」などのイベントを開催し、地域の交流を促

進するとともに、起業創業を目指す方の支援をしています。 

[主な経費] 

・イベント等開催費       ５２万円 

・ホシスメバ運営管理費    ２６５万円 

・起業創業支援事業費      ７２万円 

・公衆無線ＬＡＮ環境整備工事費 ９４万円 

[財源の内訳] 

・国の負担           ９４万円 

・施設使用料         １９２万円 

・光熱水費負担分        １０万円 

・町の負担          １８７万円 

【担当から】 

 ホシスメバは、これまで多くの方にご協力いただき、リノベーション企

画やワークショップ等により、日々進化しています。 

 今年度も、新たに入居した方々や地域内外の方々とのイベントやワーク

ショップ、マルシェなど、交流を促進するとともに、地域に拓かれたスペ

ースとなるよう進めていきます。 令和３年度予算        ２３７万円 
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移住定住促進対策事業           ３,１２５万円 担当：産業振興課 商工係 

 移住担当の地域おこし協力隊が中心 

となって、移住交流事業による移住相 

談や、交流イベントなどを実施すると 

ともに、移住定住の促進と移住者への 

支援による地域活性化を進め、下諏訪 

町の魅力を発信していきます。 

  

 １．魅力発見 移住交流フェア、首都圏セミナーへの参加 

        地域交流イベント・ワークショップの開催 

 ２．暮らし  地域おこし協力隊による移住案内及び町歩きの実施 

        移住活動を行う際の宿泊費を補助 

 ３．住まい  町内空き家の物件案内（下諏訪町空き家情報バンク） 

        移住定住者の住宅改修補助 

        移住定住者の住宅取得補助 

[主な経費] 

・地域おこし協力隊経費   １,７５８万円 

・移住イベント経費       ５０万円 

・施設運営経費        ２４８万円 

・連携団体負担金        ６４万円 

・移住定住促進住宅改修事業補助金 

               ４００万円 

・移住お試し宿泊費補助金     ５万円 

・移住定住促進住宅取得事業補助金 

               ６００万円 

    

    

[財源の内訳] 

・雇用保険料個人負担分      ３万円 

・町の負担         ３,１２２万円 

    
【担当から】 

 御田町の移住交流拠点『mee mee center Sumeba（ミーミーセンタ

ースメバ）』と、駅前交流拠点施設『日常をつなぐひろば ら。shirotori

（ラ・シロトリ）』では、地域おこし協力隊が、移住希望の方への支援や、

町の特色や魅力の発信をしています。交流体験イベントなども随時開催し

ており、地域に溶け込むためのきっかけの場として、活用いただいており

ます。 

 また、移住希望者や移住者向けの補助金もございますので、ぜひご利用

ください。補助金の詳細については、商工係（移住定住促進室）までお問

い合わせください。 令和３年度予算       ２,５３８万円 

 

(新)移住交流総合拠点整備事業       ２,４２３万円 担当：産業振興課 商工係 

 御田町にある「旧矢崎商店」を活用し、地方創生 

の起業・創業、移住定住の推進を図るため、拠点と 

なるオフィスとして開設します。事業者等の情報発 

信・情報共有拠点として、しごと創生拠点施設「ホ 

シスメバ」とも連携し、移住と起業を支援する体制 

を整えていきます。 

[主な経費] 

・建築物現況調査等委託料   ６３７万円 

・市場調査委託料       １５４万円 

・土地建物購入費      １,５５６万円 

・その他の経費         ７６万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担          ８０７万円 

・公共施設整備基金繰入金  １,５５６万円 

・町の負担           ６０万円 

【担当から】 

 令和４年度は、建物等の現況調査を実施するとともに、市場調査を行い

移住者のニーズ調査を実施する予定です。また、建物の改修コストを考慮

した活用プランの作成なども検討しています。施設開設は、令和５年度を

予定しています。 令和３年度予算         ―――― 

 

３ 安心して産み育てる体制の充実 

母子保健事業               ２,１９２万円 担当：保健福祉課 保健予防係 

妊婦・乳幼児の健康管理や成長発達の支援に関する事業を行います。母

子健康手帳の交付、妊婦教室、赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査、育児・栄

養相談、離乳食教室、療育教室等を実施します。 

また、医療機関で受診する妊婦・産婦健診、不妊・不育治療に係る費用

の助成、産後ケア、未熟児養育医療費の助成を行います。 

[主な経費] 

・専門支援職員報酬       １０５万円 

・健康診査等の委託料   １，６７３万円 

・不妊不育治療事業等の補助金 １６２万円 

・(新)眼科屈折検査機器購入  １３１万円 

・その他の経費        １２１万円 

[財源の内訳] 

・国、県の負担         １６４万円 

・町の負担        ２，０２５万円 

・その他の収入          ３万円 

【担当から】 

お子さんのすこやかな成長と、子育て中のご家族を応援する事業を行っ

ています。 

今年度は新たに、３歳児健診時に使用する眼科屈折検査機器の購入によ

り、お子さんの弱視等の早期発見に取り組みます。また、産後ケア事業を

拡充し、子育て中の不安や疑問の解消や経済的負担の軽減を図ります。 令和３年度予算       ２，０７０万円 
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協働・参画の推進 

１ 住民協働の参加と推進 

(新)学生激励事業               ２３２万円 担当：総務課 企画係 

新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活の中で様々な制約を

受けつつも、下諏訪町外で懸命に生活されている学生の皆さんに「がんば

れ！未来を担う学生激励事業」として、地域産品を盛り込んだ激励品をお

送りします。 

[主な経費] 

・激励品代           １６０万円 

・激励品送料          ４５万円 

・その他の経費         ２７万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担          ２３２万円 

【担当から】 

「がんばれ！未来を担う学生激励事業」は、令和２年

度にも実施させていただきましたが、長引く新型コロ

ナウイルス感染症の影響から、今年度も実施させてい

ただくこととなりました。ぜひ多くの方にご申請いた

だきますようよろしくお願いいたします。 令和３年度予算         ―――― 

 

協働の推進                  ５５６ 万円 担当：総務課 企画係 

 協働のまちづくりの推進に向け、町民が自主的かつ主体的に行う公益活

動等に対して、地域の活力創生チャレンジ事業支援金を交付します。 

令和３年度からは、「下諏訪力創造チャレンジ事業」から「地域の活力創

生チャレンジ事業」へ名称を変更し、事業を実施しています。 

この事業は、平成１８年度から始まり、今年度で１７年目を迎え、これ

までに観光や教育、防災面など様々な分野で活動が行われ、町の歴史や地

域の特性等を活かした個性溢れる事業に活用されています。 

また、町民等が行う公益的な事業の助言や、指導などの支援を行う個人

や団体を「まちづくりサポーター」として登録し、まちづくりの活動に参

加しやすい環境整備を進めています。 

まちづくり協働サポートセンターは、公益活動の場として町民やNPO法

人等多くの皆様に利用されています。 

除雪対策については、共助による除雪を進め、地域のつながりの強化を

図るため、各区へ小型除雪機の貸出しを行っています。 

[主な経費] 

・地域の活力創生チャレンジ事業審査会委員 

謝礼              １１万円 

・サポートセンター修繕代     ２万円 

・各区貸出用除雪機修繕代    １３万円 

・事業用資材代         １３万円 

・地域の活力創生チャレンジ事業支援金 

               ５００万円 

・まちづくりサポーター支援事業補助金 

                 ５万円 

・その他経費          １２万円 

    

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ５５６万円 

 

   

 

 

 

 

 

<開運温泉・楽市楽座>  

【担当から】 

◆地域の活力創生チャレンジ事業支援金 

 令和３年度：申請６件 採択５事業 採択金額２４１万円 

 ◎令和３年度チャレンジ事業の紹介 

〈開運温泉・楽市楽座〉ほか 

  毎月２６日をふろの日に定め実施しているイベントの周知や、下諏 

訪温泉PRのため、ロゴ入りフラッグやグッズの作成を行いました。 

◆まちづくりサポーター  登録者：個人９、団体１ 

◆まちづくり協働サポートセンター 

 対象者：公益活動を行う個人、団体 利用時間：午前９時～午後９時 令和３年度予算        ５７０万円 
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広報誌の発行及び広聴事業          ３６８万円 担当：総務課 情報防災係 

行政情報や各種イベントなどの情報を幅広

く町民の皆さんに提供するため、情報発信の手

段として、町の広報誌である「クローズアップ

しもすわ」を毎月第４金曜日（国民の祝日等の

事情による変動あり）に発行します。 

また、多くの町民の皆さんからの「声」を聞く

広聴事業では、地域の課題や要望を的確に把握

するため「町長への手紙」を「クローズアップし

もすわ5月号」とともに町民の皆さんに配布い

たします。ぜひご利用ください。 

寄せられたご意見やご提案は、直接町長へお

届けいたします。 

[主な経費] 

【広報事業】 

・広報誌印刷代        ３３８万円 

・その他の経費         １７万円 

 

【広聴事業】 

・町長への手紙印刷代      １３万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担          ３３８万円 

・広告収入           ３０万円 

【担当から】 

より多くの町民の皆さんに読んでいただけるよう、楽しく、わかりやす

く、読みやすい広報誌を目指しています。 

また、裏面には町民の皆さんに楽しんでいだけるような、特集記事を毎

年掲載しています。 

今年度の裏面特集は「今日からできる！地球温暖化対策」と題し、地球

温暖化を防ぐために私たち一人ひとりができる取り組み等について掲載

しますので、ぜひご覧ください。 令和３年度予算        ３２７万円 

 

しもすわ未来議会                ４７万円 担当：教育こども課 教育総務係 

下諏訪中学校、下諏訪社中学校、下諏訪向陽高校の代表生徒が議員とな

って、それぞれの視点から捉えた下諏訪町についての様々な意見や提案

を、普段行われている町議会と同じ形式で述べてもらいます。 

未来を担うこども達が何を考え、何を求めているのかを知り、若い世代

の視点による貴重な意見を町政に活かしていきます。 

[主な経費] 

・会議録作成委託料        ４万円 

・番組制作委託料        ４３万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担           ４７万円 【担当から】 

今まで「しもすわ未来議会」で提案され

た意見や要望の中には、しもすわガーデン

プロジェクトやいずみ湖公園キャンプ場

への屋外ステージの設置、ニュージーラン

ドへの中学生海外研修、こども未来バスな

ど、実際に事業化されたものも多数ありま

す。こども達が議会を身近に感じることが

できる貴重な事業となっています。 令和３年度予算         ４５万円 

 

しもすわガーデンプロジェクト事業       １９万円 担当：教育こども課 教育総務係 

町内小中学校、下諏訪向陽高校、花田養護学校の児童生徒の皆さん

が、協力して、明るく賑わいのある町を目指し、自分たちが種から育て

た花を町内各地に飾り、花の管理も協働で進めています。 

また、広く町民の皆さんにも参加していただけるように、苗の無料配布

も行っています。 

[主な経費] 

・消耗品費           １９万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担            １９万円 

【担当から】 

この事業は、「しもすわ未来議会」におい

て、中学生議員からの提案により実現しまし

た。『街中を花でいっぱいにし、観光客の皆

さんにも楽しんでもらいたい』そんな願いが

込められています。下諏訪駅や公共施設に置

かれた可愛らしいマリーゴールドに癒され

る方も多いのではないでしょうか。苗の無料

配布も町民の方に好評です。 令和３年度予算          １９万円 
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下諏訪向陽高校地域連携事業           ３０万円 担当：教育こども課 教育総務係 

下諏訪向陽高校の生徒が行う地域との連携や小中学生との交流事業へ

の補助を行います。 

[主な経費] 

・下諏訪向陽高校地域連携事業補助金 

                ３０万円 

   

[財源の内訳] 

・町の負担            ３０万円 

【担当から】 

ここ数年はコロナ禍の影響により、向陽生が企画した事業が実施できな

い状況が続いていますが、これまでに行ってきました運動部による小中学

生との交流教室など地域連携の名にふさわしい多彩な活動を続け、高校独

自の活動として期待しています。 令和３年度予算         ３０万円 

 

こども研究所事業               ２８万円 担当：教育こども課 教育総務係 

この事業は、「下諏訪力創造チャレンジ事業」として実施された内容を、

町事業として例年通り実施するものです。 

夏休み期間中に、工作、実験、体験などの講座を開催し、一人一研究の

ヒントに活用したり、参加された地域の方々と児童との繋がりを深める機

会にもなったりしています。 

[主な経費] 

・こども研究所事業委託料    ２８万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担           ２８万円 

【担当から】 

「夏休みの思い出作りにもなる。」と多くのこどもや保護者の方にも好

評です。令和３年度は残念ながらコロナ禍により中止となりましたが、今

年度は開催できる状況であれば、地域の方を講師にお願いし、こども向け、

親子でも楽しく体験できる講座を用意します。 
令和３年度予算          ２８万円 

 

２ 住民参画の推進と拡大 

公会所施設整備に対する助成          １００万円 担当：総務課 企画係 

 区や町内会が所有する地域コミュニティの拠点であ 

る公会所や公民館の整備・充実を図るため、新築や増 

改築、改修、バリアフリー化、耐震診断・耐震改修、 

太陽光発電システム・蓄電システム・ＬＥＤ照明器具 

・冷房設備の設置に対する助成を行い、地域コミュニ 

ティ活動の促進を図ります。 

[主な経費] 

・公会所整備事業補助金     １００万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           １００万円 

【担当から】 

令和３年度から蓄電システムの設置を補助対象に加えました。（補助率

1/3、限度額100万円） 

詳細については、区や町内会を通じてお問い合わせください。 令和３年度予算         ３００万円 

 

おでかけ町長室事業                ４万円 担当：総務課 企画係 

 小さなコミュニティを大切に、町長が直接地域の会場におでかけして、 

町の行政についてお話を伺い、一緒に意見交換します。 

 参加対象者は、町内に在住、在勤、通学されている２人以上のグループ

です。皆様にとって身近で親しみやすい開かれた行政の実現をめざして開

催していきます。 

[主な経費] 

・会場借上料            ４万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担             ４万円 

【担当から】 

 町長との意見交換を希望される方は、総務課企画係へお問い合わせいた

だくか、町ホームページから申込書をダウンロードして、お申し込みくだ

さい。身近な話題から町の将来まで、一緒に考えながら理想のまちづくり

を進めていきましょう。 令和３年度予算           ４万円 
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３ 広域連携の積極的推進 

広域的な行政等の推進           １,１６７万円 担当：総務課 企画係 

諏訪地域６市町村で組織する「諏訪広域連合」は、広範囲にわたる連携

を進めるとともに、各地域の特性を活かした機能分担を図り、広域的な課

題に対して積極的に取り組んでいます。今後も、広域計画の基本理念に基

づき、圏域の均衡ある発展をめざします。 

◆広域計画の基本理念 

１ 交流と連携による安全で住みやすい郷土づくり 

２ 健康で明るくあたたかく思いやりのある郷土づくり 

３ 雄大な自然を愛し、守っていく美しい郷土づくり 

４ 仕事に誇りを持ち、活気あふれる豊かな郷土づくり 

５ 教養を高め、香り高い文化をはぐくむ郷土づくり 

[主な経費] 

・諏訪広域連合負担金（一般会計経常経費分） 

              １,１６７万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担         １,１６７万円 

 

【担当から】 

諏訪広域連合の６市町村負担金の割合は、一部を除いて、均等割20％、

人口割80％（前年10月１日現在の人口を基準）と定められています。 

○諏訪広域連合負担金 一般会計（経常経費） 

  負担金 （円）  人口 （人） 
 比率

（％） 

岡 谷 市 24,110,434 47,036 24.75 

諏 訪 市 24,521,518 47,973 25.24 

茅 野 市 27,552,215 54,881 28.87 

下諏訪町 11,666,061 18,671 9.82 

富士見町 9,530,797 13,804 7.26 

原  村 6,858,975 7,714 4.06 

計 104,240,000 190,079 100.00 

上記のほか、「救護施設八ヶ岳寮特別会計」「介護保険事業特別会計」「諏

訪広域消防特別会計」があり、諏訪地域６市町村がそれぞれ負担金を出し

合って、規約に定められた事務を共同で行っています。 令和３年度予算       １,２４７万円 

 

公立諏訪東京理科大学の運営（諏訪広域公立大学事務組合）２２万円 担当：総務課 企画係 

 平成30年４月に諏訪東京理科大学が公立大 

学となり、「公立諏訪東京理科大学」として開 

学しました。 

 この公立大学を運営する公立大学法人を諏訪 

地域６市町村が組織する諏訪広域公立大学事務 

組合が設置しています。 

[主な経費] 

・諏訪広域公立大学事務組合負担金 

２２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担            ２２万円 

【担当から】 

公立諏訪東京理科大学は、中南信地域で唯一の工学系大学として、「地域

と連携し、諏訪から県・国の発展へと貢献する大学」、「地域の創生に寄与

する魅力ある大学」を目指しています。 令和３年度予算          ２６万円 
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岡谷市との共同による湖北火葬場の運営   ３,４６６万円 担当：住民環境課 生活環境係 

平成２１年１０月に「湖風苑」として新施設による業務を開始し、計画

的な施設整備等により円滑な業務運営が行われています。人生の終焉を迎

えるにふさわしい施設となるよう、より一層のサービス向上を図るととも

に、適切な管理運営に努めてまいります。（毎年１月１日から１月３日まで

は休業になります。） 

[主な経費] 

・湖北行政事務組合負担金 

（火葬場事業）      ３,４６６万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担         ３,４６６万円 【担当から】 

火葬場使用料は、以下のとおりです。 

区 分 下諏訪町・岡谷市在住

者 

左記以外 

13歳以上 10,000円    50,000円 

13歳未満  7,000円    36,000円 

死産児等  4,000円    20,000円 
 

令和３年度予算       ３,５８８万円 

 

ごみ処理の共同化（湖周行政事務組合） １億２,６２６万円 担当：住民環境課 生活環境係 

 岡谷市、諏訪市、下諏訪町の２市１町で共同運営しているごみ焼却施設

諏訪湖周クリーンセンター（愛称：ｅｃｏポッポ）は、平成２８年１２月

に本稼働し安全で安定したごみ処理が行われています。なお、施設運営に

係る経費は、処理量の実績により負担割合が決められますので、経費節減

と環境負荷低減のため、ごみの減量と分別にご協力をお願いします。 

[主な経費] 

・湖周行政事務組合負担金 

            １億２,６２６万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担       １億１,２２４万円 

・その他の収入       １,４０２万円 
【担当から】 

 地域の皆様に親しみを感じてもらうため、諏訪湖周 

クリーンセンターでは、「ｅｃｏポッポふれあいフェス」 

を開催しています。運営業務報告の他、景品の大抽選会 

クイズラリー、食べ物ふるまいなど計画していますので 

是非ご参加ください。 令和３年度予算     １億３，６５４万円 

 

し尿の処理（湖北行政事務組合）       ９９８万円 担当：住民環境課 生活環境係 

下水道の普及など生活レベルの向上に伴い、し尿及び浄化槽汚泥の処理

量は年々、減少傾向にありますが、衛生的な環境を維持するための処理施

設は必要不可欠です。 

岡谷市、辰野町と共同運営している湖北衛生センターの計画的な修繕等

を行いながら、し尿の適切な処理と運営管理に努めてまいります。 

[主な経費] 

・湖北行政事務組合負担金 

（衛生センター事業）    ９９８万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担          ９９８万円 【担当から】 

し尿くみ取り業者に支払う手数料は次のとおりです。 

 

 し尿の量１８ℓ当たり ２１１円 

令和３年度予算         ８９７万円 
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区 分 事  業  名 事 業 費 担 当 課 ページ 

自然環境の保全 

１ 水や緑を守る 

  取組み 

山林保全 ６５９万円 産業振興課 １４ 

山林の整備 ６９５万円 産業振興課 １４ 

林内路網の維持修繕 １,５２２万円 産業振興課 １４ 

２ 地球温暖化、省エ 

  ネルギーへの対策 

信州産ペレット消費拡大事業 ２０万円 産業振興課 １４ 

(新)地球温暖化対策事業 ３０９万円 住民環境課 １５ 

農林漁業の育成 

１ 農業の育成と 

支援 

農業委員会の運営 ５８０万円 産業振興課 １５ 

農業の振興 ２１７万円 産業振興課 １５ 

町民菜園の貸付事業 ３８万円 産業振興課 １５ 

鳥獣被害防止総合対策事業 １８４万円 産業振興課 １６ 

地域農業再生事業 ８７万円 産業振興課 １６ 

農業用施設の維持管理 ２５８万円 産業振興課 １６ 

２ 林業の育成と 

支援 
森林づくり推進事業 １６０万円 産業振興課 １６ 

３ 漁業への支援 漁業への支援 １００万円 産業振興課 １７ 

町土の開発と保全 

１ 土地の活用と 

  保全 
(新)地区計画変更業務 ２５７万円 建設水道課 １７ 
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自然環境の保全 

１ 水や緑を守る取組み 

山林保全                   ６５９万円 担当：産業振興課 農林係 

森林環境譲与税を活用して民有林の森林整備を行います。また、森林保

全巡視員と森林パトロールを行い、松くい虫被害等の早期発見に努め、猟

友会とも連携を図り有害駆除従事者の育成し二ホンジカ等による農林業

被害の軽減を図ります。 

[主な経費] 

・（新）森林整備業務委託料   ２１３万円 

・造林事業補助委託料     ２２９万円 

・有害鳥獣駆除委託料     １４０万円 

・有害鳥獣駆除従事者育成業務委託料 

                １０万円 

・その他の経費         ６７万円 

[財源の内訳] 

・県の負担           ５９万円 

・町の負担          ６００万円 

【担当から】 

・令和３年度捕獲実績（令和４年３月１日現在） 

 二ホンジカ：１１３頭（オス：４３頭 メス：７０頭） 

 イノシシ ：  ２頭 

・令和４年度間伐計画面積 ７．００ha 

令和３年度予算         ４４６万円 

 

山林の整備                  ６９５万円 担当：産業振興課 農林係 

森林整備が行われていない私有林の集約化を行い、森林整備を計画的に

進めます。また、町有林については、公益的機能の増進を促進するような

森林整備等を進めていき、災害に強い森林づくりを目指します。 

[主な経費] 

・造林事業委託料        ５４０万円 

・間伐対策事業補助金     １０４万円 

・作業に必要な消耗品      １７万円 

・その他の経費         ３４万円 

 

[財源の内訳] 

・県の負担           １７３万円 

・町の負担          ５２２万円 

【担当から】 

森林整備を行っていくためには、小規模の森

林をまとめて整備する必要があります。森林所

有者の負担にならないよう間伐等を計画的に進

めていきますので、ご協力をお願いします。 

・令和３年度間伐実績：２９．４ha 

・令和４年度間伐計画面積：２３．２ha 令和３年度予算        ６０９万円 

 

林内路網の維持修繕            １，５２２万円 担当：産業振興課 農林係 

林道や森林作業道は森林整備等行うための作業員や資材などの運搬に

欠かせないものです。林道及び森林作業道を利用する方が安全かつ円滑に

通行できるよう、適切な維持管理を計画的に行っていきます。 

[主な経費] 

・(新)みどり橋改修工事    ９９０万円 

・林道維持補修工事      ３２８万円 

・林道維持管理委託料      ６９万円 

・その他の経費        １３５万円 

    

[財源の内訳] 

・県の負担           ５０５万円 

・町の負担          ４３１万円 

・その他の収入        ５８６万円 

【担当から】 

林内路網は私たちの生活に必要であり、森

林資源を守るための必要不可欠な財産です。

定期的な整備については計画的に進めてい

ますが、林道に架かっている橋については、

建設から10年以上経過していることから老

朽化が進んでいるため、計画的な補修及び改

良を行っていきます。 令和３年度予算       １，４６９万円 

 

２ 地球温暖化、省エネルギーへの対策 

信州産ペレット消費拡大事業           ２０万円 担当：産業振興課 農林係 

地球温暖化の防止や森林資源の有効活用を目的として、ペレットストー

ブ等の本体を県内事業者から購入した方を対象に、本体購入費用に対し

て、10万円を上限として補助金交付の交付を行います。 

[主な経費] 

・木質バイオマス循環利用促進事業      

                ２０万円 

[財源の内訳] 

・県の負担            １５万円 

・町の負担              ５万円 

【担当から】 

令和4年度の受付開始は7月中旬に予定をしてい

ます。また、今年度自宅等にペレットストーブ等の

設置を検討されている方は、補助事業の対象になる

場合がありますので、ご連絡ください。 

・令和4年度 受付可能台数：2台 
令和３年度予算          ３０万円 
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(新)地球温暖化対策事業            ３０９万円 担当：住民環境課 生活環境係 

地球温暖化対策への推進に関する法律に基づき、地球

温暖化問題への関心を高め、エネルギーの効率的な利

用と、低炭素なエネルギーの活用を啓発する。関係者

及び一般公募の住民参加による地球温暖化対策推進

会議を立ち上げ、事業の推進を図ります。 

[主な経費] 

・会計年度任用職員      ２２７万円 

・温室効果ガス排出量調査委託料 ６９万円 

・チラシ印刷           ３万円 

・イベント啓発物品        ２万円 

・その他の経費          ８万円 

[財源の内訳] 

・二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金 

２３２万円 

・雇用保険料個人負担分      ６万円 

・町の負担           ７１万円 

【担当から】 

諏訪地域では、1950年から2019年までの69年間で年平均気温が

1.4℃上がり、大雨の頻度も増えました。子供たち、孫たちに今以上に苦

しい思いをさせないように、今を生きる大人たちが対策に取り組む必要が

あります。私たちが日常生活で出来る地球温暖化対策は、節電、節水、エ

シカル消費、マイカー利用の抑制などの「省エネルギー」があります。具

体的な例は、町ホームページで紹介しています。 令和３年度予算         ―――― 

 

農林漁業の育成 

１ 農業の育成と支援 

農業委員会の運営               ５８０万円 担当：産業振興課 農林係 

町の農業者の代表とする機関であり、農地を農地以

外の目的で利用するための現地調査及び審議（農地転

用）を行っています。また、利用状況調査による遊休

農地の活用や町内の小学生を対象に食農教育等行って

います。 

[主な経費] 

・委員報酬           ２９６万円 

・会計年度任用職員報酬    １６８万円 

・その他の経費        １１６万円 

    

[財源の内訳] 

・県の負担           １２９万円 

・町の負担          ４３９万円 

・その他の収入          １２万円 

【担当から】 

農地の売買、賃貸借、農地以外への転用、農地所有者の変更等について

は、農業委員会への申請手続きが必要になります。 

また、農業委員会で下諏訪町の特産物を視野に入れ、様々な農作物の試

験栽培を行っています。 

農地についてお困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。 令和３年度予算         ５８２万円 

 

農業の振興                  ２１７万円 担当：産業振興課 農林係 

町の農業を活性化させるために農業者へ支援を行っています。 

また、地産地消を推進するために長野県産米の普及や小中学校への地元

産野菜の提供を行っています。 

[主な経費] 

・地域米消費拡大推進事業委託料  ６万円 

・ＪＡへの営農指導補助事業   ３６万円 

・農業関係者への振興補助金  １１９万円 

・その他の経費         ５６万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担           ２１７万円 

 

【担当から】 

令和４年度農業祭（予定） 

・第１部「花とくだもの秋の農産物まつり」 

 ９月１０日(土) 

  会場：赤砂崎公園 

・第２部「しもすわ秋の産業フェスタ」 

１１月１２日(土) 

 会場：下諏訪町総合文化センターイベント広場 令和３年度予算        ２１７万円 

 

町民菜園の貸付事業               ３８万円 担当：産業振興課 農林係 

耕作を行わなくなった農地を所有者からお借りして、町民の皆様に農作

物の育てる楽しみや農業に興味を持っていただくために、町民菜園として

貸し出をしています。 

[主な経費] 

・敷地借上料          ３６万円 

・その他の経費          ２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ３８万円 

【担当から】 

毎年3月初旬に町民菜園の抽選会を開催していま

す。抽選会以降、空いている区画については、随時、

募集していますのでお問い合わせください。 

 

令和３年度利用実績 

菜園箇所：３６箇所 ２２４区画 令和３年度予算          ３６万円 
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鳥獣被害防止総合対策事業          １８４万円 担当：産業振興課 農林係 

山林や農地を野生鳥獣から守るために猟友会と連携しながら、二ホンジ

カ等を捕獲して農林業被害の軽減に努めています。また、農地の被害防止

のために個人で設置した獣害ネット等に対し補助を行っています。 

[主な経費] 

・鳥獣被害対策実施隊員報酬    ７７万円 

・町野生鳥獣対策協議会補助金  ３９万円 

・鳥獣被害対策防止電気柵等設置事業補助金

６８万円 

 

[財源の内訳] 

・県の負担           １１６万円 

・町の負担           ６８万円 

【担当から】 

野生鳥獣による農作物被害でお困りの方は、

電気柵や獣害防除ネット等に対して補助金を

活用することができますので、産業振興課農林

係までご相談ください。 

 

・農業者50％補助、農業者以外30％補助 令和３年度予算         １９９万円 

 

地域農業再生事業                ８７万円 担当：産業振興課 農林係 

例年、農家の皆様から提出いただいた営農計画書をもとに現地確認等を

行い、水田の作付け状況を確認しています。 

米の生産量を確認し、地域間で調整を行い、米の価格が大きく変わるこ

とを防ぐための事業です。 

[主な経費] 

・地域農業再生協議会補助金    ８７万円 

    

[財源の内訳] 

・県の負担           ８７万円 

 
【担当から】 

・町内の米の生産数量 

３年度 目標値：１０４㌧ 実績：４７㌧ 

 ４年度 目標値：１００㌧ 

令和３年度予算          ８７万円 

 

農業用施設の維持管理             ２５８万円 担当：産業振興課 農林係 

農業用施設（水路や取水口等）の維持管理（補修等）を行い、汐の管理

者と協力して農業生産に欠かせない水資源の確保や防火用水としての利

活用等に利用できるように管理を行っています。 

[主な経費] 

・農業用施設修繕代        ４４万円 

・農業用水路等怪獣工事費   １６１万円 

・補修用資材代         ５２万円 

・その他の経費          １万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担            ５８万円 

・その他の収入        ２００万円 

【担当から】 

農業用水は、稲作においては必要不可欠で

す。また、動植物等の生態系の維持や景観の保

全等の様々な役割を果たしているので、適切な

維持管理を行っていく必要があります。 

農業用施設の維持管理にご協力をお願いし

ます。 令和３年度予算        ２５８万円 

 

２ 林業の育成と支援 

森林づくり推進事業              １６０万円 担当：産業振興課 農林係 

「長野県森林づくり県民税」を財源とした事業を導入し、林道路網の整

備や間伐材の利活用を行っています。林道の改良工事を実施し、間伐材を

利用した木製ベンチを町内の公共施設に設置しています。 

[主な経費] 

・測量設計委託料         １０万円 

・木製ベンチ政策委託料     １４万円 

・現場監督補助業務委託料     ６万円 

・林道改良工事費       １３０万円 

 

[財源の内訳] 

・県の負担           ９７万円 

・町の負担           ６３万円 

【担当から】 

令和3年度実績 

・林道東山田線改良工事 施行延長：16ｍ 

・木製ベンチの設置（5箇所） 

 下諏訪北小学校、健康ステーション、 

 ハイム天白、コミュニティーセンター 

 にこっと、赤砂崎公園 
令和３年度予算        １６０万円 
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３ 漁業への支援 

漁業への支援                 １００万円 担当：産業振興課 農林係 

諏訪湖の水産動物等の生態系の保持と魚類の生産性の向上を図るため、

ワカサギ等の魚類増殖事業や外来魚の駆除対策に対して支援を行ってい

ます。 

[主な経費] 

・諏訪湖漁業協同組合補助金  １００万円 

 （魚類増殖事業・外来魚駆除事業） 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           １００万円 

 

【担当から】 

諏訪湖漁業協同組合がワカサギの卵やウナギ

等の稚魚を放流しています。また、それらの水

産資源を保護するために、ブラックバス、ブル

ーギル等の外来魚の駆除を行っています。 

令和３年度予算         １００万円 

 

 

町土の開発と保全 

１ 土地の活用と保全 

(新)地区計画変更業務            ２５７万円 担当：建設水道課 都市整備係 

現在、赤砂崎地区地区整備計画区域には建築物の用途等の制限があり、

当区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めること

により、適正な都市機能と健全な都市環境を確保しています。現在の地区

計画の見直しを行い、今後の展望に沿った計画へ変更を行います。 

[主な経費] 

・地区計画変更業務委託料   ２５７万円 

    

[財源の内訳] 

・地域開発整備基金繰入金    ２５７万円 【担当から】 

当区域は平成18年に設定され、その大半は令和2年度全面供用を開始し

た赤砂崎公園が占めていますが、当区域の有効な利活用を図るため、社会

の情勢にあわせた地区計画の変更を行ってまいります。 令和３年度予算         ―――― 
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区 分 事  業  名 事 業 費 担 当 課 ページ 

世代ごとの支援と伝承 

１ 子育て支援の 

推進 

おはなしの広場・せせらぎ園運営事業 ６７８万円 教育こども課 ２０ 

児童手当の給付 ２億５,０５７万円 教育こども課 ２０ 

子育て支援 ５６７万円 教育こども課 ２０ 

誕生祝金・有料ごみ袋・子育て支援品給付 ３２３万円 教育こども課 ２１ 

児童の居場所づくり推進 １５万円 教育こども課 ２１ 

学童クラブ運営事業 ２,５９４万円 教育こども課 ２１ 

研修の家管理運営 １１２万円 教育こども課 ２１ 

青少年健全育成事業 １７３万円 教育こども課 ２２ 

放課後子ども教室の推進 １８４万円 教育こども課 ２２ 

２ 保育の向上と 

充実 

保育所の管理運営 ２億６,９８４万円 教育こども課 ２２ 

子育てふれあいセンター事業 １,０６６万円 教育こども課 ２３ 

３ 学校教育の充実 英語教科補助指導事業 ３,２６３万円 教育こども課 ２３ 

コンピュータ教育事業 ４,０４４万円 教育こども課 ２３ 

宇宙教育事業 ２６万円 教育こども課 ２４ 

子どもの安全推進事業 １６万円 教育こども課 ２４ 

教職員用コンピュータ配備事業 １,４９９万円 教育こども課 ２４ 

こども未来基金活用事業 ４９４万円 教育こども課 ２４ 

備品購入事業 １,９２５万円 教育こども課 ２５ 

中学生海外研修事業 ４１０万円 教育こども課 ２５ 

(新)学校整備事業 ４,５９９万円 教育こども課 ２５ 

遠距離通学補助 ４５万円 教育こども課 ２５ 

就学援助事業 １,７９９万円 教育こども課 ２６ 

相談室設置事業 ５４８万円 教育こども課 ２６ 

特別支援教育充実事業 ２,１３７万円 教育こども課 ２６ 

学校運営委員会事業 １３０万円 教育こども課 ２６ 

中間教室管理運営事業 ２７０万円 教育こども課 ２７ 

４ 生涯学習の勧め 生涯学習・社会教育の推進 ７５７万円 教育こども課 ２７ 

公民館活動の振興と各区分館への支援 ４５９万円 教育こども課 ２７ 

総合文化センターの運営管理と自主事業 ５,９１２万円 教育こども課 ２７ 

図書館の管理運営 ３,４７８万円 教育こども課 ２８ 

５ 文化の活用と 

  伝承 

文化財保護事業 ６４１万円 産業振興課 ２８ 

博物館の活動 １０３万円 産業振興課 ２８ 

博物館資料の保存整理 ７万円 産業振興課 ２９ 

博物館の維持管理 ８９３万円 産業振興課 ２９ 

宿場街道資料館の維持管理 １３８万円 産業振興課 ２９ 

伏見屋邸の維持管理 ３３０万円 産業振興課 ２９ 

今井邦子文学館の維持管理 １９４万円 産業振興課 ３０ 

七曜星社蔵の維持管理 ２万円 産業振興課 ３０ 

星ヶ塔ミュージアムの維持管理 ４３６万円 産業振興課 ３０ 
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５ 文化の活用と 

  伝承 

星ヶ塔遺跡の管理 ６２万円 産業振興課 ３０ 

柿蔭山房公開活用事業 ７７万円 産業振興課 ３１ 

地域資料保存事業 １４万円 教育こども課 ３１ 

広く豊かな感性の育成 

１ 恒久平和への 

  取組み 

戦没者追悼式の開催 ４１万円 保健福祉課 ３１ 

平和体験研修 ５５万円 教育こども課 ３１ 

２ 姉妹都市・友好 

  都市との交流促進  

姉妹都市交流事業 ６２万円 総務課 ３２ 

御柱祭関連事業 ２０７万円 総務課 ３２ 

３ 国際感覚の醸成 

  と交流 
国際化対策 １２万円 住民環境課 ３２ 

相互理解と共生の実現 

１ 人権感覚の育成 

  と尊重 

人権擁護委員、行政相談委員の活動支援 ９万円 住民環境課 ３３ 

更生保護活動の支援 ２５万円 住民環境課 ３３ 

人権意識の高揚と啓発活動 ２８万円 教育こども課 ３３ 

２ 男女共同参画 

  社会の実現 
男女共同参画社会づくりの推進 １２万円 総務課 ３３ 
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世代ごとの支援と伝承 

１ 子育て支援の推進 

おはなしの広場・せせらぎ園運営事業     ６７８万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

｢おはなしの広場」では、ことば等の発達に心配のある児童とその保護

者を対象に、言語指導員等が指導や相談を行っています。 

｢せせらぎ園」では、心身の発達等に心配のある児童とその保護者を対

象に、指導・機能訓練や相談を通じて、利用者のニーズに対応しながら健

全な家族関係の形成と就園への支援を行っています。 

[主な経費] 

・指導員報酬等        ６４４万円 

・その他の経費         ３４万円 

  

[財源の内訳] 

・雇用保険料個人負担分      ２万円 

・町の負担          ６７６万円 

  

【担当から】 

 ふたつの施設は、とがわ保育園に併設されており 

園児との交流も行われています。 

 お子さんの発達等で、ご心配のことがありました 

ら、お気軽にご相談ください。 

 ◆せせらぎ園 電話：２７－３３９８ 令和３年度予算        ７３６万円 

 

児童手当の給付            ２億５,０５７万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

次代を担う子どもの健やかな成長を、社会全体で応援するとともに、子

育ての経済的負担を軽減し、安心して産み育てる環境をつくるための制度

です。０歳から中学校修了前までの子どもを養育している保護者等に、１

人につき月額１万円又は１万５千円、所得制限限度額以上の方には特例給

付として月額５千円が支給されます。 

[主な経費] 

・児童手当       ２億５,０２０万円 

・郵便料            ２６万円 

・その他の経費         １１万円 

  

[財源の内訳] 

・国の負担       １億７,３５７万円 

・県の負担         ３,８３２万円 

・町の負担         ３,８６８万円 

  

【担当から】 

 支給月は６月、１０月、２月の年３回で、４か月分を

まとめて支給しています。 

 年１回、受給者資格等の調査のため、お願いしていた

現況届は、令和４年度から基本的には提出不要となりま

した。 令和３年度予算     ２億６,０４５万円 

 

子育て支援                 ５６７万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

児童家庭相談員を配置し、子どもに関わる相談に電話や面

接で対応しています。子ども家庭総合支援拠点の機能も整

え、子育て支援に努めます。 

未就園児とその保護者を中心とした子育て勉強会『だっこ

の会』へ支援を含め、第２期の「子ども・子育て支援事業計

画」を踏まえ、必要な施策の具現化を進めます。 

[主な経費] 

・児童家庭相談員（２人）報酬等４９９万円 

・子育てガイドブック印刷代   ２５万円 

・その他の経費         ４３万円 

 

[財源の内訳] 

・国の負担          １８６万円 

・県の負担           ２０万円 

・町の負担          ３６０万円 

・雇用保険料個人負担分      １万円 

 

【担当から】 

子育てに関する情報を幅広く紹介した『子育てガイドブック』は妊娠届

提出時にお渡ししています。また、町ホームページでもご覧いただけます。 

だっこの会の入会・見学は、子育て支援係又は各保育園へお問合せくだ

さい。また、子育て等に関する悩みなどは、ひとりで抱え込むことなく、

お気軽にご相談ください。 

◆相談ホットライン：２７－３２０４（専用ダイヤル） 令和３年度予算        ５５８万円 
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誕生祝金・有料ごみ袋・子育て支援品給付   ３２３万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

 ｢下諏訪町に生まれてくれてありがとう｣の思い

を込めて出生したお子さんに誕生祝金、子育て応援

カードのほか子育て支援品（感染症対策用品）を支

給し、今後の健やかな成長を願い、子育てを応援し

ます。 

 また、満２歳に達するまでの乳幼児と同居して養

育されている方に、燃やすごみ袋を支給します。 

[主な経費] 

・誕生祝金          ２４０万円 

・有料ごみ袋給付費       ５４万円 

・子育て支援品給付費      ２４万円 

・その他の経費          ５万円 

  

[財源の内訳] 

・国の負担           ２０万円 

・町の負担          ３０３万円 

  

【担当から】 

誕生祝金は１人２万円、燃やすごみ袋（２２リットル）は１人につき１

月５枚分とした計１２０枚を一括支給します。これらは、出生した翌月末

頃、民生児童福祉委員がお届けします。 令和３年度予算        ３５２万円 

 

児童の居場所づくり推進            １５万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

児童の居場所づくり推進員会が主体となって、学校の長期休業中に町民

の参加協力と他団体との連携により、「みんなの遊び場」を通じて児童の

体験の機会や安心・安全な居場所づくりを推進しています。 

南・北小学校の子どもたちが集い、交流できるイベントを企画して開催

しています。 

[主な経費] 

・児童の居場所づくり推進事業補助金 

                １５万円 

  

[財源の内訳] 

・町の負担           １５万円 

  
【担当から】 

 児童の居場所づくり推進員会では、スタッ

フを募集しています。活動にご興味のある方、

お手伝いいただける方など、お気軽に子育て

支援係までお問い合わせください。 

令和３年度予算         １５万円 

 

学童クラブ運営事業            ２,５９４万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

学校の放課後等、保護者が就労、疾病等により、家庭にいない小学校６

年生以下の児童や諏訪養護学校の小中学部に在学する児童に、適切な遊び

と生活の場を提供し、健全な育成を図ることを目的としています。 

[主な経費] 

・支援員報酬等       ２,４７２万円 

・その他の経費        １２２万円 

[財源の内訳] 

・使用料           ６１３万円 

・国の負担          ６４８万円 

・県の負担          ５９３万円 

・町の負担          ７１６万円 

・雇用保険料個人負担分      １万円 

・傷害保険料個人負担分     ２３万円 

【担当から】 

 学校の登校日、土曜日、長期休業、振 

替休日等に、午後６時３０分まで開設し 

ています。 

 詳細については、子育て支援係までお 

問い合わせください。 令和３年度予算       ２,５２５万円 

 

研修の家管理運営              １１２万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

 自然に親しみながら屋外の生活体験を 

通じ、青少年の健全育成を図るとともに 

生涯学習及び社会教育活動を推進するた 

め、いずみ湖研修の家とキャンプ場を開 

設しています。 

[主な経費] 

・施設点検等手数料       ３７万円 

・管理補助等委託料       ５３万円 

・その他の経費         ２２万円 

  

[財源の内訳] 

・使用料            ２４万円 

・町の負担           ８７万円 

・その他の収入          １万円 

【担当から】 

キャンプ場は、事前の申込みが必要ですが、無料でご利用いただけます。

管理人はいませんが、皆様の良いマナーにより、適切な環境が保たれてお

ります。 

申込みやご不明な点については、子育て支援係までお問い合わせくださ

い。 令和３年度予算        １４８万円 
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青少年健全育成事業             １７３万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

各種団体の参加と協力により、青少年の非行・被害防止、子ども・若者

の育成支援のため、育成活動を推進します。 

青少年の健全育成と住民の健康増進を図るため、３歳以上中学生以下の

児童と指定された海の家（愛知県）に宿泊された場合に補助をしています。 

また、小中学生に町内公衆浴場の無料入浴券を配布し、下諏訪町の温泉

に親しんでもらう事業を実施しています。 

[主な経費] 

・子ども会安全共済会負担金   ２３万円 

・青少年健全育成協議会補助金  ９０万円 

・指定施設利用奨励補助金    ３０万円 

・温泉施設利用奨励補助金    ２２万円 

・その他の経費          ８万円 

[財源の内訳] 

・指定施設利用奨励基金利子    １万円 

・町の負担          １７２万円 

【担当から】 

各区の青少年育成会とも連携を取りながら、青少年の健全育成に資する

事業を進めてまいります。 

令和３年度予算        １７３万円 

 

放課後子ども教室の推進           １８４万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

放課後、小学校の余裕教室・体育館等を活用して、子どもたちの安心・

安全な居場所を設け、地域の方の協力を得て、子どもたちの要望を取り入

れながら、勉強、スポーツ、工作、大道芸、一輪車等に学年を超えて取り

組んでいます。 

毎週水曜日の放課後、南・北小学校で開催しています。 

[主な経費] 

・事業協力者謝礼       １７２万円 

・消耗品費等          １２万円 

  

[財源の内訳] 

・町の負担          １８４万円 

  
【担当から】 

 小学校１学年から６学年までの児童が対

象です。 

 子どもたちの安全の見守りをお手伝いし

ていただけるボランティアの方も、随時募集

しています！ 令和３年度予算        １８４万円 

 

２ 保育の向上と充実 

保育所の管理運営           ２億６,９８４万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

  

名  称 場 所 保  育  内  容 

さくら保育園 矢木町 ★保育短時間  ８時から１６時 

★保育標準時間 ７時３０分から１８時３０分 

★未満児保育  満８か月以上から 

★一時保育  ★障がい児保育  ★土曜保育 

とがわ保育園 東山田 

みずべ保育園 西四王 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑さくら保育園（矢木町１）     ↑みずべ保育園（西四王４部） 

↓とがわ保育園（東山田第３）      

 

[主な経費] 

・会計年度任用職員報酬等 

１億１,５０１万円 

・光熱水費等需用費     １,８２２万円 

・給食用賄材料代      ３,０００万円 

・通信費、手数料、保険料   １９６万円 

・給食調理業務委託料    ３,５２３万円 

・(新)医療的ケア児看護師派遣委託料 

               １０２万円 

・各種業務委託料       ７５０万円 

・(新)施設改修等工事費    ７４５万円 

・施設型給付費、施設等利用給付費 

 含む各種負担金、補助金  ４,８７５万円 

・通園バス管理費       ２７６万円 

・その他の経費        １９４万円 

  

[財源の内訳] 

・保育料          １,４３９万円 

・長時間、一時保育使用料   １２２万円 

・国の負担         ２,６７２万円 

・県の負担         １,３５３万円 

・保育所職員等給食費負担分 １,８０３万円 

・雇用保険料個人負担分     ２３万円 

・公共施設整備基金      ６３０万円 

・町の負担       １億８,９４２万円 

【担当から】 

安心して園児を預けることのできる快適な保育環境と保育サービスを

提供し、未満児保育や一時保育の充実、医療的ケア児の受入れなど、保育

の質の向上を目指した保育運営を行います。また、みずべ保育園屋根の改

修をはじめ、ハード面の改修を計画的に行います。 令和３年度予算     ２億４,８６７万円 
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子育てふれあいセンター事業        １,０６６万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

子育て中のパパ・ママが気軽におしゃべりし、悩みを相談しあったり、

仲間を見つける場を提供しています。高齢者と子どもがふれあうことがで

きる事業も行っています。 

 初めて子育てをする親の講座、子育てに悩む親の講座、孫育てに悩む高

齢者の講座等、また、伝統行事や地元の食材を使った料理の伝承を目的に

知恵袋講座等の各種講座を開催しています。 

[主な経費] 

・会計年度任用職員報酬等   ８６２万円 

・光熱水費等需用費       １８万円 

・ファミリーサポート事業    ２０万円 

・ブックスタート事業      ２７万円 

・その他の経費        １３９万円 

  

[財源の内訳] 

・国の負担          ２２１万円 

・県の負担          ２２１万円 

・雇用保険料個人負担分      ２万円 

・町の負担           ６２２万円 

【担当から】 

 お子さんやお孫さんをお連れの方が来館し、自由に遊んでいただける施

設です。高齢者の方も散歩や買い物の途中でお気軽にお立ち寄りいただけ

ます。 

 ボランティアとして活動していただく「ぽけったー」を募集しています。

自分の得意な事をやってみたい方、小さい子が好きという方も歓迎です。 

 ◆子育てふれあいセンター ぽけっと 電話：27－5244 （御田町） 令和３年度予算         ８７９万円 

 

３ 学校教育の充実 

英語教科補助指導事業            ３,２６３万円 担当：教育こども課 教育総務係 

〈小学校〉 

平成１６年に特区の認定を受け、平成２０年度からは教育課程特例校と

して、小学校１年生から英語の授業を行っています。 

各校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、日本人教師とのティーム・

ティーチングにより、生きた英語を楽しく学び、国際理解と表現力豊かな

こどもの感性を育てています。 

〈中学校〉 

各校にＡＬＴを配置し、英語による「聞く」、「読む」、「話す」、「書く」

の言語活動を通して、社会でも活躍できる実用的なコミュニケーション能

力を高めつつ、学力向上に取り組みます。 

[主な経費] 

・外国語指導助手派遣業務委託料 

   ３,２４０万円 

・教材用消耗品費        ２３万円 

    

    

[財源の内訳] 

・町の負担         ３,２６３万円 

【担当から】 

町では、保育園の英語遊びから始まり、小学校、中学校と継続的な英語

教育に取り組んでいます。 

英語に親しむための１日、南小の「イングリッシュチャレンジデー」、

北小の「インターナショナルデー」では、こどもたちがゲームなどを通じ

て楽しそうに英語を話しています。 

こどもたちが「英語で人と分かり合えるって楽しい！」と感じ、自分自

身や下諏訪町のことを世界に発信できる人となってくれることを願って

います。 令和３年度予算       ３,２６３万円 

 

コンピュータ教育事業           ４,０４４万円 担当：教育こども課 教育総務係 

GIGAスクール構想として、小中学校におけるICT教育環境を整備し、児

童生徒１人に１台配備されたタブレット端末などのICT機器を活用した一

人ひとりに最適化された学習活動の実現や、プログラミング教育などの充

実を図ります。 

今年度は、電子黒板などの整備を進めます。 

[主な経費] 

・消耗品費、機器修繕料    １４０万円 

・インターネット接続料     ３６万円 

・システム保守委託料     ７８８万円 

・ＰＣ等借上、ｼｽﾃﾑ使用料  １,０２９万円 

・（新）備品購入費      １,８２０万円 

・負担金等          ２３１万円 

 

[財源の内訳] 

・国の負担           ４３万円 

・町の負担          ４,００１万円 

【担当から】 

児童生徒１人１台タブレットを活用する 

機会が増えてきています。令和３年度には 

コロナ禍による休校時にも、家庭でオンラ 

イン授業を受ける場面もありました。 

こどもたちの学びが深まるよう、ＩＣＴ 

をさらに活用していきます。 
令和３年度予算       ２,４６３万円 
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宇宙教育事業                  ２６万円 担当：教育こども課 教育総務係 

JAXA（宇宙航空研究開発機構）宇宙教育センターの全面協力により、

「宇宙」をキーワードとして、子どもたちが多角的なものの見方、考え方

や自律的、主体的、継続的に学ぶ態度を身につけることを目指し、講演会

や各学校の授業にJAXAの講師の方に来ていただく授業連携などを行い

ます。 

[主な経費] 

・講師等謝礼          ２２万円 

・教材用消耗品費         ４万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ２６万円 
【担当から】 

児童生徒が「宇宙と自分たちとの関わり」について考え、探求心と広い

視野に立って、未来への夢や希望を持つきっかけの一つになってほしいと

思います。 令和３年度予算          ２６万円 

 

子どもの安全推進事業              １６万円 担当：教育こども課 教育総務係 

児童生徒の登下校時間を中心に、犯罪や交通事故から子どもを守り、安

全を確保するため、地域の方々、家庭、各種団体、PTAや学校関係者が「子

どもの安全見守り隊」を結成し、通学中の子ども達を見守ります。 

[主な経費] 

・事業用消耗品           ２万円 

・ボランティア保険料       ３万円 

・街頭防犯サービス手数料    １１万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           １６万円 

【担当から】 

下校時の見守り放送が定着し、会員の皆様や地域の皆様に見守りをいた

だいております。中には個人的に「ながら見守り」を行っていただいたり、

登下校時にはさらに慎重な車の運転に心がけていただいるドライバーも

いらっしゃいます。 

このように、地域全体で子どもたちを見守る取組が求められています。 令和３年度予算          １６万円 

 

教職員用コンピュータ配備事業       １,４９９万円 担当：教育こども課 教育総務係 

教職員の事務合理化を図るため、小中４校の教職員用パソコンの配備、

維持管理を行います。 

[主な経費] 

・システム保守委託料     ３２８万円 

・パソコン等借上料      ７１７万円 

・システム使用料       ２６４万円 

・システム負担金       １９０万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担         １,４９９万円 

【担当から】 

教職員用パソコン、周辺機器のリース契約を継続し、校内の情報漏えい

防止など情報セキュリティ対策に努めながら、学校の事務効率化、情報教

育の推進を図ります。 

また、統合型校務支援システムにより、教職員の働き方改革を目指しま

す。 
令和３年度予算       １,３４３万円 

 

こども未来基金活用事業           ４９４万円 担当：教育こども課 教育総務係 

こども未来基金は、未来を担うこども達の健全を資するために、こども

の貧困問題や孤食などの支援、学習支援と悩み相談を行う支援活動、こど

もの教育支援活動に対して、幅広く活用します。 

[主な経費] 

・こどもらんど事業補助金     ５６万円 

・こどもの居場所づくり事業補助金 

           ３６万円 

・こどもの教育支援事業補助金（給付型奨学

金等）           ４０２万円 

    

[財源の内訳] 

・こども未来基金繰入金     ４９４万円 

 

【担当から】 

無料若しくは安価な食事又は地域の人々との触れ合いの時間を提供す

る支援活動「こどもらんど事業」、こどもの生活面から学習面までの多面

的な家庭機能を補完する支援活動「こどもの居場所づくり事業」を引き続

き支援していきます。 

「こどもの教育支援事業」は、教育支援が行き届かない世帯への支援及

び町の特色ある教育への幅広い支援を指し、給付型奨学金など、こども誰

もが均等に教育を受けることができる環境づくりに活用を図ります。 

利用にあたっては、給付・貸付がございます。まずは教育委員会にお問

い合せください。 令和３年度予算         ５６５万円 
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備品購入事業               １,９２５万円 担当：教育こども課 教育総務係 

[１]教材用備品購入 

児童生徒の豊かな知性、感受性を養うために備品を購入し、授業や読

書活動を支援しています。 

[２]施設用・給食用備品購入 

 児童生徒がより良い環境で学校生活を送ることができるよう、購入や

更新、補充を行っています。 

[主な経費] 

・(新)食器食缶洗浄機更新購入  ９０７万円 

・教科用具購入費       ５６５万円 

・図書購入費          ３４５万円 

・施設用、給食用備品購入費  １０８万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担            ９２万円 

・町の負担         １,８３３万円 

【担当から】 

知識、技能を習得するとともに、工夫創造の能力を養い高めるため、必

要な設備を整備していきます。 

今年度は安心安全な給食提供を行っていくため、給食設備や給食用具等

を購入します。 
令和３年度予算       ２,０１１万円 

 

中学生海外研修事業                 ４１０万円 担当：教育こども課 教育総務係 

町の英語教育を生かし実践するため、春休み期間中に下諏訪在住の中学

２年生を対象とした、海外におけるホームステイを実施します。海外での

学校生活やホームステイ先での体験学習を通して、語学力を高めるととも

に郷土をより正しく理解し、国際感覚豊かな人材を育成することを目的に

実施しています。 

[主な経費] 

・海外研修随行旅費       １４万円 

・事業用消耗品費         ２万円 

・海外旅行保険料        １７万円 

・中学生海外研修事業委託料  ３６０万円 

・中学生海外研修事前研修委託料 １７万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担          ３９７万円 

・中学生海外事前研修個人負担分 １３万円 

【担当から】 

令和元年度～３年度は新型コロナウイルスの影響により、例年ホームス

テイ先としていたニュージーランドへ行くことが困難になったため、残念

ながら事業が中止になりました。今年度は、事態が終息することを期待し

つつ、状況を注視して対応してまいります。 
令和３年度予算         ４１０万円 

 

(新)学校整備事業             ４,５９９万円 担当：教育こども課 教育総務係 

児童生徒が快適な学校生活をおくることができるよう、安全・安心な学

校づくりを目指し、学校施設の改修整備を行います。 

[主な経費] 

・設計監理委託料       １６５万円 

・調査委託料          ８２万円 

・工事請負費        ４,３５２万円 

    

[財源の内訳] 

・起債           ３,８１０万円 

・基金繰入金          ４２５万円 

・町の負担          ３６４万円 

【担当から】 

今年度は、北小学校高圧電気設備等改修 

工事、下諏訪社中学校照明設備改修工事等 

を実施します。 

 

 

 

 Ｒ3実施 北小第２体育館屋根改修工事 令和３年度予算       ６,４９３万円 

 

遠距離通学補助                 ４５万円 担当：教育こども課 教育総務係 

遠距離通学の児童生徒に対する通学費の補助を行います 

〈１〉遠距離通学児童補助事業（小学校） 

〈２〉遠距離通学生徒補助事業（中学校） 

 

[主な経費] 

・児童通学費補助             ４５万円 

 

    

[財源の内訳] 

・町の負担              ４５万円 

 

【担当から】 

〈１〉片道３㎞超から通学する小学１年生から６年生まで、全額補助を

しています。 

〈２〉片道５㎞超から通学する中学生に１／２の額を補助しています。 令和３年度予算         ５２万円 
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就学援助事業              １，７９９万円 担当：教育こども課 教育総務係 

〈１〉就学援助事業 

〈２〉特別支援教育就学奨励事業 

[主な経費] 

・就学援助費        １,５６９万円 

・特別支援教育就学奨励費   ２３０万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担           １１５万円 

・町の負担         １,６８４万円 

【担当から】 

〈１〉教育の機会均等のため、町では就学援助を必要とするご家庭に、

学用品費や学校給食費などの一部を補助しています。 

〈２〉小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対し、就

学援助費を支給しています。 
令和３年度予算      １，８４３万円 

 

相談室設置事業               ５４８万円 担当：教育こども課 教育総務係 

悩みを持つ児童生徒が増加するなかで、児童生徒が悩みを気軽に話せ、

ストレスを和らげることのできる、教員以外の第三者的な相談員を配置

し、こども達の相談に応じています。 

[主な経費] 

・相談員報酬         ５１３万円 

・共済費等           ３５万円            

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ５４８万円 

 

【担当から】 

下諏訪町では、各学校に１名ずつ相談員を配置してい

ます。 

また、スクールカウンセラーを配置し、各学校を巡回

し、ご家庭や学校と連携を図りながら相談事業を実施し

ています。 令和３年度予算        ６２３万円 

 

特別支援教育充実事業           ２，１３７万円 担当：教育こども課 教育総務係 

高機能自閉症や発達障がいなどで、集団学習に溶け込めない児童生徒へ

の、学校生活支援及び学習支援のため、引き続き小中学校に支援員を配置

し、教職員等と連携しながら幅広く支援していきます。 

また、日本語の理解が難しい外国人児童生徒への言語指導及び悩み相談

を行います。 

[主な経費] 

・支援員報酬等       １,６４８万円 

・共済費等          １９０万円 

・外国人児童生徒支援業務委託料 

 ２６８万円 

・通級指導教室用消耗品費    ３１万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担         ２，１３４万円 

・雇用保険料個人負担分      ３万円 

【担当から】 

下諏訪町では、特別な支援必要な児童生徒の学校における生活や学習を

サポートするため、各小中学校に児童生徒支援員を配置しており、各校に

在籍する児童生徒の状況に応じて、配置の見直しを行っています。 

また、障がいに応じた特別な指導を行うために必要となる備品を新たに

購入します。 令和３年度予算       ２，３１９万円 

 

学校運営委員会事業             １３０万円 担当：教育こども課 教育総務係 

地域住民が学校運営に参画したり、学校支援や学校評価をしていく仕組

み（信州型コミュニティスクール）を推進し、地域に開かれた信頼される

学校づくりを目指すため「学校運営委員会」に対して補助金を交付します。 

また、中学校で行ってきた「夢・いきいき授業」を、学校運営員会にコ

ーディネートいただき、継続して実施していきます。 

[主な経費] 

・学校運営委員会補助金     １３０万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          １３０万円 

 【担当から】 

学校運営委員会は、「学校評議員」と「学校支援地域本部」を統合させ

た組織で、地域と学校とが連携、協働して行う活動の強化を図り、一体と

なって学校運営の改善に務め、児童生徒の地区行事への参加等、健全な育

成に取り組んでいます。 
令和３年度予算        １３０万円 
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中間教室管理運営事業              ２７０万円 担当：教育こども課 教育総務係 

学校へ登校することに負担を感じている生徒が、ひと、もの、こと、こ

とばなどの活動や関わりを通して、社会的自立や生活習慣を身につけなが

ら学習支援や教育相談を受けられるように、下諏訪図書館内に中間教室を

開設しています。 

[主な経費] 

・教育相談員報酬       ２２９万円 

・その他の経費         ４１万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ２７０万円 
【担当から】 

◆名  称 下諏訪町スマイル教室 

◆開設場所 下諏訪図書館内 

◆開設日時 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

     午前９時３０分～午後３時００分 

令和３年度予算        ２７２万円 

 

４ 生涯学習の勧め 

生涯学習・社会教育の推進                    ７５７万円 担当：教育こども課 生涯学習係 

生きがいを感じ、心豊かな人生を送るため、また地域の価値を捉え直し

たり、課題を解決したりするために、仲間とともに主体的に行う「学び」

の活動を推進します。「学び」の機会などの情報は、広報誌「クローズア

ップしもすわ」の生涯学習ページ等で提供していきます。また歴史文化を

次世代に残し伝えていく活動を支援していきます。 

[主な経費] 

・社会教育委員報酬       １１万円 

・教育指導員報酬       ３０６万円 

・歴史文化伝承補助金     １００万円 

・（新）成人式映像配信委託料   １３万円 

・その他の経費        ３２７万円 

 [財源の内訳] 

・国の負担            １３万円 

・町の負担                    ７４３万円 

・その他の収入           １万円 

【担当から】 

令和４年４月１日から、成人年齢が18歳に引下げられます。すでに選

挙権を保有するなど、18歳と19歳の方の自己決定権を尊重するととも

に、積極的な社会参加を促すために引下げるものです。 

引下げに伴い、当町の「成人式」も模様替えいたしますが、これからも

お祝いし、応援をしていきます。 令和３年度予算         ７５８万円 

 

公民館活動の振興と各区分館への支援          ４５９万円 担当：教育こども課 生涯学習係 

「学び」と「交流」の活動拠点として、多様なニーズに応える中で、実

際生活に即した学習機会を提供します。また講座等をオンライン配信する

ことで、いつでも、どこでも学べる環境を整備します。 

「学び」と「交流」を先導する社会教育関係団体や各区分館の自主的な

活動を支援するとともに、拠り所としての存在価値の向上を図ります。 

[主な経費] 

・公民館運営審議会委員報酬        ７万円 

・講師等謝礼                   ６８万円 

・（新）オンライン講座用機器購入費１７万円 

・分館活動補助金             ２７９万円 

・その他の経費                 ８８万円 

[財源の内訳] 

・国の負担                      １７万円 

・町の負担            ４３７万円 

・その他の収入                    ５万円 

【担当から】 

老若男女、対面・オンラインを問わず、集い、学

び、繋がる講座を企画していきます。講座のご案内

は「クローズアップしもすわ」や町のホームページ

等に掲載します。ご覧いただき、ぜひご参加くださ

い。 令和３年度予算        ４３３万円 

 

総合文化センターの運営管理と自主事業     ５,９１２万円 担当：教育こども課 生涯学習係 

文化芸術を継承し、創造し、発信する場として、鑑賞機会の提供と学校

や各種団体等の発表機会の創出を図っていきます。 

老朽化した施設と設備については、施設のあり方と必要な改修の検討を

通じて、さらに快適に、また皆さんから親しまれる施設としてまいります。 

[主な経費] 

・(新)在り方検討会（仮称）謝礼  ３１万円 

・光熱水費                １,２３７万円 

・空調機、軽体育室屋根等修繕代８８７万円 

・設備機器保守等委託料     ３,２７３万円 

・映画、人形劇祭等事業委託料  １３６万円 

・その他の経費        ３４８万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担                ４,９７９万円 

・その他の収入               ９３３万円 

【担当から】 

当館も開館から33年が経過しており、設備

等の不具合が目立っています。利用される方

の安全と利便性を優先に、運営と今後の改修

を進めてまいります。ご不便をおかけします

が、ご理解の上、ご利用をよろしくお願いし

ます。 
令和３年度予算         １億２,２７９万円 
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図書館の管理運営             ３，４７８万円 担当：教育こども課 図書館係 

図書館では、本・雑誌・ＣＤ・ＤＶＤ等を購入整理し、町民の皆様に貸

し出しています。居心地の良い図書館・たのしい図書館をめざし、各種イ

ベントを開催するなど図書館利用者の拡大を図っています。また、読書推

進委員会と協力し、「町内一斉家庭読書の日」（毎月第２日曜日）の実施な

ど読書推進の機運を盛り上げる企画を実施していきます。 

４月 おすすめ絵本の配布 

５／８ こども古本市 

８月・３月 夏休み春休み一日図書館司書 

８／３ せすじゾクゾク怖いお話し会 

９／１４～１６ 図書館シネマ 

１０月 図書館まつり 

１１／６ 古本市 

１２／１７ おはなしのへやクリスマス会 

         

おはなしのへやプチ   

[主な経費] 

 

・図書、視聴覚資料購入費   ７２１万円 

・諏訪広域図書館ネットワーク機器等 

借上料・保守料       ２５１万円 

・図書館の修繕、維持管理費  ７１３万円 

・無線ＬＡＮ環境整備事業    ４１万円 

・会計年度任用職員報酬   １,２２２万円 

・(新)開館 20 周年記念講演会等  １０万円 

・その他の経費              ５２０万円 

 
 

[財源の内訳]  

・町の負担        ３，３７７万円 

・ふるさとまちづくり基金繰入金 ５０万円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生 

臨時交付金          ４１万円 

・その他の収入         １０万円 

     

 

図書館利用のポイント 

◆図書館は無料で利用できます。 

  貸出冊数 本１０冊 ＣＤ・ＤＶＤ等４点 貸出期間 １５日間  

 ◆自宅のパソコン・スマホから図書館の本の予約ができます。 

◆利用者用インターネット端末４台 無線ＬＡＮアクセスポイント有 

◆国立国会図書館のデジタル化資料・信毎データベースが見られます。 

◆文字が読みにくい人も読書を楽しめます。（大活字本、録音図書） 

◆「おはなしのへや・プチ」で楽しい読み聞かせタイムがあります。 

毎週木・土曜日午前 11 時～11 時 30 分 

◆６市町村の図書館の本を取り寄せて読むことができます。 

 ◆「こども未来バス」は誰でも利用できるオープンスペースです。 令和３年度予算      ４，３０６万円 

 

５ 文化の活用と伝承 

文化財保護事業               ６４１万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

地域の宝である文化財を適切に保護し、確実に次世代へ伝えていきま

す。また各種事業を通じてその魅力や情報を発信していきます。今年度は

国史跡「星ヶ塔黒曜石原産地遺跡」を将来に伝えていくために、保存活用

計画策定事業に取り組みます。 

[主な経費] 

・(新)星ヶ塔遺跡保存活用計画策定事業 

   ２２３万円 

・八島湿原保護指導業務委託料 １７５万円 

・中山道整備          １０万円 

・埋蔵文化財活用事業補助金  ２００万円 

・その他の経費         ３３万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ５５６万円 

・ふるさとまちづくり基金繰入金 ８５万円 

【担当から】 

多くの方に文化財を知ってもらうために、

天然記念物である「八島ヶ原湿原」の自然環

境保護の見回り、江戸時代の道である中山道

の整備などの活動を行なっています。 

令和３年度予算        ５０５万円 

 

博物館の活動                 １０３万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

博物館の収蔵資料や指定文化財を含む地域の文化遺産の魅力や情報を

企画展、史跡散歩、講座等の事業を通じて発信していきます。 

[主な経費] 

・謝礼               ８万円 

・赤彦文学賞等受賞者旅費     ４万円 

・宣伝広告代          １６万円 

・企画展看板製作委託料     １０万円 

・その他の経費         ６５万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担           ６５万円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金            ３８万円 

【担当から】 

「文化遺産にふれることで地域の

歴史と文化を再発見しよう！」をテー

マに今年度はメンデル企画展、諏訪神

社下社神宮寺展(仮)、町めぐり講座な

どを開催予定。 

ぜひご観覧、ご参加ください。 

令和３年度予算        １２５万円 
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博物館資料の保存整理               ７万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

下諏訪町には長い歴史や豊かな自然環境の中で生まれ、今日まで守り伝

えられてきた地域の貴重な文化遺産があります。それらを収集すること

で、今後に活用することや後世に残していくための整理作業を行なってい

ます。 

[主な経費] 

・消耗品費            ４万円 

・保存用封筒印刷代        ３万円 

 

    

[財源の内訳] 

・町の負担            ７万円 

【担当から】 

資料の収集・保存は博物館の活動の中でとても大

切な役割の一つです。モノの価値を見出し、資料と

して保存・調査研究を行なうことでさらなる事業展

開が可能となります。 
令和３年度予算          ７万円 

 

博物館の維持管理               ８９３万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

まちの歴史・文化・自然を伝える諏訪湖博物館・赤彦記念館を適切に 

維持管理するとともに、維持に必要な修繕等を実施していきます。 

[主な経費] 

・光熱水費          ２０６万円 

・施設修繕代          ７３万円 

・維持保守等委託料      ５０５万円 

・その他の経費        １０９万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ７６５万円 

・使用料手数料        １２８万円 

【担当から】 

来館者に快適な空間環境をつくり、収蔵

資料を良好な状態に保つために、館内外の

環境整備を継続して行っています。昨年度

は外壁シール補修と温泉管改修工事を行

い、館内の空気環境が改善しました。著名

な建築家による、特徴的な建築物である本

館を維持し長く使うため、これからも適時

適切な修繕を進めていきます。 令和３年度予算       １，４９２万円 

 

宿場街道資料館の維持管理           １３８万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

明治初期に建てられた宿場の雰囲気を伝える建物を適切に維持管理し、

江戸時代の面影や風情がいつまでも残るようにしていきます。 

[主な経費] 

・光熱水費           ２６万円 

・火災保険料           ８万円 

・維持保守等委託料       ２６万円 

・（新）空調設備設置工事費    ６０万円 

・その他の経費         １８万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ７８万円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金            ６０万円 

【担当から】 

館内と中庭を通り抜けできる「歴史の

こみち」も馴染み、多くの方々にご来館

いただいております。今年度は２階にエ

アコンの設置を行い、室内環境の改善を

行う予定です。下ノ諏訪宿の当時の雰囲

気を味わいに、まち歩きの折に是非お立

ち寄りください。 令和３年度予算        ３２５万円 

 

伏見屋邸の維持管理              ３３０万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

元治元年（1864）に建てられたと推定される歴史的建造物であり、国

登録有形文化財「旧伏見屋店舗兼主屋及び南北土蔵」を適切に維持管理す

ることで、良好な状態で次世代へ残すとともに、“おもてなし”を行う伏

見屋邸サポート倶楽部の活動をバックアップします。 

[主な経費] 

・光熱水費           １５万円 

・火災保険料           ７万円 

・管理補助等委託料      ２８１万円 

・その他の経費         ２７万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ３３０万円 

【担当から】 

地域の方々がこしらえた手細工や、おはなし

による“おもてなし”も来館される皆さんに喜

ばれています。まち歩きの折に、是非ともお立

ち寄りください。 

令和３年度予算        ３３８万円 
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今井邦子文学館の維持管理           １９４万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

女性だけの短歌結社「明日香社」を創設した歌人、今井邦子が拠点とし

ていた家を、中山道の茶屋を営んでいた当時の姿に復元した施設。適切な

維持管理により、邦子の想いを伝えられる施設にしていきます。 

[主な経費] 

・光熱水費           １４万円 

・火災保険料          １１万円 

・維持保守等委託料      １５５万円 

・その他の経費         １４万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          １９４万円 

【担当から】 

邦子は、女性の感性で作歌活動に励む一方、

短歌を通じ女性が堂々と生きられるよう育成

する活動もしていました。邦子の短歌と人物

像、江戸風情が残る建物の雰囲気を味わいに

是非お越しください。 

 
令和３年度予算        １９６万円 

 

七曜星社蔵の維持管理               ２万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

製糸組合七曜星社ゆかりの土蔵であり、明治時代に製糸業が盛んであっ

たことを物語る貴重な建造物を、適切に維持管理することで良好な状態で

次世代へ残していきます。 

[主な経費] 

・光熱水費            １万円 

・火災保険料           １万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担            ２万円 

【担当から】 

通りから出入口が分かりづらいですが、中は

ギャラリーになっており、資料の閲覧や休憩が

できます。是非、まち歩きをしながらお立ち寄

りください。 

令和３年度予算          ２万円 

 

星ヶ塔ミュージアムの維持管理         ４３６万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

 国史跡「星ヶ塔黒曜石原産地遺跡」や、縄文時代に全国に運ばれた下諏

訪の黒曜石を紹介するとともに、町内の遺跡で発掘された考古資料を展示

する施設です。適切に維持管理するとともに、楽しみながら学べるミュー

ジアムとして展示の充実化を図ります。 

[主な経費] 

・（新）来館者パンフレット印刷代１０９万円 

・光熱水費          １２５万円 

・維持保守設備等委託料    １８５万円 

・その他の経費         １７万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ３２７万円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金           １０９万円 

【担当から】 

下諏訪の黒曜石は透明度が高く、ガラスのよう

にキラキラ輝くのが自慢です。縄文人が愛した透

明な黒曜石を見に、星ヶ塔ミュージアムにぜひお

越しください。ミュージアムの隣には、諏訪地方

唯一の前方後円墳である「青塚古墳」もあります。 
令和３年度予算        ３３５万円 

 

星ヶ塔遺跡の管理                ６２万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

標高約1,500ｍの東俣国有林内にある国史跡「星ヶ塔黒曜石原産地遺

跡」を適切に維持管理し、良好な状態で保存・活用していきます。 

[主な経費] 

・指定範囲敷地借上料       ６万円 

・維持管理作業補助委託料    ５２万円 

・その他の経費          ４万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担            ７万円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金            ５５万円 

【担当から】 

令和3年夏、人気テレビ番組に取り上げら

れたことをうけて、星ヶ塔遺跡見学観光ツ

アーが始まりました。たくさんの方にお越

しいただき、縄文時代の黒曜石鉱山を楽し

んでいただいています。令和４年もツアー

を行いますので、ぜひご参加ください。 
令和３年度予算         １８万円 
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柿蔭山房公開活用事業              ７７万円 担当：産業振興課 文化遺産活用係 

アララギ派歌人、島木赤彦が居住していた家であり、また江戸時代の武

家住宅でもある町指定文化財「柿蔭山房」を適切に維持管理し、良好な状

態で次世代へ残していきます。 

[主な経費] 

・光熱水費            ５万円 

・火災保険料          １２万円 

・管理補助委託料        ２９万円 

・周辺整備補助委託料      １９万円 

・茅葺屋根くん蒸業務委託料    ７万円 

・その他の経費          ５万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ７７万円 

【担当から】 

５月１日（日）から10月31日（月）まで

土・日・祝日に内部公開を実施しています。

赤彦の過ごした茅葺屋根の趣ある建物と、

短歌に触れに、是非お立ち寄りください。 

令和３年度予算         ７３万円 

 

地域資料保存事業                １４万円 担当：教育こども課 図書館係 

町内には下諏訪町の昔の姿がわかる歴史的な

写真がたくさん残されています。また、自然に関

係するコンテンツなども多くあります。これらを

デジタル化して保存すると共に、インターネット

を通じて誰もが利用できるようにしています。今

後も「みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバ

ム」の利用促進を図っていきます。 

 展示風景                

[主な経費] 

・システム使用料        １２万円 

・その他の経費          ２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           １４万円 

【担当から】下記のアドレスで保存した写真を見ることができます。また

ダウンロードしてご利用いただけます。 

   https://d-commons.net/shimosuwa/ 令和３年度予算          １５万円 

 

広く豊かな感性の育成 

１ 恒久平和への取組み 

戦没者追悼式の開催                ４１万円 担当：保健福祉課 福祉係 

戦争で亡くなられた方々に対し追悼の誠をささげるため、毎年８月１５

日に戦没者追悼式を行っています。 

[主な経費] 

・祭壇製作費          ３８万円 

・その他の経費          ３万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担            ４１万円 

【担当から】 

戦後７７年の歳月を迎え、世界平和を願い、再

び同じ過ちを繰り返すことのないよう誓いを新た

にし、次代を担う若い世代にこの意志を引き継い

でいきます。 

令和３年度予算          ４２万円 

 

平和体験研修                 ５５万円 担当：教育こども課 教育総務係 

戦争体験や被爆体験を風化させないために、中学生の代表者８名を平和

教育体験研修として広島市に派遣し、貴重な体験を肌で学ぶことにより、

平和教育の推進を図ります。原爆ドームや平和記念公園で、ピースボラン

ティアの解説や平和記念資料館での被爆体験講話等の研修を受け、町戦没

者追悼式や学校文化祭で発表を行います。 

[主な経費] 

・交通費            ４０万円 

・宿泊代             ９万円 

・その他の経費          ６万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ５５万円 
【担当から】 

新型コロナウイルスの影響により、令和３年度は広島

市への派遣を中止し、校内での平和学習を行ったり、児

童生徒みんなで千羽鶴を作製して広島市へ送ったりし

ました。今年度は、事態が終息することを期待しつつ、

状況を注視して対応してまいります。 令和３年度予算          ５５万円 
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２ 姉妹都市・友好都市との交流促進 

姉妹都市交流事業                ６２万円 担当：総務課 企画係 

平成２５年度より愛知県南知多町との交流のため、小学生による交流事

業を行っています。南知多町とは災害時における相互応援協定を締結して

おり、災害時の物資、資機材、車両等の提供や職員の派遣を行うこととし

ています。さらに交流を深めるため、平成３０年度に姉妹都市提携を結び

ました。 

[主な経費] 

・姉妹都市交流事業費       ６２万円 

 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ６２万円 【担当から】 

昨年度は、下諏訪町に南知多町の小学生を迎えて、 

交流事業を開催する予定でしたが、新型コロナウイ 

ルス感染症拡大の影響により、今年度に延期し、 

記念品の交換を行いました。今年度も感染症拡大の 

状況を見て、開催の可否を検討します。 令和３年度予算          ５９万円 

 

御柱祭関連事業                ２０７万円 担当：総務課 秘書室 

令和４年の御柱祭に、関係機関の皆様をはじめ日頃よりお世話になって

いる方々をお招きし、祭りをお楽しみいただきながら交流を深める機会と

するものです。 

ご招待については、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、

実施の可否、方法等検討いたします。 

[主な経費] 

・休憩所設営         １５５万円 

・招待者への記念品等      ４０万円 

・その他の経費         １２万円 

 

 [財源の内訳] 

・町の負担          ２０７万円 
【担当から】 

・令和4年諏訪大社下社御柱祭日程 

◇山出し 

4月8日(金)・9日(土)・10日(日) 

◇里曳き 

5月14日(土)・15日(日)・16日(月) 令和３年度予算         ７５万円 

 

３ 国際感覚の醸成と交流 

国際化対策                  １２万円 担当：住民環境課 生活環境係 

日本語が話せない在住外国人の方への支援として、各種行政機関での手

続き・相談等で通訳が必要となった際に、通訳者を派遣します。また、必

要に応じて外国人専用の相談窓口を紹介するほか、講演会や、在住外国人

との交流などを行っている国際交流協会へ支援を行います。 

[主な経費] 

・国際交流協会補助金       ８万円 

・日中友好協会負担金       １万円 

・通訳者謝礼           ２万円 

・その他の経費          １万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           １２万円 

【担当から】 

下諏訪国際交流協会では、楽しみながら異文化への理解 

を深められる講演会などを定期的に企画しています。 

今後も、多くの方が楽しめる企画を計画していきます。 

ぜひ、お気軽にご参加ください。 令和３年度予算          １２万円 
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相互理解と共生の実現 

１ 人権感覚の育成と尊重 

人権擁護委員、行政相談委員の活動支援       ９万円 担当：住民環境課 生活環境係 

国から委嘱された人権擁護委員や、行政相談委員の各種啓発活動・相談

業務が円滑に行われるよう、広報等で支援を行います。また、年４回の特

設人権相談所の開設や、毎月第３火曜日の行政相談などを通して、皆さん

の心配や悩み事をしっかりと受け止め、ひとりひとりが尊重される地域づ

くりを目指します。 

[主な経費] 

・人権擁護委員活動負担金     ８万円 

・長野行政相談委員協議会負担金  １万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担            ９万円 【担当から】 

どんなことでもお気軽にご相談ください。秘密は厳守します。 

・人権擁護委員 宮坂 基子（清水町） 船坂 俊彦（東山田）  

福島由美子（西浜）  小河原昌次（萩倉西組） 

        矢島 一江（東山田） 

・行政相談委員 工藤 惠子（町屋敷） 令和３年度予算          ９万円 

 

更生保護活動の支援               ２５万円 担当：住民環境課 生活環境係 

犯罪や非行の防止と、過ちを犯してしまった人の立ち直りを地域で支え

る団体の活動を支援します。 

保護司会や更生保護女性会と連携し、法務省主唱の「社会を明るくする

運動」において作文コンテストや公開ケース研究会、標語の募集を行うほ

か、下諏訪町薬物乱用防止協議会による啓発活動等の支援をします。 

[主な経費] 

・保護司会補助金        １８万円 

・更生保護女性会補助金      ５万円 

・薬物乱用防止協議会補助金    ２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ２５万円 

 

【担当から】 

地域の安心・安全のために活動していただいている、 

「縁の下の力持ち」が、更生保護にたずさわる皆さんです。 

保護観察所や町内各校と連携し、下諏訪駅前や町内小中 

学校での啓発活動など地域に根ざした活動を行っています。 令和３年度予算          ２５万円 

 

人権意識の高揚と啓発活動                     ２８万円 担当：教育こども課 生涯学習係 

他人を思いやり、命を大切にする社会を実現するため、一人ひとりが人

権問題を自分の問題として捉え、考えることができるよう、地域、学校、

家庭や関係機関の連携により、また人権教育研修会や公民館講座の開催、

広報誌「クローズアップしもすわ」紙上での啓発などを通じて、心情に訴

える人権教育をより一層推進します。 

[主な経費] 

・人権研修会講師謝礼           ３万円 

・広報誌（人権啓発）印刷代      ２２万円 

・その他の経費            ３万円 

 

 [財源の内訳] 

・県の負担              ３万円 

・町の負担                      ２５万円 

【担当から】 

身近にある人権問題を自分の問題として

捉え、考えることをとおして、相手を思いや

る心を持ち、絆を大切にする、住みよいまち

づくりを推進しています。例年９月に開催し

ている人権教育研修会は、どなたでも参加で

きますので、ぜひご参加ください。 令和３年度予算           ２８万円 

 

２ 男女共同参画社会の実現 

男女共同参画社会づくりの推進          １２万円 担当：総務課 企画係 

「第６次下諏訪町男女共同参画計画」に基づき、男女間における差別が

なく、町民一人ひとりが個性と能力を発揮し活躍できる地域社会の実現に

向けて、推進事業に取り組みます。主な事業内容につきましては、男女共

同参画週間に合わせて行うパネル展や男女共同参画セミナーです。 

[主な経費] 

・講演会講師謝礼         ７万円 

・講師旅費            ３万円 

・その他の経費          ２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           １２万円 

【担当から】 

毎回異なるテーマで講師をお招きして「男女共同参画セミナー」を開催

していますので、ぜひご参加ください。 

◎令和元年度に開催したセミナーのテーマ 

 「避難所訓練から学んだこと ～男女相互理解の大切さ～」 令和３年度予算         １４万円 
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区 分 事  業  名 事 業 費 担 当 課 ページ 

健康長寿への挑戦 

１ 体力向上と健康 

  増進 

健康づくり推進事業 ４９７万円 保健福祉課 ３５ 

学校体育施設開放事業 ３,２４６万円 教育こども課 ３５ 

スポーツの振興 ６９５万円 教育こども課 ３５ 

(新)スポーツ推進計画策定事業 ７７万円 教育こども課 ３６ 

スポーツ施設の整備充実 ２,５５４万円 教育こども課 ３６ 

(新)オリンピック交流継承事業 １００万円 教育こども課 ３６ 

(新)ナックルフォア艇購入事業 ９４８万円 教育こども課 ３７ 

健康運動施設の運営 １,２９４万円 教育こども課 ３７ 

健康運動支援事業 ３５１万円 教育こども課 ３７ 

高浜健康温泉センターゆたん歩°の運営 ２,６３９万円 教育こども課 ３８ 

２ 疾病予防と健康 

  管理 

保健衛生事務の管理 １,４７２万円 保健福祉課 ３８ 

生活習慣病検診・心のケア相談事業 ２,７７０万円 保健福祉課 ３８ 

疾病の予防 ６,５４２万円 保健福祉課 ３９ 

(新)新型コロナワクチン接種事業 ７,４４４万円 保健福祉課 ３９ 

３ 医療と保険制度 

  の充実 

国民健康保険の運営 １８億５,５６０万円 住民環境課 ３９ 

福祉医療給付事業 １億４,２９１万円 住民環境課 ４０ 

後期高齢者医療の推進 ７億１,４５２万円 住民環境課 ４０ 

高齢者の保健・介護一体的実施事業の運営 １８９万円 住民環境課 ４０ 

地域と人の支え合い 

１ 地域福祉の推進 有料ごみ袋給付事業 ２８万円 保健福祉課 ４１ 

社会福祉協議会運営補助 １,６５０万円 保健福祉課 ４１ 

相談支援包括化推進事業 ５５４万円 保健福祉課 ４１ 

福祉タクシー等助成金 ２,３８７万円 保健福祉課 ４２ 

２ 高齢者への支援 介護保険事業 ２億９,０８９万円 保健福祉課 ４２ 

一般介護予防事業 ２,６３９万円 保健福祉課 ４２ 

介護予防・生活支援サービス事業 ３,０１４万円 保健福祉課 ４３ 

在宅高齢者の支援 ２,６２１万円 保健福祉課 ４３ 

包括的支援事業 ２,７３７万円 保健福祉課 ４４ 

高齢者見守り事業 ９１２万円 保健福祉課 ４４ 

高齢者応援カード ３万円 保健福祉課 ４５ 

老人福祉センターの運営 １,４１９万円 保健福祉課 ４５ 

ハイム天白の運営 ２億３,７２０万円 保健福祉課 ４５ 

３ 障がい者への 

支援 

障がい者福祉の推進 ４億３,９３８万円 保健福祉課 ４６ 

地域活動支援センターの運営 １,２５２万円 保健福祉課 ４６ 

４ ひとり親と寡婦 

への支援 
母子福祉の推進 ２２３万円 教育こども課 ４６ 
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健康長寿への挑戦 

１ 体力向上と健康増進 

健康づくり推進事業             ４９７万円 担当：保健福祉課 保健予防係 

生涯にわたる健康づくりのための事業を行います。県が推進する信州 

ＡＣＥプロジェクト「Action 体を動かす」「Check 健診を受ける」「Eat 

健康に食べる」をもとに、生活習慣病の予防・改善に向けた取り組みを展

開します。また、withコロナ時代の新しい生活様式を踏まえ、健康に食べ

る実践力を高めるための栄養・食生活について学習する機会を設けます。 

●今年も『しもすわ健康づくり応援ポイント事業』を実施します。 

６年目を迎える「しもすわ健康づくり応援ポイント事業」です。 

国保の特定健診、職場等の健診受診で６０Ｐを獲得、その他該当項目で 

ポイントを集めて１００Ｐに達すると町商連商品券（１,０００円分） 

またはクオカード（１,０００円分）と交換することができます。 

[主な経費] 

・健康ポイント事業       ４２２万円 

・(新)食育推進計画(第２次)策定事業 

                ３７万円 

・健康教室講師派遣委託料    １０万円 

・その他の経費         ２８万円 

 

[財源の内訳] 

・ふるさとまちづくり基金繰入金 ３１万円 

・町の負担          ４６６万円 

 【担当から】 

「しもすわ健康づくり応援ポイント事業」は、住民の皆様の積極的な健

康づくりを応援するための事業です。日頃のご自身の健康づくりの取り組

みや仲間との運動による体力づくり、健診結果を活用した

健診データの改善等でポイントを集めることができます。

詳しくは、令和４年度の管理シートをご覧ください。年1

回の特定健診は必ず受けて、ポイントをゲットしよう！ 

 

令和４年度は「食育推進計画（第２次計画）」を策定します。第１次計

画の住民と行政が一体となった協働の食育を推進すると共に、ＳＤＧｓや

コロナ禍における新たな生活様式に対応した食育の推進を盛り込みます。 令和３年度予算        ４６１万円 

 

学校体育施設開放事業             ３,２４６万円 担当：教育こども課 教育総務係 

学校体育館、校庭は、夜間や土・日・祝の授業で使用しない時間帯を、

社会教育登録団体等の一般団体や個人に開放しているとともに、災害時に

は指定避難所としての利用も計画されています。 

[主な経費] 

・消耗品費           １１万円 

・光熱水費           ５４万円 

・修繕料             ５万円 

・(新)設計監理委託料     ２２６万円 

・(新)夜間照明改修工事費  ２,９５０万円 

    

[財源の内訳] 

・起債           ３,１７０万円 

・町の負担           ４１万円 

・その他収入          ３５万円 

【担当から】 

北小学校を除く３校には夜間照明を設置しております。３校の照明等の

うち、耐用年数を迎え、水銀灯の生産中止をうけ、今年度は南小学校の照

明柱の更新、照明器具のLED化する改修を実施します。 

 

令和３年度予算         ７１万円 

 

スポーツの振興               ６９５万円 担当：教育こども課 スポーツ振興係 

下諏訪町が掲げる｢生涯一町民一スポーツ｣を基本理念に、スポーツのま

ち下諏訪として町民の体力向上、健康志向、いきがいづくりの場として地

域に根ざした生涯スポーツ社会の実現を目指します。今年度はミズノスポ

ーツサービスと連携し、新たに町民向けのスポーツ教室の開催を予定し、

更なる運動機会の増進に努めます。 

[主な経費] 

・スポーツ振興事業委託料   ３２８万円 

・負担金・補助金       １８９万円 

・スポーツ推進委員等報酬    ６１万円 

・国体出場選手激励金等     １０万円 

・その他の経費        １０７万円 

 

[財源の内訳] 

・参加者負担金          ４万円 

・町の負担          ６９１万円 

【担当から】 「下諏訪ギネス」や「チャンスボー

ル大会」、ふれあい広場秋宮スケートリンク「氷上

祭」等、町の特色をいかしたイベントの開催に力を

入れます。その他「体力づくり教室」や「出前講座」

等、子どもから大人まで多くの人が「楽しく・気軽

に」参加できるスポーツ教室を企画します。 令和３年度予算        ９２７万円 
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(新)スポーツ推進計画策定事業         ７７万円 担当：教育こども課 スポーツ振興係 

「生涯一町民一スポーツ」を基本理念とした「下諏訪町スポーツ推進計

画」が平成25年４月から施行されました。第２期計画期間の最終年度と

なる今年度は、スポーツ振興に関する住民アンケートを実施し、下諏訪町

の現状と課題に即した第３期スポーツ推進計画を策定します。 

[主な経費] 

・スポーツ推進審議会委員報酬  １５万円 

・スポーツ推進計画印刷製本費  ３８万円 

・アンケート調査郵便料     １９万円 

・その他の経費          ５万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担            ７７万円 

【担当から】 

 スポーツ基本法の理念「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこと

が人々の権利である」にあるように、子どもから高齢者まで、町民すべて

が運動・スポーツに親しみ、健康で楽しくいきいきと生活を楽しめるよう

な計画の策定をめざします。アンケート調査の依頼が届いた際には、大変

お手数ですがぜひともご協力をお願いいたします。 令和３年度予算         ―――― 

 

スポーツ施設の整備充実          ２,５５４万円 担当：教育こども課 スポーツ振興係 

町のスポーツ施設は、昭和53年に行われた「やまびこ国体」の際に整

備された施設を、大切に使用しております。引き続きスポーツ施設の計画

的な修繕を行い、安全に利用できるよう努めてまいります。 

[主な経費] 

・施設管理委託料等     １,４０４万円 

・光熱水費・修繕料等     ８６８万円 

・敷地借上料等使用料     １１６万円 

・その他の経費        １６６万円 

 

[財源の内訳] 

・施設使用料         ７０３万円 

・その他の収入         ４２万円 

・町の負担         １,８０９万円 

【担当から】 

利 用者 の み な さ ん

が快適に安心して利

用できるよう、施設の

利便性や安全性の向

上に計画的に努めて

います。 
令和３年度予算       ２,８５９万円 

 

(新)オリンピック交流継承事業         １００万円 担当：教育こども課 スポーツ振興係 

東京２０２０オリンピックのボート競技に向けた事前合宿を当町で実

施したイタリア・アルゼンチン両国と、今後も継続的な交流を行っていく

ための事業（文化交流・オンライン交流など）を計画します。 

 

[主な経費] 

・交流支援委託料       １００万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担          １００万円 

 
 

【担当から】 

昨年の事前合宿では、下諏訪町のみなさんの心温まる応援が嬉しかった

と、両国の選手団のみなさんが大変喜んでいました。海外のオリンピック

代表選手団の合宿受入れはおそらく町として初めてだったと思いますが、

この事前合宿を機に、両国との交流を深めていくことができればと考えて

います。 

 

令和３年度予算         ―――― 
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(新)ナックルフォア艇購入事業        ９４８万円 担当：教育こども課 スポーツ振興係 

令和5年度に下諏訪町で開催が予定されている「全国市町村交流レガッ

タ 下諏訪大会」に向けて、老朽化が進んでいるナックルフォア艇を更新

します。 

[主な経費] 

・ナックルフォア艇購入費   ９４８万円 

    

[財源の内訳] 

・助成金           １０８万円 

・寄附金           ３９３万円 

・町の負担          ４４８万円 

【担当から】 

毎年各ボート場所在市町村で行われて

いる「全国市町村交流レガッタ」が令和5

年度に下諏訪町で開催される予定です。 

また、例年行っている「全国ナックルフ

ォア大会」「下諏訪レガッタ」などの各種

大会でナックルフォア艇を使用するため、

長年使用していた艇の更新をします。 令和３年度予算         ―――― 

 

健康運動施設の運営            １,２９４万円 担当：教育こども課 健康サポート係 

昨年度供用開始となった健康づくりの

新たな拠点、「健康ステーション」・「健康

フィールド」等の管理運営を行うととも

に、多くの皆さんにご利用いただけるよ

う、利用の促進を図ります。 

令和４年度は、施設の利便性向上のた

め、健康フィールドへの更衣室等の設置、

駐車場照明設備の設置を実施します。 

[主な経費] 

・光熱水費等         ３３５万円 

・清掃委託料         ２１１万円 

・敷地借上料         ２１６万円 

・施設改修工事費等      １９８万円 

・その他の経費        ３３４万円 

    

    

[財源の内訳] 

・健康運動施設使用料     ３３５万円 

・町の負担          ９５３万円 

・その他の収入          ６万円 

【担当から】 

◆健康ステーション 

 各種のトレーニングマシンをそろえた

運動施設です。ストレッチ機器や、小さ

なお子さんにもご利用いただけるパルク

ールエリアもあり、年齢を問わず、幅広

い皆さんにご利用いただけます。 

 毎月2回、無料マシン体験会を開催して

いますので、まずはご参加ください。 

◆健康フィールド 

人工芝を採用したフットサルコートの「屋外フィールド」、人工芝の屋

内運動場「屋内フィールド」で構成されます。各種スポーツやレクリエー

ションなど、個人や団体で多目的にご利用いただけます。 令和３年度予算      １，５４６万円 

 

健康運動支援事業              ３５１万円 担当：教育こども課 健康サポート係 

健康スポーツゾーンや健康ステーション・健康フィールドを活用した各

種運動講座、ミズノスポーツサービスとの連携協定による子ども向け運動

講座、今年度から本格運用となる、「健康サポーター」の皆さんの協力に

よる講座・イベントなどを実施し、町民の皆さんの健康づくり、日常的な

運動習慣を支援します。 

[主な経費] 

・健康サポーター謝礼      ８８万円 

・健康スポーツ教室開催委託料 ２５１万円 

・その他の経費         １２万円 

    

[財源の内訳] 

・県の負担           ４５万円 

・ふるさとまちづくり基金繰入 １００万円 

・町の負担          ２０６万円 

【担当から】 

◆「下諏訪町健康サポーター制度」について 

 健康づくりに関する専門的な知識や経験をお持ちの方などの地域人材

の協力により、町の健康増進の取組みを推進する、新たな制度です。 

トレーナー・インストラクター・スポーツ関係者やご自身でトレーニン

グに励んでいる方など、ご協力いただける皆さんの登録をお願いします。 令和３年度予算        ３０４万円 
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高浜健康温泉センターゆたん歩°の運営   ２,６３９万円 担当：教育こども課 健康サポート係 

高浜健康温泉センター 

「ゆたん歩°」の運営に 

かかる経費です。 

町直営で管理、運営を 

行っています。 

 

[主な経費] 

・光熱水費          ８９０万円 

・食糧費            ４８万円 

・温泉使用料         ３４８万円 

・施設管理、清掃等委託料 １，１１３万円 

・その他経費         ２４０万円 

 

    

[財源の内訳] 

・町の負担        １，１３１万円 

・施設使用料等      １，５０８万円 

  

【担当から】 

温泉による内湯・露天風呂・足湯・歩行浴プール・貸室・休憩室・マッ

サージ機などを備えた、健康スポーツゾーン内の施設です。無料でご利用

いただける足湯からは、四季鮮やかな諏訪湖畔が眺められます。 

歩行浴プールではここ最近、男性の方の利用が大変増えてきました。生

涯にわたる健康づくりの場として、老若男女問わず、幅広い世代の方に活

用頂いております。 

皆さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染症へ

の対策も万全に行っています。隅々まで管理の行き届いたゆたん歩°を、

ぜひ１度ご利用してみてはいかがでしょうか。 令和３年度予算       ２，７３９万円 

 

２ 疾病予防と健康管理 

保健衛生事務の管理            １,４７２万円 担当：保健福祉課 保健予防係 

健康づくりの推進に関する事務を適正に執行するための環境を整えま

す。休日診療、夜間等の救急診療など、6市町村が協力して実施する事業

の負担金や、健康管理を効率的に行うための健康管理システムにかかる経

費です。 

[主な経費] 

・病院群輪番制運営事業負担金 ３２４万円 

・小児夜間急病センター負担金 ２５６万円 

・救急告示病院運営事業補助金 ２００万円            

・その他の負担金・補助金   １６３万円 

・在宅当番医制事業委託料    ９５万円 

・その他の経費        ４３４万円 

    

[財源の内訳] 

・県の負担           １３万円 

・町の負担         １,４５９万円 

【担当から】 

町単独では整備が困難な医療などの体制

を確保するため、広域で行う事業に負担金

を支出しています。また、健康管理システ

ムにより、みなさんの健診結果や予防接種

記録などをデータ管理し、疾病予防に活用

しています。 令和３年度予算       １，４７２万円 

 

生活習慣病検診・心のケア相談事業     ２,７７０万円 担当：保健福祉課 保健予防係 

 病気の早期発見と適切な治療につなげるために、各種がん検診等を保健

センター及び医療機関で行います。また、国保特定健診の結果に基づき生

活習慣病の重症化予防に取り組んでいます。 

心のケア相談事業では、専門の相談員による「心のほっと相談」を毎月

実施しています。 

[主な経費] 

・がん検診等委託料     ２,５０９万円 

・検診通知郵送料等      １８８万円 

・心のケア相談、自殺対策    ２３万円 

・その他の経費         ５０万円 

    

[財源の内訳] 

・国・県の負担         ３４万円 

・町の負担         ２,１０７万円 

・その他の負担        ６２９万円 

【担当から】 

年に１回はがん検診や特定健診を受けていただくことはもちろん、結果

を確認し、自分の体を知ることが何より大切なことです。保健センターで

は、皆さんの生活習慣の振り返り等をサポートさせていただきます。 

また、心のほっと相談は専門の相談員が対応します。不安や悩み事があ

りましたらお気軽にご相談ください。 令和３年度予算       ２,７８５万円 

 

 

 

 

 

 

 

歩行浴プール
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疾病の予防                 ６,５４２万円 担当：保健福祉課 保健予防係 

感染症の予防に関する事業を行います。 

予防接種法により、小児等の予防接種の他、子宮頸がん予防ワクチンの

積極的接種勧奨の再開と接種機会を逃した方へのキャッチアップ接種を

行います。 

小児を含め、すべての定期予防接種は、医療機関で受けていただくこと

ができます。かかりつけ医で安心して予防接種ができます。 

[主な経費] 

・予防接種ワクチン代等   １，７４３万円 

・予防接種等委託料     ３，５９９万円 

・HPV ワクチン接種事業   １，０４６万円 

・結核健診委託料        ９０万円 

・その他の経費         ６４万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担           １０４万円 

・町の負担        ６，４３８万円 

【担当から】 

子どもの定期予防接種は一人ひとりを感染症の病気から守るだけでな

く、みんなが予防接種を受けることで社会全体の免疫を維持し、感染症そ

のものの流行を抑える目的もあります。「病気が流行していないので必要

ないのでは？」という声もありますが、一人ひとりが免疫をつけているか

らこそ、流行を抑えられています。心配なことはお気軽にご相談ください。 令和３年度予算       ５，２９６万円 

 

(新)新型コロナワクチン接種事業       ７,４４４万円 担当：保健福祉課 保健予防係 

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をで

きる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を

図ります。新型コロナウイルス感染症のワクチンをできるだけ早期に、安

心して町民の皆様に接種していただけるように取り組んでいます。 

[主な経費] 

・接種従事者報酬等     ２，１１２万円 

・郵便料           １５０万円 

・予防接種委託料等    ４，８７５万円 

・予約システム使用       ２２万円 

・その他の経費        ２８５万円 

[財源の内訳] 

・国の負担        ７，４４２万円 

・その他の収入           ２万円 

【担当から】 

３回目接種は、ファイザー社製、モデルナ社製を使用します。どちらの

ワクチンも効果や安全性に大きな差はありません。 

抗体価が下がるタイミングを逃さず、その時に打てるワクチンを速やか

に接種することが大切ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
令和３年度予算         ―――― 

 

３ 医療と保険制度の充実 

国民健康保険の運営         １８億５,５６０万円 担当：住民環境課 国保年金係 

国民健康保険は、職場の社会保険や後期高齢者医療制度に加入していな

い住民のための健康保険です。加入者は、保険証によって定められた負担

分を支払うのみで受診でき、残り分は国民健康保険が負担します。 

平成３０年度からは県も財政運営の責任主体として、市町村とともに国

民健康保険を運営し、今まで市町村ごとであった医療費のお財布を県のお

財布にまとめて収入・支出を管理しています。国民健康保険の加入脱退な

どの手続きは引き続き市町村の窓口で行っています。 

[主な経費] 

・保険の給付     １３億５，６９４万円 

・事業費納付金     ４億３，３９５万円 

・特定健診等事業費など   ６，４７１万円 

  

  

[財源の内訳] 

・加入者が納める国保税 ３億５，４３８万円 

・国の負担             ２６万円 

・県の負担      １３億６，７７４万円 

・町の負担（一般会計からの繰入金） 

            １億１，６４３万円 

・その他の収入       １，６７９万円 

 

 

 

 

＜国民健康保険特別会計＞ 

【担当から】 

役場１階ロビー北側の通用口付近に、「健康

コーナーふらっと」を設置しております。筋肉

量や体脂肪率などを測れる体組成計と血圧計

の設置のほか、健康に関するパンフレットなど

により各種情報を発信しておりますので、是非

気軽に“ふらっと”お立ち寄りいただき、健康

状態の確認に役立てていただければと思いま

す。また、40歳から74歳までの方については、

ご自身のため、そして大切なご家族のために、

年に一度は国保の特定健診を受診していただ

きますようお願いします。 
令和３年度予算    １８億９，２１０万円 
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福祉医療給付事業           １億４,２９１万円 担当：住民環境課 国保年金係 

福祉医療費給付金制度は、診療の際に支払った費用の一部を下諏訪町で

負担するものです。 

この制度の資格要件に該当する方には、申請により福祉医療費受給者証

が交付されます。 

[主な経費] 

・乳幼児等医療費給付金   ４,５２３万円 

・母子・父子家庭及び寡婦等医療費給付金 

               ９００万円 

・障害者医療費給付金    ８,１５０万円 

・医療費資金貸付金       ５０万円 

・その他の経費        ６６８万円 

  

  

[財源の内訳] 

・県の負担         ４，７１１万円 

・町の負担         ９，５３０万円 

・その他の収入         ５０万円 

【担当から】 

  福祉医療費給付金の給付資格要件は、次のとおりです。 

乳幼児等 出生の日から１８歳（高校３年）まで 

障害者 

①特別児童扶養手当１級・２級該当者 

②療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１該当者 

③身体障害者手帳１級～３級該当者 

④６５歳未満で障害年金１級９号・１０号・１１号該当者 

⑤６５歳以上で国民年金法施行令別表該当者 

⑥精神障害者保健福祉手帳１級・２級該当者 

母子・父子 

家庭等 

母子・父子家庭で１８歳未満の被扶養者とその親及び父母

のいない児童 

寡婦 
配偶者がなく、子供のいない５０歳以上６５歳未満の女子

で、ひとりで生活を維持し、所得税が非課税である方 
 令和３年度予算     １億４，３１０万円 

 

後期高齢者医療の推進         ７億１,４５２万円 担当：住民環境課 国保年金係 

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で運

営しており、被保険者の医療費を国民全体で

支える医療制度です。 

保険料徴収、各種申請や届出の受付、保険

証の交付事務は下諏訪町が行い、財政運営は

長野県後期高齢者医療広域連合が実施しま

す。 

[主な経費] 

・後期高齢者医療広域行政事業費 

   医療費、事務費  ３億２，７１２万円 

・後期高齢者医療広域連合納付金 

   保険料      ３億０，０９０万円 

   保険基盤安定負担金  ７，４４４万円 

・事務費等         １，２０６万円 

 

[財源の内訳] 

・保険料        ３億０，０９０万円 

・県の負担         ５，５８３万円 

・町の負担       ３億５，６９２万円 

・その他の収入         ８７万円 

【担当から】 

７５歳の誕生月から資格を取得し、後期高齢者医療保険料が発生しま

す。国民健康保険と違って、保険料は世帯ではなく個人で納めていただき

ます。 

後期高齢者医療制度にかかる費用は、５割を国県市町村、４割を被保険

者以外の全国民が負担し、残り１割を被保険者ご本人に納めていただく後

期高齢者医療保険料で賄われています。 令和３年度予算     ７億２，５７５万円 

 

高齢者の保健・介護一体的実施事業の運営    １８９万円 担当：住民環境課 国保年金係 

74歳までの国民健康保険の保健事業と75歳以降の後期高齢者医療制

度の保健事業が適切に継続されていなかったことから、保健事業と介護予

防事業の取り組みの一体的実施を推進しています。保健福祉課保健予防係

との連携により、健康寿命の延伸と社会保障費の適正化に向け、事業を実

施してまいります。 

[主な経費] 

・保健指導用端末使用料等    ８４万円 

・人間ドック等補助金      ９０万円 

・事務費等            １５万円 

   

[財源の内訳] 

・国の負担           １０万円 

・長野県後期高齢者広域連合負担 ４２万円 

・町の負担          １３７万円 

 

【担当から】 

令和３年度から後期高齢者医療制度特別調整交付金の対象事業として、

広域連合の委託を受けて実施しています。主な事業として、保健師等によ

るKDB（国保データベース）システムを活用した健康課題の分析や個別支

援、またフレイル予防のための健康教室などを計画しており、パソコンソ

フトやタブレットなども活用しながら、きめ細やかな事業を行っていきま

す。 令和３年度予算        １９０万円 
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地域と人の支え合い 

１ 地域福祉の推進 

有料ごみ袋給付事業                ２８万円 担当：保健福祉課 福祉係 

生活困窮世帯に対する経済的支援、紙おむつ等の介護用品の購入助成を

受けている要介護者又は障がい者の在宅介護支援として、燃やすごみ袋を

支給します。 

[主な経費] 

・有料ごみ袋給付費       ２８万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担            ２８万円 

 

【担当から】 

２２リットルの指定袋を１月５枚として、申請をした

月分数を支給します。支給対象者（世帯）は生活保護世

帯、紙おむつ等の購入助成を受けている要介護者、日常

生活用具の支給を受けている障がい児・者などです。 
令和３年度予算          ４４万円 

 

社会福祉協議会運営補助          １,６５０万円 担当：保健福祉課 福祉係 

社会福祉協議会が行う活動に対して、補助金を交付しています。 

 主な事業 

 ◆高齢者の介護予防、生きがい活動支援 

 ◆ボランティア活動の推進 

 ◆高齢者・障がい者福祉事業など 

[主な経費] 

・社会福祉協議会補助金   １,６５０万円 

 

 [財源の内訳] 

・社会福祉基金利子        ３万円 

・町の負担         １,６４７万円 【担当から】 

社会福祉を目的とする事業、社会福祉に 

関する活動等に対して補助金を交付します。 

 

コロナ禍だからこそ地域のつながりを大切に！！ 

ポランティア活動に参加してみませんか？ 令和３年度予算       １,６５０万円 

 

相談支援包括化推進事業           ５５４万円 担当：保健福祉課 福祉係 

社会福祉法人下諏訪町社会福祉協議会に事業を委託し、相談支援包括化

推進員を配置して世帯全体の複合的・複雑化したニーズを捉え、本質的な

課題の見立てを行い、様々な相談機関と連携しながら、必要な支援のコー

ディネート、関係機関の適切な役割分担を図りつつ、地域全体の包括化を

目指します。 

[主な経費] 

・運営委託料          ５５４万円 

   

[財源の内訳] 

・国の負担           ４１５万円 

・町の負担                   １３９万円 

    
【担当から】 

高齢者の親と無職でひきこもり状態にある子どものケース、医療、就労

ニーズを抱え込んでいるケース、生活家計のなかで金銭管理がうまくいか

ないケースなど困りごとを、相談支援包括化推進員が関係機関と連携して

対応します。詳しくは、以下へお問い合わせください。 

社協・生活応援センター ＴＥＬ ２７－８８８６ 令和３年度予算        ５３１万円 
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福祉タクシー等助成金           ２,３８７万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

在宅高齢者の方や障がい者の方などの日常生活における交通手段の確

保や外出支援のために、タクシーや町内循環バスなどの交通機関または町

内公衆浴場（一部浴場を除く）を利用する際、費用の一部を助成していま

す。 

利用にあたっては｢タクシー助成券」、「あざみ号・スワンバス助成券」、

「公衆浴場助成券」のいずれかを選択していただきます。 

 

【助成対象者】 

 ➢満７９歳以上の方 

 ➢要支援認定を受けた方 

 ➢要支援認定を受け独居高齢者台帳に登録のある方 

 ➢要介護認定を受けた方 

 ➢身体障害者手帳の１級・２級に該当する方 

 ➢療育手帳のＡ１・Ａ２・Ｂ１に該当する方 

 ➢精神障害者保健福祉手帳の１級・２級に該当する方 

 ➢運転免許証を返納し、運転経歴証明書又は申請による運転免許取消通

知書をお持ちの方 

 ➢じん臓機能障害に該当する身体障害者手帳の交付を受け、「自立支援

医療受給者証」又は「特定疾病療養受療証」をお持ちの方 

 （ただし、各種手帳をお持ちの方で自動車税・軽自動車税の減免を受け

ている場合は、上記の要件を満たしている方でも対象になりません。） 

[主な経費] 

・福祉タクシー等助成金   ２,３５０万円 

・助成券の郵送代等       ３４万円 

・助成券台紙等の消耗品費     ３万円 

  

  

[財源の内訳] 

・社会福祉基金繰入金    ２,３５０万円 

・町の負担           ３７万円 

【担当から】 

要支援認定者の方で、通院等にあたり特段の配慮が必要な方や、心身状

況の変化などにより、当初交付を受けた券種の変更を希望される場合は、

保健福祉課高齢者係までお問い合わせください。 令和３年度予算        ２,４８１万円 

 

２ 高齢者への支援 

介護保険事業             ２億９,０８９万円 担当：保健福祉課 介護保険係 

介護保険制度は、介護を必要とする高齢者やご家

族が抱えている負担を社会全体で支える制度で、介

護や支援が必要な方に介護サービスをご利用いただ

くものです。諏訪圏域６市町村では、介護保険制度

を公平かつ安定的に活用するため「諏訪広域連合」

が保険者となり運営しています。 

[主な経費] 

・諏訪広域連合負担金  ２億８,４３２万円 

・介護保険システム運営経費   ４７万円 

・会計年度任用職員報酬等   ５５１万円 

・その他の経費         ５９万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担       ２億９,０８３万円 

・その他の収入          ６万円 

【担当から】 

介護保険制度の運用費用は、介護サービス費の半分を公費で賄い、もう

半分を４０歳以上の皆さんからいただく“介護保険料”で賄っています。 

日常生活で不安や心配ごとがありましたら、地域包括支援センターや町

の介護保険係にご相談ください。住み慣れた地域で継続して生活を送るこ

とが出来るよう支援してまいります。 令和３年度予算    ２億８，３７１万円 

 

一般介護予防事業             ２,６３９万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

６５歳以上の方を対象に、介護予防の普及啓発に取り組むため、地域包
括支援センターに委託して多様で効果的な介護予防事業を実施していま
す。また、地域における自発的な介護予防活動をサポート・支援するほか、
各種教室への参加を通じて、人と人とのつながりを深め、孤独・孤立の予
防に努めています。 

[主な経費] 

・一般介護予防事業委託料  ２,６３９万円 

    

[財源の内訳] 

・諏訪広域連合の負担    ２,６３９万円 

 【担当から】 

転倒予防、筋力向上、栄養改善などの各種健康教室を開設するほか、リ

ハビリテーションの専門職による自立支援のプログラムを用意しており

ます。昨年度より教室形式の事業のほか、「活動量計」により自主的な介

護予防活動の取組みをお手伝いする「楽楽ウォッチしもすわ事業」がはじ

まっています。 

活動量計を使ってみたい方は地域包括支援センター（Tel 26-3377）

へご連絡ください。 令和３年度予算       ２,７２９万円 
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介護予防・生活支援サービス事業       ３,０１４万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

要支援認定者等を対象に、多様なサービス事業者等から「ホームヘルプ

サービス」、「デイサービス」などが提供されます。また、後期高齢者数の

増加により予防サービス利用者の増加が見込まれることから地域包括支

援センターでは介護予防支援業務の強化を図っています。 

[主な経費] 

・諏訪広域連合地域支援事業負担金 

              ２,２５４万円 

・地域包括支援センター負担金 ７６０万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担         ３，０１４万円 

【担当から】 

介護予防･生活支援サービスを利用する場合は、地域包括支援センター

または町の介護保険係、高齢者係へご相談ください。地域包括支援センタ

ーの職員による基本チェックリストを実施後、介護予防ケアマネジメント

等に基づき適切なサービスに繋げてまいります。 令和３年度予算       ２,９９２万円 

 

在宅高齢者の支援              ２,６２１万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

主にひとり暮らしの高齢者や要介護認定を受けられた方とそのご家族

が、在宅で安心して暮らせるよう様々な支援を行っています。 

○高齢者が自宅で安心して生活していただくために 

 ➢迅速な対応が必要となる持病をお持ちのひとり暮らし高齢者の方を

対象に、緊急時の駆けつけサービスを提供するための端末を貸与。 

 ➢介護保険でのサービス量が不足し、特に必要と認められる方を対象

に、上乗せのホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ

サービスを提供。 

 ➢在宅において要介護者を介護している家族が急病等の理由により在

宅介護が困難となった場合、一時宿泊サービスを提供。 

 ➢火の元に不安のある高齢者への電磁調理器・自動消火器などの購入に

対する給付、短期で必要な方への特殊ベッド貸与。 

 ➢介護保険による住宅改修が不足し、特に必要と認められる方を対象に

住宅改修補助金の交付。 

○主にご自宅で介護されているご家族への支援 

 ➢寝たきりや認知症の高齢者を在宅で常時介護されている方へ慰労金

を支給。 

 ➢家族介護者交流事業や家族介護教室を開催し、在宅介護者を支援。 

○高齢者がいきいきとした毎日を過ごしていただくための支援や助成 

 ➢米寿・白寿・百歳以上の方へ“高齢者祝金”の贈呈 

 ➢各区敬老祝賀行事への助成 

 ➢町内の高齢者クラブや高齢者団体への補助 

 ➢岡谷下諏訪広域シルバー人材センターへの支援 

➢高齢者能力活用センターの管理運営 

○高齢者に関する各種相談窓口の設置 

 ➢介護や保健福祉に関わる高齢者の様々な相談に応じ、関係機関と連絡

を密に取りながら問題解決に努めています。 

【相談窓口】 

 町保健福祉課  高齢者係    ℡27－1111 内線：126～127 

 町保健福祉課  介護保険係   ℡27－1111 内線：124～125 

 町住民環境課  生活環境係   ℡27－1111 内線：141～143 

 下諏訪町地域包括支援センター          ℡26－3377 

 下諏訪町在宅介護支援センター社協        ℡27－7396 

 下諏訪町在宅介護支援センター（諏訪共立病院内） ℡27－1195 

 在宅介護支援センターグレイスフル下諏訪     ℡26－7000 

[主な経費] 

・支援事業委託料       ８４２万円 

・関係団体への負担金･補助金 

１,１１９万円 

・高齢者祝金         ２１０万円 

・家庭介護者慰労金      ４１６万円 

・その他の経費         ３４万円 

   

[財源の内訳] 

・県の負担           ４０万円 

・町の負担         ２,５８１万円 

【担当から】 

上記の相談窓口では、高齢者やご家族の皆さんからの様々なご相談を受

け付けています。お一人おひとりの状況を伺いながら、適切な支援を行え

るよう関係機関と連携を図りながら対応させていただきますので、お気軽

にご相談ください。 
令和３年度予算       ２，５５１万円 
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包括的支援事業               ２,７３７万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

今後、団塊の世代が７５歳以上となり医療や介護に対するニーズが急激

に高まると予想されます。 

町では、高齢者の方が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることが

できる仕組みである『地域包括ケアシステム』の構築を進め、さまざまな

事業に取り組んでいます。 

○生活支援体制整備事業 

 ➢生活支援コーディネーターを配置して、町民の視点により必要となる

サービスの創出及び生活支援ネットワークの構築を図っています。 

○認知症初期集中支援事業 

 ➢認知症の方やその家族に対して、できる限り早期にアプローチを行う

ことにより、認知症初期の段階で適切な医療機関や介護サービス等へ

繋ぐために認知症初期集中支援チームを設置しています。 

○認知症地域支援・ケア向上事業 

 ➢認知症を患っている方やその家族に対する相談支援のほか、認知症に

関わる専門職等の研修など、認知症ケアの向上を図るため認知症地域

支援推進員を配置しています。 

○在宅医療･介護連携推進事業 

 ➢在宅医療と介護サービスを一体的に受けることができるための連携

体制づくりを目指しています。 

[主な経費] 

・生活支援体制整備事業委託料 ７９６万円 

・認知症初期集中支援事業委託料 

１,０１７万円 

・認知症地域支援･ケア向上事業委託料 

               ８２５万円 

・在宅医療･介護連携推進事業   ６０万円 

・地域ケア会議開催経費     ２８万円 

・その他の経費             １１万円 

 

[財源の内訳] 

・諏訪広域連合の負担    ２,７３７万円 

【担当から】 

住み慣れた町で暮らし続けるために必要となる生活支援、介護予防、介

護サービス、医療、住まいのサービスを一体的に提供できる体制を構築す

るため、関係機関と連携を図りながら、高齢者支援ネットワークづくりを

進めております。 令和３年度予算      ２，４０７万円 

 

高齢者見守り事業               ９１２万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

身体的な不安や認知症、ひとり暮らしや身寄りがないといった様々な問
題を抱えた高齢者の皆さんが、地域の中で安心してできる限り自立した生
活を送っていただくために、配食サービスや位置検索用機器の貸出しなど
「見守り支援」を実施しています。 

また、認知症を正しく理解し、地域で見守っていただける“認知症サポ

ーター”の養成を進めております。 

 

 

 

[主な経費] 

・介護相談員派遣事業     １６４万円 

・配食サービス委託料     ２６０万円 

・家族介護支援対策事業    ２１８万円 

・成年後見制度利用支援     ５１万円 

・緊急時駆けつけサービス事業 １１８万円 

・家族介護用品給付事業    １００万円 

・その他の事業費         １万円 

 

 

 

[財源の内訳] 

・諏訪広域連合の負担     ８３３万円 

・町の負担           ７８万円 

・緊急時駆けつけサービス個人負担分 

                 １万円 

 

 

 

 

 

 

【担当から】 

町では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、諏訪警察署、地域包括支援センターと連携して『オレンジネットワ

ーク』を構築しています。関係機関のほかに医療機関や介護事業所、民間

企業等にもご協力いただき、帰宅困難になった方を早期のうちに発見でき

る取組みを進め、認知症等により帰宅困難となる恐れのある方を事前に登

録していただくことで、円滑な捜索活動と早期発見を目指しています。 

その他にも、ひとり暮らしの方へのお弁当の配達や地区の民生児童福祉

委員が行う訪問等を通じて、見守り体制の構築を進めています。 

また、病気等により意思決定や正しい判断が困難となった方の権利を守

るための中核機関として、諏訪市と「諏訪市・下諏訪町成年後見支援セン

ター」を共同設置し、成年後見制度の利用手続支援や経済的理由から制度

利用が困難な方への支援を行っています。 令和３年度予算        ８９４万円 
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高齢者応援カード                 ３万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

右の「ふれあいカード笑顔くん」を町内在

住の７０歳以上の方にお配りしています。事

業に賛同していただいた地元の商店等で買い

物等をされた際に、このカードを提示するこ

とで、その店独自の心あたたまるサービスを

受けることができます。 

[主な経費] 

・カード郵送代          ２万円 

・生活応援サービス事業      １万円 

 

 

[財源の内訳] 

・町の負担            ３万円 

 【担当から】 

重い荷物等の持ち帰りの際には、下諏訪町社会福祉協議会で荷物の配送

サービスを行っていますので、ご活用ください。 

町ホームページでは、協賛事業所ごとに受けられるサービス内容の一覧

表を掲載しています。 令和３年度予算          ２２万円 

 

老人福祉センターの運営           １,４１９万円 担当：保健福祉課 高齢者係 

老人福祉センターは、高齢者の健康増進や教養

の向上、介護予防事業の拠点として利活用されて

おり、下諏訪町社会福祉協議会が指定管理者とな

り施設の管理運営を行っています。 

 

         〔歳末支え合いバザーの状況〕 

[主な経費] 

・温泉使用料・光熱水費    ５９０万円 

・浴場管理業務委託料     ５２０万円 

・清掃委託料          ２３万円 

・その他の管理経費      ２８６万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担         １,４１９万円 
【担当から】 

老人福祉センターは軽体操やストレッチなどの健康増進のほか、カラオ

ケや囲碁・将棋などのレクリエーション活動の場として多くの高齢者の皆

さんに親しまれております。 

また心身のリフレッシュができる日中無料の温泉浴場や高圧治療器・マ

ッサージチェアなどの健康機器もございますので、ぜひお気軽にお越しく

ださい。 令和３年度予算       １,２９７万円 

 

ハイム天白の運営            ２億３,７２０万円 担当：保健福祉課 ハイム天白係 

特別養護老人ホーム「ハイム天白」は「ひとりひとりが人として敬愛さ

れる温かで豊かな生活の場を創る」を施設の運営方針に掲げ、事業を行っ

ています。特別会計による運営で、財源の大半は介護給付費で賄われてお

り、施設の管理費と介護サービス提供のた

めの経費が主な支出です。 

ご利用される皆様がその人らしい生活

を送れるよう、一人一人のニーズを把握

し、環境・状態等に応じ適正なサービスの

提供が行えるよう心がけています。 

地域との連携を図りながら、健全な運営

に努めてまいります。 

[主な経費] 

・施設管理費      ２億１,８６１万円 

・施設事業費        １,８５９万円 

 

[財源の内訳] 

・介護給付費収入    １億６,８８３万円 

・利用者負担金収入     ５,３２１万円 

・基金繰入金           ２万円 

・町の負担         １,４８９万円 

・その他の収入         ２５万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈特別養護老人ホーム事業特別会計〉 

【担当から】 

〈施設の特徴〉 

・居室から、諏訪湖や水月園周辺の四季

の自然が眺望できます。 

・居室がコの字に配置され、利用者が生

活し易い間取りになっています。 

・「いで湯の宿場まち」の特色を生かし、

天然温泉を引湯し入浴を行っています。 

・多床室に3連扉の仕切りがあり、個々

のプライバシーが守られます。 令和３年度予算     ２億４,５５０万円 
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３ 障がい者への支援 

障がい者福祉の推進           ４億３,９３８万円 担当：保健福祉課 福祉係 

心身に障がいをお持ちの方々の自立と、社会活動への参加を促進するた

めに、様々なメニューで支援します。 

◆介護給付    居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、 

         生活介護、施設入所支援、短期入所、同行援護 

◆児童発達支援 

◆訓練等給付   就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、 

         自立機能訓練、就労定着支援 

◆高額障害福祉サービス等給付 

◆自立支援医療  身体障害者更生医療給付、身体障害児育成医療給付 

         療養介護医療給付 

◆地域生活支援  日常生活用具給付、移動支援 

◆相談支援    計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

◆身体障害児者補装具費給付 

◆自動車改造・運転免許取得助成、住宅改良促進助成 

◆重度心身障害者福祉年金支給 

◆重度心身障害者家庭介護者慰労金給付 

◆軽度・中等度難聴児補聴器購入助成 

◆配食サービス 

◆タイムケア 

◆障がい者支援施設通所費助成、通所通園等推進事業補助 

[主な経費] 

・介護の給付     １億７，１７０万円 

・児童発達支援      ４，５７５万円 

・訓練等の給付    １億５，６２７万円 

・高額障害福祉サービス等の給付 ２６万円 

・医療費等の給付     ２，６５８万円 

・補装具費          ３８０万円 

・地域生活支援事業    １，０９２万円 

（日常生活用具給付・移動支援） 

・相談支援          ８８１万円 

・助成事業           ８３万円 

 （住宅改良・自動車改造等） 

・各種手当          ２６３万円 

 （重度心身障害者福祉年金支給等） 

・その他の事業        ３９７万円 

 （施設通所費助成・タイムケア等） 

・その他の経費        ７８６万円   

    

[財源の内訳] 

・国の負担      ２億１，３９７万円 

・県の負担        １億７２４万円 

・町の負担      １億１，８１７万円 

【担当から】 

障がいをお持ちの方やご家庭で介護されているご家族に様々な支援を

します。支援によって対象となる要件が異なりますので、詳しくは福祉係

までお気軽にお問い合わせ下さい。 令和３年度予算     ４億１,１８４万円 

 

地域活動支援センターの運営        １,２５２万円 担当：保健福祉課 福祉係 

障がいをお持ちの方が利用し、精密部品の組み立てなどの生産活動や作

品の創作活動を通じて、社会生活への適応を高めるための作業訓練や交流

の機会を提供します。 

[主な経費] 

・会計年度任用職員報酬等  １,１０９万円 

・施設等維持管理費      １４３万円 

    

[財源の内訳] 

・雇用保険料個人負担分      ３万円 

・町の負担         １,２４９万円 

【担当から】 

障がい者を取り巻く環境、特に就労に関 

しては厳しいものがあることから、就労の 

機会を提供するとともに、利用することで 

規則正しい生活や人との交流ができます。 
令和３年度予算       １,２６９万円 

 

４ ひとり親と寡婦への支援 

母子福祉の推進               ２２３万円 担当：教育こども課 子育て支援係 

ひとり親家庭等の児童が健全に育成されるよう、また、児童の福祉の増

進のため、こどもの日のお祝い金として、毎年５月に激励金を支給してい

ます。 

また、ひとり親家庭及び寡婦の方に、必要な助言や福祉制度の情報提供

を行います。 

[主な経費] 

・ひとり親世帯等児童激励給付金 

               ２１８万円 

・その他の経費          ５万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ２２３万円 

  

【担当から】 

 児童激励金は、１人につき７千円を、また、小 

中学校入学の年には、入学祝いとして１人１万円 

を加算して支給します。毎年４月１日前、３か月 

以上引き続き町内に居住し、住民票のある１８歳 

未満の児童が対象になります。 令和３年度予算        ２２３万円 
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区 分 事  業  名 事 業 費 担 当 課 ページ 

産業の振興と発展 

１ 工業振興の 

取組み 

工業の振興 １,０００万円 産業振興課 ４８ 

ものづくり支援センターしもすわ運営事業 ２,３７４万円 産業振興課 ４８ 

２ 商業振興の 

取組み 
商業の振興 ５億８,７３３万円 産業振興課 ４９ 

３ 勤労者への支援 労務対策事業 １７２万円 産業振興課 ４９ 

勤労者福祉対策事業 ３,８５１万円 産業振興課 ４９ 

勤労青少年ホーム活動の振興 １０４万円 教育こども課 ５０ 

活気と賑わいの創出 

１ 観光振興の 

取組み 

(新)観光支援緊急対策事業 １,９００万円 産業振興課 ５０ 

観光振興事業 １億 ３８４万円 産業振興課 ５０ 

観光施設の管理 ３,７３４万円 産業振興課 ５１ 

しもすわ今昔館おいでやの管理運営 ８９１万円 産業振興課 ５１ 

八島ビジターセンターあざみ館の管理運営 １０６万円 産業振興課 ５１ 

おんばしら館の管理運営 ３９５万円 産業振興課 ５２ 

２ 街なみ環境の 

整備 
街なみ環境整備事業 ７１０万円 建設水道課 ５２ 
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産業の振興と発展 

１ 工業振興の取組み 

工業の振興                １,０００万円 担当：産業振興課 商工係 

 町内に一定の広さ以上の工場や研 

究開発施設を新増設等することに加 

え、一定額の投資があることを条件 

に、新たな生産設備の下で確かな企 

業発展が図られるよう、投下資本の 

一部を助成することで工業者を支援 

します。さらに、工場の取得に対す 

る助成制度に基づき、空き工場の活 

用促進と企業誘致並びに事業所の拡 

大と雇用の拡充を図ります。 

 また、工業者の経営の安定及び連鎖倒産の防止を図るため、中小企業倒

産防止共済法に定める共済契約を締結した場合に、その共済掛金の一部を

補助します。 

[主な経費] 

・日本貿易振興機構（ジェトロ）負担金 

                ３０万円 

・ＳＵＷＡブランド創造事業負担金 

               ２４７万円 

・中小企業連鎖倒産防止共済掛金補助金 

                ３６万円 

・商工業振興助成金      ５００万円 

・諏訪圏工業メッセ実行委員会補助金 

               １１６万円 

・ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構補助金 

                ５４万円 

・その他の経費         １７万円 

    

    

[財源の内訳] 

・国の負担          １２４万円 

・町の負担          ８７６万円 

    

【担当から】 

 諏訪地域の製造業の持続的な発展を維持するため、企業の成長の原動力

となる人材の確保、また、当該地域の製造業が誇る技術力・応用力の向上

とあわせて、地域全体のブランド価値を高め、ものづくり人材を育成して

いきます。 

 ① 域内企業の従業員等を対象とした提案型技術者の育成 

 ② 市場ニーズに合った高付加価値製品の開発・販路開拓・ブランド化 

 ③ 当該技術力の発信等を活かした若年層の呼び込みと域内ものづくり 

   企業への就職促進 

 ｢しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む経済好循

環の確立を図る事業で、町の旧第八保育園では、ロケット実験場として、

ロケットに搭載するエンジンの燃焼実験等で活用しています。 
令和３年度予算       １,００２万円 

 

ものづくり支援センターしもすわ運営事業  ２,３７４万円 担当：産業振興課 商工係 

 ものづくり支援センターしもすわは、町内のものづくり企業を対象に、

町と商工会議所の支援施策を一本化したワンストップの支援機関です。 

 町内企業の強みを活かした地域製造業の維持発展及び工業振興を目的

に、事業を展開しています。 

[主な経費] 

・工業コーディネーター経費  ４４５万円 

・施設運営経費        １１３万円 

・ものづくり支援センターしもすわ補助金 

              １,７９８万円 

・その他の経費         １８万円 

[財源の内訳] 

・ふるさとまちづくり基金   １４８万円 

・雇用保険料個人負担分      １万円 

・町の負担         ２,２２５万円 

【担当から】 

 ものづくり支援センターしもすわでは、『新規顧客獲得のための営業機

会を提供し、マッチング業務を行う』、『ホームページの充実を図り、企業

の経営資源を外部に向け発信するとともに、市場ニーズとのマッチングを

促し受発注へとつなげる』、『各種補助金・助成金の活用を提案し、設備投

資や展示会出展などを活発化させる』ことを目標として事業展開し、工業

振興を推進していきます。 令和３年度予算       ２,３７３万円 
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２ 商業振興の取組み 

商業の振興              ５億８,７３３万円 担当：産業振興課 商工係 

 賑わいのある魅力的な商店街づくりを促進するため、商業者が活用する

空き店舗等の賃借料及び改装費の一部補助等により、活性化に向けた支援

を行います。 

 また、地域の魅力を向上させ、コミュニティの維持を図るため、次世代

を担う方が中心となった地域づくりのために必要な事業が実施されるよ

う、商工会議所をはじめ、まちづくりの推進を後押しすることで、地域活

性化に寄与します。 

[主な経費] 

・商工会議所事業補助金    ８００万円 

・事業協同組合下諏訪商連補助金 ４５万円 

・空き店舗活性化補助金     ８４万円 

・制度融資信用保証料補給金 ２,０００万円 

・地域活性化事業補助金     ５０万円 

・中小企業融資利子補給金   ５００万円 

・商店街環境整備事業補助金   ５０万円 

・チャレンジ起業支援事業補助金 ９０万円 

・中小企業融資預託金  ５億５,０００万円 

・その他の経費        １１４万円 

  

  

[財源の内訳] 

・融資預託金元金収入  ５億５,０００万円 

・町の負担         ３,７３３万円 

  

    

【担当から】 

◆中小企業融資制度 

 町が金融機関に対して資金を預託することにより、中小企業の方々が町

内の金融機関から低利で融資を受けられる制度です。融資に際しては、信

用保証協会の保証付き融資となっていますが、信用保証料は、町で全額を

負担しています。 

 経営に必要な設備及び運転資金において、積極的な投資を後押ししま

す。次のようなとき融資を受けることができます。 

 ① 店舗の新増改築、内装及び店舗に付随する設備等を設置するとき 

 ② 機械設備の新設や増設をするとき 

 ③ 仕入れ資金や決済資金などの運転資金が必要なとき 

 ④ 売上が減少したとき又は経営に支障が生じたとき 

 ⑤ 新型コロナウイルス感染症による影響で業績悪化が生じたとき 

  

◆空き店舗活性化補助金 

 既存の空き店舗等をオフィスや店舗として活用する場合、家賃や地代の

一部を補助し、起業・創業のスタートを支援しております。詳細について

は、商工係までお問い合わせください。 
令和３年度予算     ５億８,３９０万円 

 

３ 勤労者への支援 

労務対策事業                １７２万円 担当：産業振興課 商工係 

 諏訪地域の関係団体が協力し、諏訪地域合同 

就職説明会など、就職希望者と企業が出会う機 

会づくりを行っています。 

 また、労務対策協議会と連携し、雇用拡大や 

企業を担う人材確保を図るため、大学訪問セミ 

ナー等を開催するとともに、事業所への補助を 

通じて、勤労者の健康や待遇を守ります。 

[主な経費] 

・労務改善事業等への負担金  １０２万円 

・労務対策協議会補助金      ９万円 

・中高年齢者等雇用促進奨励金  ３１万円 

・中小企業退職金共済掛金補助金 ３０万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          １７２万円 

  
【担当から】 

 諏訪地域の労務対策協議会と連携し、諏訪地域に就職したい若者や離転

職者向けの就職説明会を開催しています。様々な企業と出会うチャンスで

すので、たくさんのご参加をお待ちしております。 令和３年度予算        ２４５万円 

 

勤労者福祉対策事業            ３,８５１万円 担当：産業振興課 商工係 

 勤労者に対して、長野県労働金庫（ろうきん）を介し、町内への住宅取

得等のための融資を受けた資金への利子補給や協調融資制度を行ってい

ます。 

 また、諏訪湖勤労者福祉サービスセンター（ウェルワーク諏訪湖）への

補助等により、福祉の向上を図るとともに、企業の振興と地域社会の発展

に寄与します。 

[主な経費] 

・住宅新築等資金への利子補給  ７０万円 

・諏訪湖勤労者福祉サービスセンター補助金 

               ２８１万円 

・長野県労働金庫預託金   ３,５００万円 

  

[財源の内訳] 

・預託金元金収入      ３,５００万円 

・町の負担          ３５１万円 

  

【担当から】 

 勤労者の生活の安定に資するための融資制度（ろうきんとの協調融資）

により、生活資金の融資あっせんを行っています。町内に居住し、保証機

関の保証を受けられる方は、低金利で融資を受けることができますので、

ぜひ、ご利用ください。 令和３年度予算       ３,８７７万円 
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勤労青少年ホーム活動の振興                  １０４万円 担当：教育こども課 生涯学習係 

働く青少年を中心とする住民の「学び」と「交流」の活動拠点として、

多様なニーズに応える中で、実際生活に活かせる学習機会を提供します。

また講座等にオンライン参加やオンライン配信を取り入れ、いつでも、ど

こでも学べる環境を整備します。 

[主な経費] 

・講師等謝礼                 ７６万円 

・外国語講座講師派遣委託料     １１万円 

・料理講座講師派遣委託料         ２万円 

・その他の経費          １５万円 

 

 [財源の内訳] 

・町の負担                    １０４万円 

【担当から】 

勤労青少年ホームは1970年の設立以来、勤労青

年の文化教養を高める場としてイベントや各種講

座を開設してきました。その歴史を大切にしながら

も、時代とともに変わってきた青少年の働き方やラ

イフスタイルに合わせて事業を行っていきます。 令和３年度予算         １０３万円 

 

活気と賑わいの創出 

１ 観光振興の取組み 

(新)観光支援緊急対策事業          １,９００万円 担当：産業振興課 観光係 

新型コロナウイルス感染症に対応した観光支援緊急対策として、感染症

の影響が特に大きい宿泊施設等を支援するため、観光消費拡大キャンペー

ン「下諏訪宿泊割」を実施します。また、イベントや誘客促進のため、感

染症対策に伴う経費について、観光協会等の各種事業を支援します。 

[主な経費] 

・(新)観光消費拡大キャンペーン事業 

   １,７００万円 

・（新）観光イベント感染症対策事業 

          ２００万円 

[財源の内訳] 

・国の負担         １,９００万円 

【担当から】 

コロナ禍における誘客促進を図るため、宿泊事業者の皆様と協議したう

えで、下諏訪への宿泊とまち歩きを促進するための観光消費拡大キャンペ

ーン「下諏訪宿泊割」を実施します。 令和３年度予算          ―――― 

 

観光振興事業              １億 ３８４万円 担当：産業振興課 観光係 

町が持つ豊かな自然、歴史、

文化等、多様な宝を最大限に活

かした滞在型観光地を目指すた

め、民間企業や地域、行政間の

橋渡しをしつつ、プロジェクト

を マ ネ ジ メ ン ト す る 人 材 と し

て、昨年に引き続き「地域プロ

ジェクトマネージャー」の制度

を活用し、各種プロジェクトに

より、観光地域づくりを推進す

ることで、地域活性化を図ります。 

さらに、観光地域づくりを推進する担い手として、新たに地域おこし協

力隊の委嘱を行い、外部の目線を活かした魅力的な旅行商品の開発、効果

的な情報発信による誘客を実施します。 

また、令和４年４月に新和田トンネルが無料化となることに伴い、東信

地域からの流入を最大限に増加させるためにPR事業を実施します。 

[主な経費] 

・地域おこし協力隊委嘱事業 １,３５９万円 

・地域プロジェクトマネージャー導入事業 

         ７１５万円 

・（新）新和田トンネル無料化 PR 事業 

                ３３万円 

・諏訪地方観光連盟事業    ２２８万円 

・観光協会補助事業     ３,３００万円 

・観光振興助成事業      ３００万円 

・観光宿泊施設助成事業    ２００万円 

・観光振興推進事業     ２,１９４万円 

・旅行商品開発事業       ９３６万円 

・情報発信誘客事業       ２０５万円 

・その他の経費        ９１４万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担          １５０万円 

・基金繰入金等        ５９１万円 

・町の負担         ９,６４３万円   

【担当から】 

下諏訪町を観光客が集まる魅力的な場所とし、滞在時間延長と観光消費

額増加を図り、下諏訪町の観光振興計画を実践するため、昨年度から導入

した地域プロジェクトマネージャー制度を活用し、専門的な目線を活かす

とともに、より戦略的な誘致誘客や仕組みづくりを行うことで、地域活性

化を目指します。 

さらに、観光分野の地域おこし協力隊も増員し、各種プロジェクトに関

わることにより、外からの目線や発想を取り入れ、旅行商品の開発や効果

的な情報発信に努めます。 令和３年度予算     １億 ２１２万円 
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観光施設の管理               ３,７３４万円 担当：産業振興課 観光係 

下諏訪町を訪れた観光客の皆様が安全で気

持ちよく施設を利用できるように、観光施設

の整備や維持管理を行います。 

令和４年度は、引き続き八島高原の遊歩道

の大規模改修を行います。 

[主な経費] 

・八島高原木道改修事業   ２,５００万円 

・光熱水費等         ４２５万円 

・各種施設管理手数料      ７０万円 

・各種施設管理委託事業    ４４５万円 

・八島高原駐車場管理委託事業 ２０３万円 

・敷地借上料等         ９１万円 

   

[財源の内訳] 

・県の負担         １,１２５万円 

・基金繰入金等       １,３８４万円 

・町の負担          １,２２５万円   

【担当から】 

下諏訪町の魅力が感じられ、少しでも長く滞在したいと思う観光地づく

りを行っています。また、令和４年度は、御柱祭の開催に伴い、多くの皆

様が訪れることが予想されるため、各施設の維持管理を行います。 

昨年度に整備した「四ツ角駐車場ポケットパーク」を活用した、まち歩

き観光を推進するとともに、来訪される観光客の皆様により楽しんでいた

だけるよう施設の点検を定期的に行い、お客様に喜んでいただける観光地

を目指します。 
令和３年度予算      ８，４６６万円 

 

しもすわ今昔館おいでやの管理運営       ８９１万円 担当：産業振興課 観光係 

「しもすわ今昔館おいでや」は、「時計工房儀象堂」と「星ヶ塔ミュー

ジアム矢の根や」を一体として、下諏訪町の旧石器・縄文時代から近代ま

での歴史文化を伝える、下諏訪町の観光の拠点となる施設です。 

また、e-bike の貸し出しも開始し、これまでのまち歩きの拠点として

だけではなく、町内全域を巡る際の拠点としても活用いただいています。 

時計づくり体験が可能な「時計工房儀象堂」では、新たな体験メニュー

を加えながら、体験・体感を楽しめる施設としてさらなる充実を図ってい

ます。アフターコロナを見据え、日本人観光客に加え訪日外国人観光客の

観光起点として、多くの方に立ち寄っていただける施設にするべく、安全

管理を含めた準備を進めます。 

[主な経費] 

・光熱水費等         ５２３万円 

・施設管理手数料        ３１万円 

・施設管理委託事業      ３３２万円 

・その他の経費          ５万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担           ８９１万円   

【担当から】 

施設１階フロアは、誰でも気軽にご利用いただける無料スペースとして

休憩などにご利用いただけるほか、観光パンフレットの設置や、デジタル

サイネージを使って下諏訪の四季折々のまち歩き情報を発信しています。 

e-bike は、短時間でも貸し出しが可能で、気軽で快適な町内巡りを楽

しむことができます。 令和３年度予算        ９１０万円 

 

八島ビジターセンターあざみ館の管理運営   １０６万円 担当：産業振興課 観光係 

「八島ビジターセンターあざみ館」は、八島湿原に隣接し、湿原散策の

際の拠点となる施設です。 

学術的にも大変貴重な八島ヶ原湿原について学べるよう、館内では湿原

の生い立ちや動植物についての展示を行っています。八島湿原を訪れる方

に湿原の大切さを理解していただくことで、観光と湿原保護の共存を目指

し、分かりやすい解説、対応を心がけています。 

また、町内パンフレットの設置などにより、まちなか観光との連携を図

ります。 

[主な経費] 

・光熱水費等          ７２万円 

・施設管理委託事業       １８万円 

・その他の経費         １６万円 

  

[財源の内訳] 

・町の負担          １０６万円 

【担当から】 

八島湿原の散策の拠点となるビジターセンタ

ーでは、湿原を学ぶことができる館内展示をし

ています。また、来訪のお土産も各種取りそろ

えていますので、八島湿原にお越しの際は是非

お立ち寄り下さい。 

 
令和３年度予算         ９１万円 
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おんばしら館の管理運営            ３９５万円 担当：産業振興課 観光係 

おんばしら館よいさは、地元だけでなく全国各地から訪れる多くの方々

に、御柱祭を中心とする歴史や文化に触れる空間を提供し、下諏訪町が誇

るお祭り文化を発信しています。 

また、昨年度より指定管理者制度を導入しており、施設の展示内容や体

験などを充実させ魅力を底上げするとともに、他施設と連携した取り組み

を推進します。 

[主な経費] 

・光熱水費等         １７１万円 

・施設管理委託事業      ２１９万円 

・その他の経費          ５万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担          ３８９万円 

・その他の収入          ６万円 
【担当から】 

令和４年に御柱祭が開催されること

に伴い、全国から注目が高まっていま

す。御柱祭をより詳しく分かり易く説明

するため、施設の展示内容や体験の充実

を図り、地域の皆さんと協力して、下諏

訪町を訪れる皆さまに新たな楽しみを

提供します。 令和３年度予算        ４００万円 

 

２ 街なみ環境の整備 

街なみ環境整備事業              ７１０万円 担当：建設水道課 都市整備係 

中山道と甲州道中が出会う諏訪大社下社秋宮周辺、三角八丁エリア及び

甲州道中沿線の富部高木地区において、良好な景観を有する住環境の保全

を目指して、民公協働のまちづくり及び歴史文化を活かした公共施設整備

を行います。 

【事業の概要】 

この事業は、道路のグレードアップ（美装化）や小公園の整備のほか、

定められた区域内において、地域の皆さんの主体的なまちづくり活動がな

される場合に限って個人住宅の修景工事への補助などができる事業です。 

また、下ノ諏訪宿面影整備に向け、地域住民の方々からご意見等を伺い

ながら諏訪大社下社秋宮周辺の目指すべき将来像をグランドデザインと

して作成します。 

[主な経費] 

・下ノ諏訪宿面影整備グランドデザイン 

作成事業委託料       ２４２万円 

・大社通り歩道足下灯等設置工事費 

８１万円 

・まちづくり協議会活動助成金  ５０万円 

・修景施設整備助成補助金   ３００万円 

・その他の経費         ３７万円 

 

 

[財源の内訳] 

・国の負担          ２０４万円 

・町の負担          ５０６万円 【担当から】 

これまでに良好な街なみ形成のために活動を行っていただいている４

協議会への助成、及びその主体的なまちづくり活動をなされている個人住

宅の修景工事に補助を行ってきました。また、公共施設整備においては、

道路の美装化、小公園の整備、高札場復元等を行ってきました。 

今年度も引き続き、協議会への活動助成、個人住宅の修景工事への補助

を行います。 

また、グランドデザイン作成事業においては、昨年度行ったデザインの

更に各ポイントに焦点をおいた詳細なデザインの作成を行います。 

皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和３年度予算      ６，９０１万円 

  

町道御田町線 

道路美装化工事 

グランドデザイン作成事業 

ワークショップ 
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区 分 事  業  名 事 業 費 担 当 課 ページ 

災害への備え 

１ 防災対策の充実 

  と強化 

防災・減災対策の推進と意識の高揚 ２,６３０万円 総務課 ５４ 

(新)個別避難計画作成事業 ７万円 保健福祉課 ５４ 

安心安全住宅改修補助事業 ３００万円 産業振興課 ５４ 

住宅・建築物安全ストック形成事業 １,９５９万円 建設水道課 ５５ 

水防事業 ６万円 建設水道課 ５５ 

２ 治山・治水対策 

の推進 
治水対策事業の推進 ３万円 建設水道課 ５６ 

安心安全への取組み 

１ 防犯対策の強化 

と徹底 
防犯を進める団体への支援 １４0 万円 消防課 ５６ 

２ 交通安全への 

取組み 

交通災害共済事業 １,０１０万円 住民環境課 ５７ 

交通安全対策 ７４７万円 建設水道課 ５７ 

３ 消防力の強化 消防防災施設の維持管理・整備 ２８９万円 消防課 ５７ 

消防団にかかる費用 ５,３７５万円 消防課 ５７ 

４ 情報の発信と 

共有 

(新)デジタル化推進事業 ５００万円 総務課 ５８ 

電子自治体の推進 １億  ４９万円 総務課 ５８ 

統計 ３１７万円 総務課 ５９ 

コンビニ証明書交付事業 ４９３万円 住民環境課 ５９ 

個人番号関連事業 ７８２万円 住民環境課 ６０ 

生活基盤の整備充実 

１ 上下水道と温泉 

  の利用 

水道事業 ４億２,６４０万円 建設水道課 ６０ 

下水道事業 ８億 ６２０万円 建設水道課 ６１ 

温泉事業 ２億８,２００万円 建設水道課 ６１ 

２ 道路や歩道の 

  整備改良 

町道の維持管理 ３億４,１８０万円 建設水道課 ６２ 

国道２０号バイパスの建設促進 ２３８万円 建設水道課 ６２ 

(新)都市計画道路事業 １９７万円 建設水道課 ６３ 

駐車場事業特別会計 ７８０万円 総務課 ６３ 

３ 公園の充実と 

  利用促進 
公園の管理・整備事業 ３,６４２万円 建設水道課 ６３ 

暮らしやすさの向上 

１ 交通体系の整備 

  と効果的運用 
循環バスの運行 ４,８５２万円 住民環境課 ６４ 

２ 生活環境の保全 

  とごみの減量 

環境衛生事業 ４１７万円 住民環境課 ６４ 

環境の保全 ４２万円 住民環境課 ６４ 

環境関係基礎調査 １７３万円 住民環境課 ６４ 

狂犬病予防対策事業 ２８万円 住民環境課 ６５ 

生ごみリサイクル事業 １,０６７万円 住民環境課 6５ 

清掃センターの管理 ２,０５５万円 住民環境課 6５ 

ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」 ３０万円 住民環境課 ６５ 

資源物等の処理 １億  ４２万円 住民環境課 6６ 

３ 消費生活を守り

支える取組み 

消費者団体の育成と消費生活の知識普及 １３９万円 住民環境課 ６６ 

なんでも相談・法律相談・登記相談 ５３万円 住民環境課 ６７ 

移動販売事業 ５００万円 住民環境課 ６７   
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災害への備え 

１ 防災対策の充実と強化 

防災・減災対策の推進と意識の高揚     ２,６３０万円 担当：総務課 情報防災係 

地域の防災力向上に向け、各区へ災害時用備蓄食糧の配備や、自主防災

会での防災訓練、防災用資機材の購入、防災ネットワークしもすわの各種

訓練等の活動に対し引き続き補助を実施します。また、様々な気象情報を

入手し、すみやかに住民へ伝えるためのシステムやアプリの構築を実施し

ます。 

[主な経費] 

・コロナ対策等防災用消耗品  ４９６万円 

・災害対策費用保険料      ７１万円 

・(新)防災情報アプリ構築委託料６９４万円 

・雨量情報システム使用料   １０６万円 

・発令判断支援システム使用料 １０６万円 

・気象情報支援サービス使用料 １１０万円 

・超音波加湿器借上料     ２０６万円 

・備蓄食糧購入費        ７８万円 

・自主防災会、防災ネットワーク 

しもすわ補助金       ２４４万円 

・災害用備蓄医薬材料費     １６万円 

・その他の経費        ５０３万円 

 

[財源の内訳] 

・国の負担        １，４７７万円 

・町の負担          ５５３万円 

・その他の収入        ６００万円 

【担当から】 

今後の災害に備え「総合ハザードマップ」で、町内

の指定避難所・指定避難場所や、身の回りの浸水想定

区域、土砂災害警戒区域などの危険箇所を確認しまし

ょう。必要な方は総務課危機管理室までお問い合わせ

ください。 

また、町庁舎２階にて、防災用品や備蓄食料等の展

示をしております。ご自由にご覧になれますので、ご

興味のある方は町庁舎２階へお越しください。 

 

防災に関する必要な情報を自ら入手しましょう！ 

下諏訪町防災行政無線 
テレホン案内サービス 

0120-27-2311 
防災行政無線放送の直近の内容を

確認できます。 

メール配信サービス 
緊急放送や暮らしの 

情報等をメールで配 

信します。 

※利用者登録が必要です。 

令和３年度予算        ９５４万円 

 

(新)個別避難計画作成事業             ７万円 担当：保健福祉課 福祉係 

災害に備え、要介護者や障がい者のみなさんから申請・登録いただいた

避難行動要支援者台帳について、個別避難計画及び要支援者名簿を最新の

ものに更新し、隣近所や自主防災会などの身近な支援者との連携強化と情

報共有を図ります。 

[主な経費] 

・事務用消耗品等          ７万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担             ７万円 

 
【担当から】 

もしもの災害に備え、支援が必要な方の情報をあらかじめ登録しておく

ものです。地域住民や町、消防、警察等防災関係者で情報を共有しておき、

災害発生時の避難支援に活用するという互助・共助の取組みです。 令和３年度予算         ―――― 

 

安心安全住宅改修補助事業          ３００万円 担当：産業振興課 商工係 

 災害に備えた安心安全のまちづくりを促進することを目的として、自主

的に整備する安心安全のための住宅改修を行う際、個人住宅または併用住

宅の改修工事に要する費用（10万円以上の工事が対象）に対して、費用

の２分の１（上限20万円）の補助金を交付します。 

  

 １．安心安全住宅改修工事（町内の施工業者が行う工事が対象） 

    ア：居室減災化 イ：ブロック塀等除去 ウ：屋外広告物除去 

 ２．耐震改修促進工事 

[主な経費] 

・安心安全住宅改修補助金   ３００万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ３００万円 

【担当から】 

 内容をご確認のうえ、必ず工事施工前に申請をお願いします。詳細につ

いては、商工係までお問い合わせください。 令和３年度予算        ３００万円 
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住宅・建築物安全ストック形成事業     １,９５９万円 担当：建設水道課 都市整備係 

町内の既存建築物の耐震性能を確保するため、「無料の耐震診断」と「耐

震改修工事に対する補助」を行い、地震に対する住宅の安全性向上と災害

に強いまちづくりを目指します。 

木造住宅の耐震補強工事または現地建

替え工事（診断の結果、倒壊の可能性が

ある既存住宅の除却を伴うもの）に対し、

令和３年度に引き続き、補強設計等費及

び補助対象工事費（８割を限度）を合算

した額、上限１００万円を補助します。

所有者の２親等以内の親族が行う改修工

事も補助対象となります。         熊本地震被害状況 

[主な経費] 

・耐震診断業務委託 

（耐震診断２０戸）     １３０万円 

・耐震改修工事費補助金 

（耐震改修１０戸）   １，０００万円 

・災害危険住宅対策事業補助金 ８２９万円   

    

 

[財源の内訳] 

・国の負担          ９７９万円 

・県の負担          ４９０万円 

・町の負担          ４９０万円 【担当から】 

★耐震診断・・・無料で受けることができます。 

 ●対象となる住宅は？ 

  ・昭和５６年５月３１日以前に工事着手された木造住宅 

  ・在来工法で２階以下の住宅（２×４工法や非木造住宅は対象外） 

  ・一戸建ての個人所有の住宅または２分の１以上が住宅として使用さ

れている併用住宅（長屋、共同住宅及び賃貸住宅は対象外） 

★耐震改修工事への補助金 

 ●対象となる住宅は？ 

  ・下諏訪町が実施する耐震診断の結果、総合評点が１．０未満の住宅 

  ・耐震改修の結果、総合評点が０．７以上かつ工事前の評点を上回る

工事、または既存住宅の除却を伴う現地建替え工事（ただし、省エ

ネ基準に適合すること） 

  ※土砂災害特別警戒区域内（レッドゾーン）の建替えは、補助対象外 

となります。 

★事前申請が必要となります。お気軽にご相談ください。 令和３年度予算      １，９５９万円 

 

水防事業                    ６万円 担当：建設水道課 建設管理係 

毎年全国各地で大雨や台風などによる風水害が数多く発生しています。 

豪雨に伴う河川水位等の情報を的確に把握し、関係機関と情報共有を図

り、迅速な対応に努めます。 

水防計画の見直しや、資機材、危険箇所の点検整備を行うとともに関係

機関と連携した訓練を継続的に行います。 

[主な経費] 

・水防協議会委員報酬       ３万円 

・水防用消耗品          ３万円 

   

[財源の内訳] 

・町の負担            ６万円 【担当から】 

災害に備え、迅速に対応できるよう関係機関と 

連携し、情報収集、伝達、共有等を図り、警戒体 

制の強化に努め、安全でくらしやすいまちづくり 

を推進します。 

令和３年度予算           ６万円 
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２ 治山・治水対策の推進 

治水対策事業の推進                ３万円 担当：建設水道課 関連調整係 

災害に強いまちづくりを目指し、平成 

１８年豪雨災害を教訓に、河川管理者（ 

長野県）と連携し「諏訪圏域河川整備計 

画」に基づき、河川改修事業が進められ 

ています。 

このうち、一級河川「砥川」に関して 

は、令和３年８月に医王渡橋下流の河川 

整備工事が完了しました。引き続き、治 

水安全度目標確率 100 分の 1 に向けた 

課題である医王渡橋上流の流域対策を県と検討してまいります。 

一級河川「承知川」に関しては、令和５年度の完成に向けて河川整備を

進めてまいります。 

また、同じく長野県と連携し、火山砂防事業として「大沢川」、「長久保

沢」及び「高木二沢」における土石流の抑止・渓流浸食の防止を図るため

の砂防堰堤の配備を進めます。 

[主な経費] 

・職員出張旅費          １万円 

・事務用消耗品          ２万円 

 

 

[財源の内訳] 

・町の負担            ３万円 

【担当から】 

令和４年度に長野県により実施する治水対策事業は以下のとおりです。 

工事等に際しては、引き続きご理解、ご協力をお願いします。 

 

［承知川河川改修事業］ 

令和４年度は町道田中線下流の整備を 

行う計画とされています。 

 

［火山砂防事業］ 

令和４年度は大沢川で堰堤本体工事に

着手し、長久保沢・高木二沢では用地

買収に向けて国と協議する計画とされ

ています。 令和３年度予算          ３万円 

 

安心安全への取組み 

１ 防犯対策の強化と徹底 

防犯を進める団体への支援           １４０万円 担当：消防課 庶務係 

防犯関係団体と協働して犯罪防止の啓発活動を行います。各区に選出し

ていただいた防犯指導員による防犯パトロールや防犯診断、下諏訪駅での

街頭広報など、犯罪のない明るいまちづくりに努めます。 

また地域でのＬＥＤ防犯灯新設を補助し犯罪抑止を推進します。 

[主な経費] 

・諏訪防犯協会連合会負担金   ５９万円 

・下諏訪町防犯協会活動費    ４９万円 

・防犯灯設置費補助金      ３２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          １４０万円 
【担当から】 

町では地域でのＬＥＤ防犯灯の新設に対し１灯２万円

を上限に補助事業を行っています。 

計画がある場合は消防課にご相談ください。 

 

令和３年度予算        １４１万円 

 

 

 

 

 

 

 

(一)承知川 施工予定箇所 

 

(一)砥川 
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２ 交通安全への取組み 

交通災害共済事業             １,０１０万円 担当：住民環境課 生活環境係 

 交通災害共済事業は、加入者の会費をもとに、交通事故により災害を受

けた方に見舞金を支払う相互扶助の制度です。 

「もしも」の時に備え、是非ご加入ください。 

町民の約６割が加入しており、令和３年度の 

見舞金総額は、２２９万円となっています。 

[主な経費] 

・共催見舞金         ７６９万円 

・交通災害共済事務運営費   ２３８万円 

・基金積立金           ３万円 

    

[財源の内訳] 

・加入者の負担（会費）    ５９８万円 

・繰越金           ４１０万円 

・その他の収入（基金利子など）  ２万円 

＜交通災害共済事業特別会計＞ 

【担当から】 

・下諏訪町民、町内事業所へ勤務されている方ならびにそのご家族が対象

です。就学のため町外に居住している家族の方も加入できます。 

・会費は１口４００円で、２口まで加入可能。３月末まで有効です。 

・年度途中でも、生活環境係窓口で随時加入できます。 

令和３年度予算       １，０１０万円 

 

交通安全対策                 ７４７万円 担当：建設水道課 建設管理係 

交通事故のない「安全で快適な交通社会」の実現に向けて、道路標識・ 

道路標示・カーブミラーなどの交通安全施設の整備を計画的に進めます。 

 また、警察署、諏訪交通安全協会など関係機関、団体と連携し、啓発活

動を行い、交通安全意識を高め、交通ルールの遵守の徹底と交通マナーの 

向上を図ります。 

[主な経費] 

・道路照明灯などの施設管理費 １５６万円 

・諏訪交通安全協会下諏訪支部活動費補助金 

        １２６万円 

・交通安全施設整備工事費   ４０９万円 

・その他経費          ５６万円   

 

[財源の内訳] 

・町の負担          ３３８万円 

・交通安全対策特別交付金   ４０９万円 

【担当から】 

交通事故件数は減少傾向にありますが、危険 

な運転による悲惨な交通事故が依然として発生 

しています。 

交通安全「私から」の意識と「信濃路は、み 

んなの笑顔、つなぐ道」をスローガンに、交通 

安全運動などの啓発活動を実施し、交通安全を 

広く呼びかけていきます。 令和３年度予算         ７５４万円 

 

３ 消防力の強化 

消防防災施設の維持管理・整備        ２８９万円 担当：消防課 庶務係 

防火水槽や消火栓などの消防水利や、災害の際に消防団の出動拠点とな

る消防屯所の維持管理や整備を行います。 

[主な経費] 

・施設修繕料          ７７万円 

・屯所維持管理費等       ９０万円 

・消火栓設置工事負担金    １００万円 

・その他の経費         ２２万円 

[財源の内訳] 

・町の負担          ２８４万円 

・光熱水費負担          ５万円 

【担当から】 

災害時の消防水利の確保のため、日頃から水利の点検・整備を行ってい

ます。 

令和３年度予算        ６１４万円 

 

消防団にかかる費用            ５,３７５万円 担当：消防課 庶務係 

下諏訪町消防団は７つの分団と音楽隊、ラッパ隊、女性隊の３隊で構成

されています。 

「自らの地域は自らが守る。」という理念のもと、災害出動をはじめ、

訓練や広報活動など、地域の安心安全のため活動しています。 

[主な経費] 

・出動費、退職報償金等   １,７５６万円 

・(新)消防団車両等購入費  ２,５３９万円 

・消防団活動費等       ９８７万円 

・消防団応援事業        ６３万円 

・準中型免許取得補助      ３０万円 

[財源の内訳] 

・町の負担         ５，１９８万円 

・共済基金          １７７万円 

【担当から】 

消防団では、消防団員を募集しています。 

 一緒に下諏訪町を守りましょう！ 

令和３年度予算       ４，４０１万円 
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４ 情報の発信と共有 

(新)デジタル化推進事業           ５００万円 担当：総務課 デジタル推進室 

地域社会のデジタル化及び行政事務の効率化を推進するデジタル推進

室を創設し、自治体ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を推進

します。 

[主な経費] 

・会計年度任用職員      ３２１万円 

・ＲＰＡソフトウェア使用料  １２４万円 

・その他の経費         ５５万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担          ５００万円 

【担当から】 

現在、日本社会においては、サービスや組織の在り方をデジタル化に合

わせて変革するDXが求められています。下諏訪町においても、行政サー

ビスにおける利便性の向上を目指すと同時に、行政の効率化を推進しま

す。デジタル推進室は、DXに対する投資の効果を効率よく発揮するため、

課題の整理や、実証的・試験的な進め方をするための人材(コアメンバー)

の育成、ワーキングループの立ち上げ及び進捗管理等を行います。 令和３年度予算         ―――― 

 

電子自治体の推進            １億  ４９万円 担当：総務課 情報防災係 

各システムについて、適切な構築・運用により行政事務の一層の効率化

を推進し、住民の皆さまの利便性の向上を図ります。また、近年増加する

標的型メール等の多種サイバー攻撃に対し、町の情報セキュリティ対策を

維持・強化するとともに、マイナンバー制度においては、個人情報の保護・

管理を適切に行います。 

町のホームページは、更に見やすく使いやすいペー

ジとなるよう運用するとともに、SNS及び下諏訪町メ

ール配信サービス等と併せて、より積極的な情報発信

を行い、災害時等においても、緊急情報を迅速にお届

けします。 

情報公開・個人情報保護については、審査会を通じ

て個人情報の適切な保護、透明性の高い情報公開を行

います。 

[主な経費] 

・行政手続オンライン化システム構築委託料 

１，２７７万円 

・住民行政システム端末機等使用料 

２，５３６万円 

・庁内情報システム使用料   ８１８万円 

・(新)会話支援システム使用料  ４７万円 

・(新)会話支援等タブレット端末購入 

                ３３万円 

・地方公共団体情報システム機構負担金 

３１０万円 

・長野県セキュリティクラウド負担金 

３６５万円 

・個人情報保護条例改正支援業務委託料 

３９７万円 

・その他の経費      ４，２７２万円 

 

[財源の内訳] 

・国の負担          ７２９万円 

・町の負担         ９,２８５万円 

・その他の収入         ３５万円 

【担当から】 

町のホームページには、町の各種制度や手続き及びイベントに関する情

報が掲載されているほか、各種申請書のダウンロード及びオンラインで申

し込みできるサービスも用意しておりますので、ぜひご利用ください。 

また、お問い合わせフォームもありますので、町政全般について、ご意

見やご質問がある場合はお寄せください。 

◆町ホームページアドレス http://www.town.shimosuwa.lg.jp 

◆町twitter https://twitter.com/townshimosuwa 

 

防災行政無線で放送した内容や、町からのお知らせを、

メールを通してお届けする下諏訪町メール配信サービスに

ついては、右のQRコードから登録できますので、こちらも

ぜひご利用ください。 令和３年度予算      ８，４０５万円 
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統計                    ３１７万円 担当：総務課 情報防災係 
 

統計とは、一定の条件で定められた方々からの貴重な情報を集計・加工

して得られた数値であり、そこで得られた数値は、行政機関等で各種施策

や活動の基礎データとして利活用されています。 

今年度は、５年に１度行われる基幹統計調査として「就業構造基本調査」

が行われる他、毎年実施の「学校基本調査」も行われます。 

また、例年、多くの優秀な作品を輩出している町統計グラフコンクール

は、今年度で４４回目を数え、長野県内でもトップクラスの作品の応募が

あります。 

[主な経費] 

【基幹統計調査】 

・(新)就業構造基本調査     ４９万円 

・その他の統計調査       １９万円 

 

【統計グラフコンクール、その他経費】 

・会計年度任用職員報酬等   ２２９万円 

・統計グラフコンクール事業費  １７万円 

・統計要覧印刷製本費       ３万円 

 

[財源の内訳] 

・県の負担           ６８万円 

・町の負担          ２４９万円 

【担当から】 

〈統計調査にご協力をお願いします〉 

統計調査は、統計調査員が、対象となる世帯または事業所等を訪問して

調査の依頼をする方法で行います。皆さまにお願いす

る調査は、一人ひとりのご協力がなければ、調査の円

滑な実施と正確性を確保することができません。統計

調査の趣旨をご理解いただき、ぜひご協力いただきま

すようお願いいたします。 

〈統計グラフコンクールへ応募してみませんか〉 

例年、多くの方にご応募いただいております。 

また、“統計の町下諏訪”として、県コンクールに

おいては各部門で多くの賞を獲得しています。 

皆さまの「力作」をお待ちしております。 令和３年度予算        ３９９万円 

 

コンビニ証明書交付事業            ４９３万円 担当：住民環境課 総合窓口係 

全国のコンビニエンスストア等で各種証明書を取得できる、コンビニ証

明書交付システムを諏訪６市町村で構築し、平成３１年３月１日からサー

ビスを開始しています。 

マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置された

マルチコピー機で、手軽に証明書を取得できます。 

休日や時間外でも、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本などの各

種証明書を、コンビニエンスストア等で取得することができるため、急に

書類が必要になった時や役場に行く時間が無いという時などにも、ご利用

いただけます。 

コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要です。 

マイナンバーカードの申請等のご相談（写真撮影を含む）は、 

住民環境課総合窓口係で行っています。 

[主な経費] 

・コンビニ証明書交付システム保守等委託料 

               ４０３万円 

・コンビニ証明書交付事業委託料 １７万円 

・証明書交付センター運営費負担金 

                ６９万円 

・その他の経費          ４万円 

    

[財源の内訳]           

・町の負担          ４５０万円 

・証明書等交付手数料      ４３万円 

 

    
【担当から】 

コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要です。 

▼発行できる証明書 

≪下諏訪町に住所登録をされている方≫ 

  住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税・扶養証明書 

≪本籍が下諏訪町の方≫ 

  戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し 

  （本籍地が下諏訪町で住所地が他市町村の方は事前登録が必要です） 

▼最大サービス提供時間（店舗により異なります） 

  午前６：３０～午後１１：００ 

▼証明書交付手数料 

  住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税・扶養証明書、戸籍の附 

 票の写し＝３００円／戸籍謄本・抄本＝４５０円      令和３年度予算        ５７６万円 
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個人番号関連事業               ７８２万円 担当：住民環境課 総合窓口係 

マイナンバーカードの申請や交付、電子証明書の更新などについてお問

合せいただける「マイナンバーカード相談窓口」を設けています。 

また、マイナンバーカードの普及・促進を図るため、町内企業への出張

申請受付の実施や、カードの写真撮影や申請書の記入案内を含めた申請サ

ポートを実施しています。 

[主な経費] 

・人件費           ５９４万円 

・機器保守委託料        １５万円 

・事務用機器借上料       ６９万円 

・その他の経費        １０４万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担          ７７９万円 

・町の負担            ２万円 

・使用料・手数料等        １万円 

 

【担当から】 

令和2年5月に「通知カード」が廃止となったことを受け、お引越しを

された際に「通知カード」の裏面に新しい住所を書き込めなくなりました。 

この機会にまだ「通知カード」をお持ちの方は「マイナンバーカード」

への切り替えをご検討ください。 

〈マイナンバーカードの機能の一例〉 

●身分証明書+マイナンバー確認書類として 

 マイナンバーカードは写真付きの公的な身分証明書とマイナンバー

確認書類が一体となった唯一の書類です。 

●コンビニ交付 

 マイナンバーカードを利用して、お近くのコンビニエンスストアで住

民票の写しなどの各種証明書が取得できます。 

●保険証として 

 マイナンバーカードによるご利用申請により、健康保険証としてご利

用できるようになりました。（対応している病院のみ） 令和３年度予算      １，３３７万円 

 

生活基盤の整備充実 

１ 上下水道と温泉の利用 

水道事業               ４億２,６４０万円 担当：建設水道課 水道温泉経理係 

水道は、私たちの毎日の暮らしや、様々な活動を支える大切な役割を果

たしています。町では、安くて安全な水を安定して供給できるよう、水源

や水道施設の整備・維持管理を計画的に行っており、町の一般会計とは別

に、企業会計で収入・支出の管理を行っています。 

令和4年度の配水施設整備事業では、主に町道樋橋９号線、大社通りの

国道142号拡幅工事に伴う配水管布設替工事を実施し、浄水施設整備事業

では、主に東俣川取水口下流部護床復旧工事、萩倉分水槽水位調整弁更新

工事を実施いたします。 

また、経営の基本計画である「下諏訪町上下水道事業経営戦略」の後期

実施計画を策定し、経営の健全化に努めます。 

引き続き、費用削減に努めるとともに、健全な事業運営ができるよう努

めて参ります。 

[主な経費] 

・浄水、配水等維持管理費  ６,７０３万円 

・配水施設整備等建設改良費  

１億１,３２９万円 

・企業債償還金及び利子   ８,０５６万円 

・固定資産減価償却費  １億  ５８９万円 

・人件費          ４,０５８万円 

・料金等の徴収経費等    １,９０５万円 

    

[財源の内訳] 

・水道料金       ２億３,５７６万円 

・配水施設整備事業債    ３,５００万円 

・浄水施設整備事業債    １,５００万円 

・留保資金による補てん １億２,５８０万円 

・その他の収入       １,４８４万円 

【担当から】 

安心・安全な水を安定供給できるよう、限られた予算の中で、計画的に

耐震性本管への布設替えを進めています。工事を実施する際には、町民の

皆さんにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

  

※ お願い 

・水道メーターボックスの上に物を置かないようお願いします。 

・ご自宅周りの雪かきをされる際には、メーターボックス上に雪を積まな

いようご協力をお願いします。また、メーターボックス付近の除雪につ

きましても、ご協力をお願いします。 

・不凍栓バルブの操作につきましては、完全に開けるか閉めるかです。 

中途半端の開閉は地中で漏水してしまいますので、バルブ操作には十分

注意をお願いします。 令和３年度予算     ４億５,１４０万円 
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下水道事業             ８億  ６２０万円 担当：建設水道課 下水道温泉管理係 

下水道機能が安定して発揮できるよう効率的な維持管理を行い、良質な

下水道サービスを持続的に提供できるよう事業を実施します。 

◆ストックマネジメント事業 

ストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ効率的に施設を管理す 

るための調査、改築を実施します。 

◆総合地震対策事業 

下水道幹線、緊急輸送路に埋設されている下水道の耐震化を行います。 

◆マンホールカードの配布 

 御柱祭の見せ場である「木落し」を題材にしたマンホールカードを作成 

し配布をしています。 

◆経営戦略の見直し 

 経営の基本計画である「下諏訪町上下水道事業経営戦略」の後期実施計 

画を策定し、経営の健全化に努めます。 

[主な経費] 

・管渠等維持管理費     ３,９２５万円 

・流域下水道維持管理負担金 

            １億８,５１３万円 

・建設改良費        ６,８４６万円 

・企業債償還金及び利子 １億５,９６０万円 

・固定資産減価償却費  ３億   ５６万円 

・人件費          ２,２８５万円 

・料金等の徴収経費等    ３,０３５万円 

    

[財源の内訳] 

・下水道使用料     ４億３,９６７万円 

・負担金            ３０万円 

・公共下水道事業債       ２００万円 

・流域下水道事業債     ４,３４０万円 

・留保資金による補てん １億３,３７０万円 

・町の負担（一般会計からの繰入金） 

              ８,７００万円 

・その他の収入     １億   １３万円 

＜下水道事業会計＞ 

【担当から】 

下水道事業会計は、経営の基本 

計画である「下諏訪町上下水道事 

業経営戦略」を基に将来に渡り安 

定的な事業の継続に努めるととも 

に、経営内容の明確化や透明性の 

向上等を図っていきます。 

 なお、工事を実施する際には、 

町民の皆さんにご迷惑をおかけし 

ますが、ご理解とご協力をお願い 

します。 令和３年度予算    ９億４，５２０万円 

 

温泉事業               ２億８,２００万円 担当：建設水道課 下水道温泉管理係 

下諏訪町の温泉は、豊富な湧出量と様々な効能があり、古くから「湯の

町」として親しまれてきました。町では、町の財産である恵まれた温泉資

源を有効活用するために、各戸配湯等の事業を行っています。 

今後も、安定供給と温泉加入者の確保に努め、効率的な施設の修繕計画

により、健全な事業運営を進めます。 

◆加入金の値下げ 

加入金については新たに加入がしやすいよう減額改定を行い、加入者増

に努めます。 

◆温泉新規加入者募集チラシ作成 

 加入金の値下げに伴い新規加入者を募集するチラシを作成し、配湯地域 

を対象に全戸配布を行います。 

[主な経費] 

・人件費          ２,６７９万円 

・温泉施設整備工事費    ３,３０２万円 

・温泉事業及び管理経費 １億６,０８７万円 

・一般会計繰出金      ６,１３２万円 

    

[財源の内訳] 

・温泉分湯料      ２億７,６２１万円 

・その他の収入         ５７９万円 

＜温泉事業特別会計＞ 

【担当から】 

計画的な施設の点検、修繕により、漏湯等の緊急事故を極力少なくする

ように努めています。 

温泉利用の新規加入を希望される方、また、温泉の使用にあたり、温泉

タンクに温泉が貯まらない、温度が低いなどお気づきの点がございました

ら、建設水道課下水道温泉管理係までご連絡ください。 令和３年度予算    ３億２，２００万円 
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２ 道路や歩道の整備改良 

町道の維持管理            ３億４,１８０万円 担当：建設水道課 建設管理係 

道路は、地域生活を支える重要な役割を担っております。 

道路関係では、計画的に行う町道路線の道路維持補修工事や区や住民か

らの要望による不良箇所への局所的な補修工事を行うほか、田中線の歩道

整備、大久保山道線等の側溝改修工事、赤砂砥川東線の転落防止柵設置工

事等の改良工事を進め安全で快適な道路環境の維持向上を図ります。 

水路関係は、鰻沢の浚渫工事を行い冠水対策を図ります。 

 橋りょう関係では、計画的に点検を行い健全性の確保を図ります。 

[主な経費] 

・道路維持補修工事        １億円 

・ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ補修工事  ６，５８０万円 

・道路維持管理（除雪等）   ８８０万円 

・ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ整備     ３，６００万円 

・橋りょう点検      １，０００万円 

・赤砂砥川東線改良工事    ９４５万円 

・砥川西線改良工事    １，８１９万円 

・（新）大久保山道線等改良工事 

             ４，７６１万円 

・（新）田中線歩道改良工事 ２，２８２万円 

・（新）医王渡橋手摺塗装工事  １７９万円 

・（新）鰻沢浚渫工事      １７３万円 

・その他経費       １，９６１万円 

 

[財源の内訳] 

・国の負担        ２，５３０万円 

・町債        ２億３，８４０万円 

・町の負担        ７，７６０万円 

・その他の収入         ５０万円 

【担当から】 

 道路は、通勤・通学・買 

い物等日常生活に欠かせな 

い施設です。 

 安全で快適な道路環境を 

維持するため計画的に工事 

を進め、適切な維持管理に 

努めます。 

工事を行う際は、交通規 

制等により大変ご迷惑をお 

かけいたしますが安全で快 

適な道路環境を創出するた 

め、ご理解とご協力をお願 

いいたします。 

 
令和３年度予算    ４億３，３４６万円 

 

国道２０号バイパスの建設促進        ２３８万円 担当：建設水道課 国道バイパス推進室 

国が行う国道２０号下諏訪岡谷

バイパス第１工区の早期完成と、

諏訪バイパスの早期事業化に向け

て、関係機関との調整を進めます。 

下諏訪岡谷バイパス第１工区に

ついては、国と町が協力し用地取

得を進めています。 

諏訪バイパスについては、今年

度は昨年度に引き続き、高木・大

和アクセス道路調査として、諏訪

市と協力して高木・大和地区周辺のアクセス等に関する調査を行います。 

[主な経費] 

・広報諏訪バイパス印刷製本費  ２０万円 

・出張旅費           ２４万円 

・調査委託料         １４２万円 

・地元対策委員会補助金     １４万円 

・その他経費          ３８万円 

 

[財源の内訳] 

・関係市町村の負担       ７１万円 

・町の負担          １６７万円 

令和３年度予算        ２９１万円 

【担当から】 

●下諏訪岡谷バイパスの進捗状況につきましては、継続的な用地買収を進めています。今後も、地権者、地域の皆様

のご理解とご協力をお願いします。 

（仮称）山田トンネルにつきましては、令和３年１１月よりトンネル掘削工事が開始されています。 

また、アクセス道路となる赤砂東山田線につきましては、令和４年３月に長野県都市計画審議会により審議されま

した。今後とも地域の皆様にご理解をいただけるよう丁寧な説明を県に依頼していきます。 

●諏訪バイパスにおける都市計画変更等の手続きにつきましては、令和２年９月に国によりルート・構造原案の公表、

１１月には県による都市計画原案の説明会、令和３年３月に環境影響評価準備書の説明会と都市計画案の説明会が行

われました。これらを受けて、令和３年６月まで準備書及び都市計画変更案に対する意見の募集を行い、それぞれの

意見に対する都市計画決定権者からの見解書が１２月に示されたことにより、令和４年１月２７日に下諏訪町長とし

ての意見書を長野県へ提出しました。 

今後も皆様のご意見を伺う機会を設けるとともに、町としても地元からの要望を国、県へ伝え地域にとってより良

いバイパスとなるように事業を進めていきます。 
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(新)都市計画道路事業             １９７万円 担当：建設水道課 都市整備係 

本事業は、皆様のご意見をいただきながら、まちづくりに必要な道路を

計画、変更等する事業です。下諏訪町のまちづくりの方針に沿って快適で

安全・安心な道路を将来築造する事を目的としています。 

都市計画道路見直し事業の結果により、検討すべき都市計画道路の計画

変更を行います。 

[主な経費] 

・都市計画道路計画変更業務委託料 

                １９７万円 

    

[財源の内訳] 

・地域開発整備基金繰入金   １９７万円 【担当から】 

都市計画道路見直し事業の結果により、検討すべき都市計画道路の計画

を変更することにより、道路ネットワークを向上し、周辺地区の交通環境

及び住環境の改善、かつ町特有の歴史文化を保全した計画を行ってまいり

ます。 令和３年度予算         ―――― 

 

駐車場事業特別会計              ７８０万円 担当：総務課 管財係 

四ツ角駐車場につきましては、近隣住民の皆さんの定期駐車場、観光

客・商店への来店者の駐車場、年末年始に諏訪大社へ参拝する方の駐車場

として、また三角八丁、お舟祭り等のイベント広場としてご利用いただい

ています。 

[主な経費] 

・駐車場管理補助委託料等   ２７６万円 

・その他の経費        ５０４万円 

[財源の内訳] 

・駐車場等使用料       ５９７万円 

・町の負担          １８３万円 

＜駐車場事業特別会計＞ 

【担当から】 

令和２年度に観光施設である公衆トイレ及びポケットパークの整備に

合わせ、舗装改修・駐車区画の見直しを行いました。まち歩き観光の拠点

として、さらなる利用促進を図ります。 

 

令和３年度予算        ６２０万円 

 

３ 公園の充実と利用促進 

公園の管理・整備事業            ３,６４２万円 担当：建設水道課 都市整備係 

公園施設を安全・快適に利用していただけるように、安全点検・整備等

を行い適切な維持管理に努めます。また、老朽化してきている公園遊具は、

計画的に改修・更新などの整備を行います。 

諏訪湖岸の緑地帯の草刈や、街路樹・植樹帯の剪定、消毒及び植栽など

の適切な維持管理を行い、環境保全や市街地の良好な景観づくりに努めま

す。 

赤 砂 崎 公 園 に お け る サ ー ビ ス 向 上 の た め 、 都 市 公 園 法 に 基 づ く

Park-PFI制度等の導入に向け、順次事業を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

   いずみ湖公園マレットゴルフ場    赤砂崎公園右岸広場 

[主な経費] 

・（新）Park－PFI 事業協力者等謝礼 

６万円 

・消耗品費           ９６万円 

・燃料費等           ３４万円 

・光熱水費、修繕料等     ４０７万円 

・公園建築物火災保険料等    ４６万円 

・公園管理等委託料    ２，５４５万円 

・工事請負費         ３５６万円 

・原材料費           ５５万円 

・使用料及び賃借料       ４７万円 

・その他事務経費        ５０万円 

 

[財源の内訳] 

・いずみ湖公園使用料     １２４万円 

・赤砂崎公園使用料       ７４万円 

・ふるさとまちづくり基金繰入金 

３２万円 

・光熱水費負担分等       ２０万円 

・県の負担          ３００万円 

・町の負担        ３，０９２万円 

【担当から】 

公園施設の安心安全な環境を維持するとともに、利用環境の向上を図

り、多くの方が利用しやすい公園を維持します。 

いずみ湖公園は、標高1,250ｍで市街地から約３㎞の山林内に位置し、

周辺をカラマツ・モミジ等の樹木に囲まれた公園で、マレットゴルフ場・

グラウンド・テニスコート・カヌー場、芝生広場や水辺広場があり、四季

を通じて木々の美しさに触れ楽しんでいただけるよう、管理業務を委託し

ます。 

赤砂崎公園は、平常時は多くの方が安心して集い憩える公園として、緊

急時や災害時は諏訪地域の広域防災拠点として、誰でも利用される良好な

緑地環境の維持管理を行います。また、Park-PFI 制度等の導入を図るこ

とにより、公園利用者にとってはサービスの充実、事業者にとっては収益

を見込む事業展開、町にとっては適正な維持管理が見込めます。 令和３年度予算      ３，４３９万円 
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暮らしやすさの向上 

１ 交通体系の整備と効果的運用 

循環バスの運行              ４,８５２万円 担当：住民環境課 生活環境係 

皆さんの生活の足として親しまれている下諏訪町循環バス「あざみ号」

は、「萩倉・星が丘線」「赤砂・東山田線」「高木・高浜線」「武居線」の４

路線計32便で運行しています。 

また、スワンバスは、諏訪市、岡谷市と共同で運行しています。あざみ

号との乗り継ぎができるので、町外へのお出かけに便利です。 

[主な経費] 

・あざみ号運行経費    ３，８４０万円 

・あざみ号車両購入費（分割） ４５３万円 

・スワンバス運行負担金    ５４３万円 

・公共交通検討委員会委員報酬    ８万円 

・AED 借上料            ８万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担        ４，８５２万円 

【担当から】 

お得な１日乗車券をご利用いただくと、あざみ号 

とスワンバスに、１日何回でも乗り降りできます。 

お出かけの際には是非ご利用ください。 

 また「あざみ号」にはAEDを車載していますので、 

緊急時にはバスを呼び止めて使用できます。 令和３年度予算      ５，１０８万円 

 

２ 生活環境の保全とごみの減量 

環境衛生事業                 ４１７万円 担当：住民環境課 生活環境係 

 不法投棄防止対策として監視員３人体制でパトロールを行っています。 

 衛生自治会連合会と町で連携し、地区のごみ収集場所管理、側溝土砂上

げ、一斉清掃などを通じ、地域の美化活動を実践するとともに、大型危険

物収集や分別指導による分別の重要性や燃やすごみ減量化を町内に周知

し、循環型社会形成に資する活動を行います。 

[主な経費] 

・不法投棄監視連絡員報酬    ２６万円 

・消耗品や燃料費など      １４万円 

・衛生自治会連合会補助金   ３７２万円 

・その他の経費          ５万円 

 

[財源の内訳]  
・町の負担          ４１７万円 

【担当から】 

 新たに不法投棄監視員を１人増員し、駅東リサイクル

ステーションの分別指導を徹底して行っていきます。 

 ポイ捨てや地区収集場所へのルールを守らないゴミ出 

しは大変迷惑な行為です。衛生自治会を中心とした地域 

の環境美化・保全活動にご協力をお願いします。 令和３年度予算        ３９８万円 

 

環境の保全                   ４２万円 担当：住民環境課 生活環境係 

不法投棄の未然防止や再発防止を図り、諏訪地域の市町村と連携して環

境保全対策を進めていきます。なお、不法投棄をより厳格に取り締まるた

め、防犯カメラによる取り締まりを実施します。住みよい環境づくりのた

めにご協力お願いいたします。 

また、クリーン祭等の啓発活動や湖岸清掃を通じて諏訪湖浄化活動に取

り組む下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会（湖浄連）などの環境保全活動

に取り組む団体を支援します。 

[主な経費] 

・（新）環境審議会委員報酬     ３万円 

・美しい環境づくり諏訪地域推進会議負担金 

         ２万円 

・下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会補助金 

２０万円 

・野良猫等被害防止対策機器設置補助金 

                １０万円 

・その他の経費          ７万円 

[財源の内訳] 

・町の負担           ４２万円 

【担当から】 

家の敷地に猫がフンや尿をして困っていませんか？超音波を発生させ、

猫を遠ざける器具を購入する金額の一部を補助します。 

詳しくは、住民環境課生活環境係までお問い合わせください。 

令和３年度予算          ６０万円 

 

環境関係基礎調査               １７３万円 担当：住民環境課 生活環境係 

河川、地下水の水質実態を把握するため、５河川・１支流と井戸５箇所

の水質調査を実施します。 

また、自動車交通による環境影響を把握するため、国道２０号・国道１

４２号・県道岡谷下諏訪線の３箇所で騒音・振動測定を実施し、生活環境

の監視・維持に努めます。 

[主な経費] 

・水質検査委託料        １０１万円 

・騒音等測定解析委託料      ７２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           １７３万円 【担当から】 

令和３年度に実施した河川・地下水の水質調査、自動車交通による騒

音・振動測定において、環境基準値を超える値は測定されていません。 令和３年度予算         １６４万円 
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狂犬病予防対策事業              ２８万円 担当：住民環境課 生活環境係 

獣医師会の協力をいただき、飼い犬の登録管理及び

狂犬病予防集合注射を実施します。今年度は４月と５

月に計３日、町内の延べ１７箇所で実施します。また、

飼育マナーの向上を図るための啓発活動を随時行って

います。 

[主な経費] 

・犬の登録管理及び狂犬病予防注射委託料 

                ２５万円 

・消耗品費            ３万円 

    

[財源の内訳] 

・狂犬病予防注射済票交付手数料 １２万円 

・町の負担           １６万円 

【担当から】 

令和４年６月から犬へのマイクロチップの装着が義務化されます。マイ

クロチップの装着及び登録へご協力をお願いいたします。 

また、ご近所でトラブルにならないように、フンは持ち帰り始末し、無

闇に吠えないようにしつけをしましょう。フンの持ち帰り、しつけをし、

気持ちのよい環境の維持にご協力をお願いします。 令和３年度予算          ２８万円 

 

生ごみリサイクル事業           １,０６７万円 担当：住民環境課 生活環境係 

町内の家庭から出る生ごみを収集して堆肥にし、 

参加者に還元しています。窓口での登録制で、参加 

は無料です。多くの方のご参加をお待ちしています。 

令和３年度実績 

・参加世帯数 １,５８９世帯 ・処理量１４０トン 

[主な経費] 

・収集員報酬等         １７２万円 

・消耗品、燃料費、水道料    ９２万円 

・リサイクル通信印刷代      ４万円 

・生ごみ処理委託料      ７４０万円 

・生ごみ処理機器設置補助金   ２５万円 

・その他の経費         ３４万円 

[財源の内訳] 

・指定ごみ袋販売手数料     ４５０万円 

・町の負担          ６１７万円 

【担当から】 

下諏訪町では、生ごみリサイクルの推進とともに、「食への感謝」「もっ

たいない」の気持を大切にし、町民誰もが「食べ残しをしない」ことを心

がけ、ごみの減量や食品ロス削減に取り組む【下諏訪町食べ残しゼロ よ

いさ運動】を推進しています。【よ余分に買わない、作らない いいつも

の習慣 ささあ、おいしく、食べきろう！】 令和３年度予算       １,０５７万円 

 

清掃センターの管理            ２,０５５万円 担当：住民環境課 生活環境係 

 清掃センターは、委託した民間事業者により、施設の維持管理と、「資

源物」・「埋立ごみ」の直接搬入の受付・保管・選別を行っています。 

 町内から持ち込まれた剪定木や草葉は、当施設で薪（１０㎏１００円）

やウッドチップ・土壌改良材（いずれも無料）に生まれ変わります。必要

な方は受付時間内に清掃センターまでお越しください。大量に必要な場合

は事前に役場生活環境係までご相談ください。 

[主な経費] 

・管理運営委託料     １，３２０万円 

・電気料           １６９万円 

・施設修繕代          １０万円 

・電気保安業務委託料      ５９万円 

・消防用設備保守委託料     ２４万円 

・処分場現況調査業務委託料  ４３９万円 

・その他の経費         ３４万円 

[財源の内訳] 

・管理費等負担金        ２７万円 

・町の負担        ２，０２８万円 

【担当から】 

ごみを出す際は全戸配布されている「下諏訪町 

家庭ごみの分け方・出し方」をご確認ください。 

また、ごみ分別アプリ「さんあ～る」が好評です。 

このページ下段の「ごみ分別促進アプリ」欄のQR 

コードからダウンロードできます。 令和３年度予算       １，６１５万円 

 

ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」        ３０万円 担当：住民環境課 生活環境係 

ごみの分別を促進するためにスマホ用ごみ分別アプリ「さんあ～る」を導

入しています。 

①ごみの分別方法検索、②お住いの地区のごみ出しカレンダー、③ごみ出

し日の前日または当日のごみ出し通知、の３大機能のほか、便利帳やクイ

ズなどいろいろな機能が満載です。 

 また、町ホームページの分別帳やごみカレンダーも「さんあ～る」の機

能を一部使用し、利便性を高めています。 

[主な経費] 

・ソフトウェア使用料      ３０万円 

 

 

 

 [財源の内訳] 

・町の負担           ３０万円 

 【担当から】 

App Storeは左、Google Playは右のQRコード 

からダウンロードできます。登録料・使用料・ 

個人情報は不要で、初回起動時にお住いの地区を 

設定するだけです。是非ご利用ください。 
令和３年度予算         ３０万円 App Store/ Google Play 
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資源物等の処理            １億  ４２万円 担当：住民環境課 生活環境係 

資源物は清掃センターで選別・保管し、委託した民間事業者により再資

源化し、燃やすごみは諏訪湖周クリーンセンターで焼却処理しています。

ごみの適正な処理には各家庭での適切な分別が欠かせません。ごみ分別ア

プリ「さんあ～る」では、捨てたい物の名前を入力すると、捨て方が検索

される機能もありますので、ぜひご活用ください。引き続き、皆さんのご

協力をお願いいたします。 

[主な経費] 

・資源物収集委託料    ３，２１１万円 

・燃やすごみ収集委託料  ４，２９０万円 

・処理委託料       ２，４８０万円 

・その他の経費         ６１万円 

    

    

[財源の内訳] 

・指定ごみ袋販売手数料    ７００万円 

・資源物売却料        ２３５万円 

・ごみ処理手数料等      １１１万円 

・町の負担        ８，９９６万円 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【担当から】 

資源物を収集するために、駅東リサイクルステーションをはじめ、町内

の様々な場所で収集ボックス等を設置しています。下記の２４時間対応の

資源物収集拠点は、資源物を出される皆さんのモラルによって成り立って

います。「排出ルールを守らない」、「収集品目以外のごみの持込み」など

悪質な行為は絶対に行わないようにお願いします。 

■駅東リサイクルステーション 

設置場所 収集品目 

下諏訪駅 

東 側 

古紙、古布、発泡スチロール・色トレイ、白トレイ、

ペットボトル、ビン類、缶類 
 
■星が丘古紙古布リサイクルステーション 

設置場所 収集品目 

星が丘公会所南側 古紙、古布 
 
■図書館横古布収集ボックス 

設置場所 収集品目 

町図書館 古布 
 令和３年度予算     １０，０４２万円 

 

３ 消費生活を守り支える取組み 

消費者団体の育成と消費生活の知識普及    １３９万円 担当：住民環境課 生活環境係 

下諏訪町消費者の会が主催する講演会や、廃油回収、レジ袋削減運動、

研修視察などの活発な活動を支援します。 

消費生活センターでは、全国消費生活情報ネットワークを活用しなが

ら、各種詐欺の対応や、クーリングオフなど、消費生活に関わる様々な相

談を受けています。 

[主な経費] 

・講演会講師謝礼         ５万円 

・消費者団体補助        １７万円 

・特殊詐欺防止機器設置補助  １００万円 

・その他の経費         １７万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担          １３９万円 

【担当から】◆補助制度のご案内◆ 

 しつこいセールスや、身に覚えのない不審な電話で不安になったことは

ありませんか？電話での特殊詐欺等の被害を防止するため、対策機能のあ

る電話機を購入したご家庭に費用の３分の２・最大１万円を補助します。 

令和２年４月１日以降に購入した、自動録音・自動切断の機能がついた

電話機などが対象です。 

 

●補助金申請の方法 

① 電気店等で機器を購入して、自宅へ設置します。 

② 必要な書類などを用意して、役場の窓口で手続きをします。 

持ち物 

   □ 機器を購入・設置した費用のわかる領収書のコピー 

   □ 購入した機器のカタログや取扱説明書のコピー 

   □ 通帳など振込口座がわかるもの 

③ 指定の銀行口座に町から補助金を振り込みます。 

 

会話が自動録音されれば、万が一被害にあったときの 

証拠になり、相手への警告にもなります。また、切断 

機能がついていると、不審な電話に出なくて済みます。 

この機会に是非、ご自宅へ設置してみてはいかがでしょうか。 

詳しくは、住民環境課 生活環境係までお気軽にお問い合わせください。 令和３年度予算        １３９万円 

 

 

原則第３日曜日の９時～１１時に、 

赤砂崎公園で硬質プラスチック・ 

金属類・蛍光管類・乾電池の月例収集を 

実施しています。 

 第３週以外で実施する場合が 

ありますので、リサイクルカレ 

ンダーで日程をご確認ください。 



くらし 安心安全で暮らしやすいまちづくり 

 

  
67 

 
  

なんでも相談・法律相談・登記相談       ５３万円 担当：住民環境課 生活環境係 

電話番号【２８－３３６６】で、「なんでも相談室」に直接つながりま

す。どんな相談にも迅速で丁寧な対応を致します。 

また、引き続き、専門家による下記の相談事業を実施しています。法律

相談と登記相談は予約制で、時間は３０分です。 

 ・弁護士による法律相談：毎月１回／第４木曜日 

 ・司法書士による登記相談：偶数月／第２木曜日 

[主な経費] 

・弁護士・司法書士への謝礼   ４５万円 

・なんでも相談事業費       ７万円 

・相談事務管理費         １万円 

 

[財源の内訳] 

・雇用保険料個人負担分      １万円 

・町の負担           ５２万円 
【担当から】 

小さなトラブルも、放置すれば大きくなるかもしれません。 

大きなトラブルは、放置すると手が付けられなくなること 

もあります。悩みやトラブルの解決は、早ければ早いほど 

解決が容易です。相談は無料で、秘密は厳守しますので、 

まずはお気軽に【２８－３３６６】までお電話ください。 令和３年度予算        ２７６万円 

 

移動販売事業                ５００万円 担当：住民環境課 生活環境係 

イオンリテール(株)の協力を得て、御用聞き的な要素を取り入れながら、

移動販売車「やしマルシェ」による訪問対面販売を、第１区の一部、第６

区、第７区の一部、第９区で実施します。 

利用される皆さまのニーズや、季節に合わせた商品を取り揃えながら、

さらに利便性の高いものとなるよう運行します。 

[主な経費] 

・事業協力者等謝礼        ４万円 

・移動販売事業委託料          ４９１万円 

・その他の経費             ５万円 

    

[財源の内訳] 

・ふるさとまちづくり基金繰入金 １５２万円 

・町の負担              ３４８万円 

 

【担当から】 

イオンリテール(株)と一緒に、地域の皆さまが 

利用しやすい移動販売事業にしていきたいと考え 

ています。 

ぜひ多くの皆さまにご利用いただくとともに、 

ご意見ご要望などをお寄せいただければと思います。 令和３年度予算         ５１５万円 
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区 分 事  業  名 事 業 費 担 当 課 ページ 

 1行政運営 総合窓口 １,３８２万円 住民環境課 ６９ 

職員の給与など（一般会計） １２億７,８１６万円 総務課 ６９ 

職員の研修 ３７９万円 総務課 ６９ 

職員の福利厚生 ４４１万円 総務課 ７０ 

選挙事務 ２,５１０万円 総務課 ７０ 

町長等の秘書経費 ４２３万円 総務課 ７０ 

(新)住民満足度調査事業 ２４万円 総務課 ７０ 

行政改革の推進 ９１万円 総務課 ７１ 

庁舎等の維持管理 ３,９３３万円 総務課 ７１ 

公用車両の管理 １,２４６万円 総務課 ７１ 

土地開発公社への補助 ６,３７０万円 総務課 ７２ 

下諏訪町土地開発公社の概要 ———— 総務課 ７２ 

一般社団法人 下諏訪町地域開発公社 ２億  ７０６万円 総務課 ７２ 

 2財政運営 ふるさとまちづくり寄附金事業 ２８８万円 総務課 ７３ 

町税等の課税 ６,３９９万円 税務課 ７３ 

町税等の収納対策 ７１７万円 税務課 ７３ 

監査委員の活動 １５６万円 議会事務局 ７３ 

町債（借入金）の返済 ９億１,３４７万円 総務課 ７４ 

一般会計の予備費 ８００万円 総務課 ７４ 

 3議会 議会運営 ７,３９５万円 議会事務局 ７４ 
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１ 行政運営 

総合窓口                 １,３８２万円 担当：住民環境課 総合窓口係 

 住民票の写し・戸籍等の各種証明書の発行、印鑑登録、戸籍の届出（婚

姻・出生・死亡等）、住民異動の届出（転入・転出・転居等）、マイナンバ

ーカードの交付、切手・収入印紙・収入証紙のほか、死亡後のお手続きな

どの総合案内を行っています。 

[主な経費] 

・情報センタ委託料       ７６３万円 

・戸籍電子情報処理機器借上料等５４６万円 

・その他の経費         ７３万円 

    

[財源の内訳] 

・国の負担          ４８８万円 

・県の負担            ３万円 

・町の負担          １０６万円 

・証明書等交付手数料     ７８５万円 

【担当から】 

 住民異動や戸籍届出に伴う諸手続きを、できるだけ一か所で行うワンス

トップ化により、住民サービスの向上に努めています。 

 第２・第４日曜日の１０時から１６時まで、証明書交付やマイナンバー

カードの交付等休日窓口を開いています。詳細については、総合窓口係ま

でお問合せください。 令和３年度予算         ９７９万円 

 

職員の給与など（一般会計）     １２億７,８１６万円 担当：総務課 職員係 

民間給与との比較に基づく令和３年の人事院勧告においては、期末手当

を０．１５月分引き下げることとされましたが、国において、令和３年度

の引下げ相当分ついては、令和４年６月の期末手当で調整することとされ

たため、町も国に準じた対応をとることにいたしました。 

町の給与水準を示す令和３年のラスパイレス指数は、９５.８（国を１０

０とした場合）であり、県内町村では中位の水準です。 

職員数は、令和４年４月現在１８８人（一般会計人数）です。 

今後も時代に即した住民サービスの提供に心がけ、新規事業や多岐に渡

る各種業務に対応できるよう、適正な職員数の確保と人員配置をおこなっ

ていきます。 

[主な経費] 

・町長、副町長、教育長 

  給 料         ２,３２５万円 

手 当          ８７８万円 

  共済費          ４８３万円 

  退職手当負担金      ６７４万円 

合 計          ４，３６０万円 

 

・正規職員（１８８人分） 

  給 料       ５億９，９９２万円 

  手 当       ３億２，７２０万円 

  共済費       １億９，８３９万円 

  退職手当負担金   １億  ９０５万円 

 合 計       １２憶３，４５６万円 

 [財源の内訳] 

・国の負担          ６７１万円 

・県の負担         ２,７１７万円 

・町の負担      １２億２,３５０万円 

・その他の収入（使用料・手数料など） 

              ２,０７８万円 

【担当から】 

町職員の給料は、人事院勧告を遵守して決定しています。 

正規職員、会計年度任用職員など、全ての職員が一丸となり、町民の皆

さんのご要望に応えられるよう、日々懸命に業務遂行していきます。 
 

年度 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

３年度 282,400 円 326,100 円 38.5 歳 

２年度 278,800 円 312,200 円 37.8 歳 

元年度 280,500 円 317,800 円 38.3 歳 

30 年度 276,900 円 312,600 円 38.1 歳 

29 年度 275,300 円 312,900 円 37.8 歳 
令和３年度予算    １２億８,６０８万円 

 

職員の研修                 ３７９万円 担当：総務課 職員係 

住民サービス向上に結びつく職員全体研修会、担当業務の知識や技術を

修得する実務者研修、自己啓発への支援もおこないながら、住民の皆さん

から信頼される行政職員の養成を目指し、人材育成を推進します。また、

長野県や他市との相互交流による派遣研修を通じ職員資質のレベルアッ

プを図ります。 

[主な経費] 

・職員全体研修開催        ４４万円      

・職員･委員等研修旅費     ２４２万円 

・その他の経費         ９３万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ３７９万円 
【担当から】 

派遣・交流研修では、長野県、諏訪広域連合、湖周行政事務組合、岡谷

市の４機関へ８人の町職員を派遣します。派遣先の業務内容は多種多様で

すが、慣れない環境の中で町の代表として研鑽を積み、帰町する近い将来

には培った能力を遺憾なく発揮してくれることを期待しています。 令和３年度予算         ４１５万円 
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職員の福利厚生               ４４１万円 担当：総務課 職員係 

家庭生活と仕事の両立を目指し、心身ともに健全で働きがいのある職場

環境を整備しながら労働災害の防止と職員の健康管理の推進を図ります。 

主な事業として、職員健康診断とストレスチェックの実施、健康増進事

業等を計画する職員等互助会への補助を行います。 

さらに、産業医や心理相談員と連携してメンタルヘルスケアを実施する

ことで、職員が安心して職務を遂行できるよう支援していきます。 

[主な経費] 

・職員健康診断委託料     ２６９万円 

・産業医設置          ４２万円 

・心理相談員設置        ３０万円 

・職員等互助会補助金     １００万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ４４１万円 【担当から】 

健康診断・ストレスチェックを実施するとともに、

診断結果について分析・評価することで、職員の健康

に対する意識啓発と日常生活の見直しを促します。 

福利厚生を通じて健康への後方支援を行うことで心

身の不調を未然に防止し、健康的に仕事ができるよう

指導しています。 令和３年度予算        ４３８万円 

 

選挙事務                 ２,５１０万円 担当：総務課 庶務法規係 

 選挙管理委員会は委員４人、補充員及び事務局で構成されており、町長

選挙をはじめ国県から委託を受けての選挙に関する事務を行っています。 

今年は、参議院議員通常選挙及び長野県知事選挙が予定されています。 

また、小中学生・高校生を対象にした選挙啓発ポスターの募集や選挙グ

ッズの貸し出し、近年の低下傾向にある若い世代の投票率向上に向け立会

人の公募などを「明るい選挙推進協議会」会員とともに活動しています。 

[主な経費] 

・選挙管理委員会運営費     １６４万円 

・選挙常時啓発事業費       ４万円 

・(新)参議院議員通常選挙費１，３５４万円 

・(新)県知事選挙費      ９８８万円   

 

[財源の内訳] 

・県の負担        ２，２３７万円 

・町の負担          ２７３万円 

【担当から】 

～投票立会人になってみませんか～ 

 １０歳代・２０歳代・３０歳代のみなさんに選挙を身近なものとして感

じてもらうため、参議院議員通常選挙などにおける期日前投票立会人を公

募する予定です。 

詳細は、決定次第町ホームページでお知らせする予定です。 令和３年度予算       ２，５５８万円 

 

町長等の秘書経費               ４２３万円 担当：総務課 秘書室 

町政の円滑な運営・執行を図るため、町長等が町を代表して行う表敬や

交際などに伴う必要最小限の経費です。 

毎年６月３０日の町政功労者表彰式のほか、新年祝賀名刺交換会などの

式典を開催しています。 

[主な経費] 

・町政功労等表彰経費      ４８万円 

・町長等の出張旅費       ３０万円 

・町長交際費         ２３０万円 

・消耗品費等          ６７万円 

・広告料、手数料        １８万円 

・自動車借上料等        １０万円 

・セミナー、調査会の負担金   ２０万円 

[財源の内訳] 

・町の負担          ４２３万円 

【担当から】 

・１週間の主な町長日程を町ホームページでお知ら 

せしています。 

・町政功労者表彰は、町の表彰規則に基づき表彰審 

査会の審査に付し、町長が認定します。平成２５ 

年度より感謝状の贈呈も併せて行っています。 
令和３年度予算        ３９１万円 

 

(新)住民満足度調査事業            ２４万円 担当：総務課 企画係 

令和３年度からスタートした第７次総合計画後期基本計画に定めた事

業の推進状況と住民満足度を把握して、その結果を各種事業の基礎資料と

して活用するためのアンケート調査を実施します。 

今後のより良いまちづくりのため、皆様のご協力をお願いします。 

[主な経費] 

・郵便料            ２０万円 

・消耗品費            ４万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担           ２４万円 
【担当から】 

 調査は、15歳以上の町民のみなさんの中から無作為 

に抽出した1,000人の方を対象に実施する予定です。 

 調査票が届きましたら、ぜひ率直なご意見をお聞かせ 

ください。 
令和３年度予算          ―――― 
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行政改革の推進                 ９１万円 担当：総務課 企画係 

住民に寄り添った行政、個性豊かなまちづくりのため、住民ニーズを的

確に把握し、時代にあった行政サービスを提供することで、住民満足度の

向上につなげます。 

持続可能な行財政経営のため、限られた財源を効率的、効果的に活用し、

最少の経費で最大の効果が上げられるよう、「選択と集中」の考えのもと、

計画的に事業を実施します。 

○主な取り組み 

・行政改革大綱推進計画の進捗管理と事務事業評価の実施 

・各種プロジェクト事業の推進 

・住民参画と協働のまちづくり 

・時代にあった行政サービスの提供 

[主な経費] 

・行政改革審議会委員報酬ほか   ６万円 

・プロジェクト推進事業費    ８５万円 

 （うち出会い・婚活プロジェクト事業費は 

  ｐ６「出会い・婚活の場の提供」へ計上） 

[財源の内訳] 

・町の負担           ９１万円 

【担当から】 

令和３年度は、前年度に実施した190事業について評価を行い、以下の

ような結果となりました。 

○令和２年度事務事業評価結果 

 ・拡  充：26件（13.7％） ・手法改善：45件（23.7％） 

 ・コスト低減： １件（ 0.5％） ・縮  小： ５件（ 2.6％） 

 ・廃  止：15件（ 7.9％） ・現状維持：98件（51.6％） 令和３年度予算          ６８万円 

 

庁舎等の維持管理              ３,９３３万円 担当：総務課 管財係 

庁舎等の維持管理のため、電気代、修繕料及び清掃作業業務・夜間警備

業務委託料等が必要になります。 

今後も省エネルギー化を進め、庁舎大規模改修により導入した太陽光発

電装置及びデマンド監視装置等の活用を図り、照明を順次ＬＥＤ機器に更

新するなど、電気代等の経費の節減に努めていきます。 

[主な経費] 

・庁舎維持管理費     ２，２２６万円 

・施設維持管理費       ５５２万円 

・登記事務経費        １６７万円 

・その他の経費        ９８８万円 

[財源の内訳] 

・公共施設整備基金利子     １８万円 

・庁舎光熱水費負担分      ２２万円 

・町の負担        ３，８９３万円 

【担当から】 

町民の皆さんが、安心、安全で利用しやすい役場庁舎となるよう、整備

を行っていきます。 

令和３年度予算       ４，４３３万円 

 

公用車両の管理               １,２４６万円 担当：総務課 管財係 

公用車両を適切に管理し、安全に運行するため、車検・定期点検等を実

施しています。 

耐用年数を経過した公用車両の計画的な買換えを行います。 

また、各種団体等が研修等に使用する公用バスの運転業務を民間業者に

委託して運行します。 

[主な経費] 

・公用バス運転業務委託料   １８５万円 

・有料道路通行料       １００万円 

・公用車両燃料費       １６０万円 

・公用車両購入費       ３４０万円 

・その他の経費        ４６１万円 

[財源の内訳] 

・自動車損害保険金       ５０万円 

・町の負担        １，１９６万円 

【担当から】 

～公用車両の貸出について～ 

環境美化活動、資源ごみ回収、廃品回収、道水路等設備及び除雪活動を

行う団体等に、公用車両（軽トラック２台）の貸出しを行っています。 

詳しくは、管財係までお問い合わせください。 令和３年度予算       １，２７８万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇出会い・婚活プロジェクト 

◇下諏訪未来塾プロジェクト 

◇家庭用蓄電池等研究プロジェクト 

◇未来を描く研究プロジェクト 

今年度の主なプロジェクト 
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土地開発公社への補助            ６,３７０万円 担当：総務課 管財係 

赤砂崎公園整備事業に伴い、町が土地開発公社から用地を購入する際に

生じた簿価と時価との差額（売却損）を、解消計画（平成２３年度～令和

４年度）により補助しています。 

温泉事業特別会計貸付金を活用し、一般財源については他の事業への影

響を考慮し、平準化して補助をしています。 

[主な経費] 

・町土地開発公社損失補填補助金 

              ６，３７０万円 

 

[財源の内訳] 

・町の負担        ６，３７０万円 

 
【担当から】 

簿価と時価との解消計画は、平成２３年度から実施しており、令和３年

度までに２１億２，７５５万円を補助しています。 

実施については、一部前倒しで補助するなど、計画に沿って順調に補助

を行い、差額の解消に努めています。 
令和３年度予算    １億４，０００万円 

 

下諏訪町土地開発公社の概要 担当：総務課 土地開発公社 

 下諏訪町土地開発公社は「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、

必要な土地を町に代わって先行取得等するため平成元年４月１日に設立

されました。現在、土地開発公社は１０の用地を所有しており、土地の価

値となる「簿価額」は８億１,055 万円です。また、金融機関からの借入

金は８億４,６７０万円となっています。各用地の活用等については、町の

各種計画と調整しながら進めて行きます。 

土地開発公社土地概要(令和 2 年度決算) 

 

赤砂崎公園整備事業関係簿価との差額  

                      201,394 千円 

用地区分 
用
地
数 

簿価額 
(千円) 

面積 
（㎡） 

公有用地 2 107,600 2,348 

代行用地 3 362,085  8,273 

完 成 土 地
等 

5 340,864 7,319 

計 10   810,550 17,940 

【担当から】 

平成２３年度から町が進める赤砂崎公園整備事業に伴い、公社が赤砂崎

に保有する土地を町へ売却しました。 

また、それに伴う売却損への補助金を町から受け、売却損等の解消（平

成２３年～令和４年）を図っています。 

土地開発公社の財政的なリスクを計画的に解消することを目的に、「下

諏訪町土地開発公社経営健全化方針」を策定し、経営健全化に向けた取り

組みを進めて行きます。 

 

一般社団法人 下諏訪町地域開発公社  ２億 ７０６万円 担当：総務課 地域開発公社 

■下諏訪町地域開発公社とは 

下諏訪町の地域開発を推進し、健康にして文化的な近代都市の建設を図

ることを目的として、昭和39年に設立されました。 

■事業の内容 

商工業及び観光開発事業として、観光振興局を中心にまち歩きの促進、

各種メディアを通じた観光情報の発信、着地型旅行商品の開発に加え、友

之町駐車場の管理運営・レンタサイクル事業などを行っています。その他、

水月霊園の管理運営、受託事業として学校・保育園の給食調理業務を行っ

ています。 

また、指定管理者事業として、しもすわ今昔館・おんばしら館よいさ等

の管理運営を行っています。 

[主な経費] 

・友之町駐車場管理事業費   ７２３万円 

・観光振興事業費      ３,７３４万円 

・水月霊園事業費      １,１７６万円 

・受託事業費        ９,６７５万円 

・指定管理者事業費     ３,７６０万円 

・公社事務局費       １,０７２万円 

・特定預金積立金        ７５万円 

・その他の経費        ４９１万円 

    

    

[財源の内訳] 

・商工業及び観光開発事業収入 

                ３,９２３万円 

・霊園管理料・永代使用料   １,１１８万円 

・受託事業収入       １億７７万円 

・指定管理者事業収入    ３,７６０万円 

・その他の収入        １,８２８万円 

 

【担当から】 

 水月霊園の一般墓地・合葬式墓地 

「天星陵」の使用者を募集しています。 

 合葬式墓地は一般の墓地と違い、後 

々の区画の管理が必要ないため、お墓 

を守る後継ぎがいないなど、将来に不 

安をお持ちの方にも安心してお使いい 

ただける施設です。 

 ご希望の方は下記までお問い合わせください。 

《下諏訪町地域開発公社》 電話：27-1111（内線268） 令和３年度予算     １億９,４０７万円 
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２ 財政運営 

ふるさとまちづくり寄附金(ふるさと納税)事業  ２８８万円 担当：総務課 企画係 

寄附をしてくださる方に返礼品をお渡しすることや町のＰＲを通じて、

当町へのご寄付を募っています。いただいた貴重なご寄付はまちづくりに

資する事業やこどもの健全な成長に資する事業、特別養護老人ホームの充

実など「住みたいまち 元気な声がひびくまち」の実現に向けて、大切に

活用させていただきます。 

[主な経費] 

・記念品代          ２００万円 

・その他の経費         ８８万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ２８８万円 【担当から】 

より多くの方に下諏訪町の魅力を感じ、関心を持ってご寄付いただける

よう、町の魅力発信や返礼品の充実に取り組んでまいります。物品だけで

なく、体験やサービスも返礼品の対象となりますので、町内で事業を営ま

れており、ふるさと納税の返礼品への登録をご希望の方は、ぜひ担当まで

ご相談ください。 令和３年度予算        ２８４万円 

 

町税等の課税               ６,３９９万円 担当：税務課 

町民税・固定資産税・軽自動車税など、町の税金の課税と納税に関する

事務や所得証明など各種税証明書の発行を行っています。町の税金は歳入

の中で約３割を占めており、様々なサービスを実施するための大切な財源

です。 

[主な経費] 

・電算処理委託料      ２,０８６万円 

・(新)課税基礎資料整備等  ２,９６２万円 

・その他の経費       １,３５１万円 

    

[財源の内訳] 

・県の負担          ８４５万円 

・手数料等          １６２万円 

・町の負担         ５,３９２万円 

【担当から】 

「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上の事業所等につきましては、令

和３年からｅ-ＴＡＸ（電子申告）又は光ディスクにより、市町村に源泉

徴収票の提出をするよう義務付けられました。 

また、ＩＤ・パスワードを取得すれば、いつでもご自宅のパソコンやス

マートフォンから確定申告ができるようになりましたので、ぜひご利用く

ださい。 
令和３年度予算       ３,１９３万円 

 

町税等の収納対策              ７１７万円 担当：税務課 収納係(収納対策室) 

「収納対策室」を中心として、町税や税外収入金の効率的かつ効果的な

収納対策を講じ、生活状況に応じた滞納整理を積極的に進めます。 

毎月第2・第4日曜日の２日間を基本とした休日納税窓口の開設のほか、

税務課内に設置した納税相談コーナーで、プライバシーに配慮した各種相

談や納税折衝を行うとともに税負担の公平性や財源確保の観点から、町民

の皆様の納税意欲の高揚を図り、未収金の削減に努めます。 

[主な経費] 

・口座振替・コンビニ収納等手数料 

               １６４万円 

・滞納整理システム使用料    ６４万円 

・県地方税滞納整理機構負担金 １３７万円 

・その他の経費        ３５２万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          ７１７万円 

【担当から】 

金融機関、コンビニエンスストアでの納付に加え、キャッシュレス決済

の普及に伴い、PayPay及びLINE Payのアプリでスマートフォンから２４

時間３６５日、町税の納付ができます。 

スマホ決済では、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、役

場または金融機関等の窓口で現金納付してください。 令和３年度予算        ６４５万円 

 

監査委員の活動                １５６万円 担当：議会事務局 庶務議事係 

自治体に置かれる監査委員は、自治体の主として財務に関する事務につ

いて、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査し、その

結果を住民の方に広くお知らせしています。以下は主な監査です。 

◆例月出納検査：毎月１回、町会計の検査を行います。 

◆決算審査：町会計の決算状況を審査します。 

◆定期監査：各課の事務、事業の状況、書類の整理等を監査します。 

◆随時監査：備品監査、工事監査など必要に応じて行います。 

 （工事技術調査は専門の技術士に調査を委託して行います） 

[主な経費] 

・監査委員報酬        １３２万円 

(識見監査委員と議会選出監査委員の２人分） 

・工事技術調査業務委託料    １０万円 

・その他の経費         １４万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担          １５６万円 

【担当から】 

 決算審査、定期監査、随時監査の結果報告書は町のホームページでご覧

いただけます。 
令和３年度予算         １５５万円 
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町債（借入金）の返済         ９億１,３４７万円 担当：総務課 財政係 

保育園や小・中学校、福祉施設、道路、公園の整備など、多額の事業費

を要し、将来世代にも経費を負担してもらうことが妥当である事業は、お

金を（町債）借り入れて実施します。 

その元金と利子の返済や、年度内の一時的な資金繰りのため、銀行等か

ら借り入れる資金に発生する利子の支払いを行う経費が、この項目に該当

します。 

[主な経費] 

・元金の返済      ８億７,１２０万円 

・利子の支払        ４,１７７万円 

・一時的な借り入れに対する利子の支払 

                ５０万円   

[財源の内訳] 

・町の負担       ９億１,３４７万円 【担当から】 

令和４年度は平成３０年度に借り入れを行った防災行政無線の更新や

保健センターの空調整備などの大型事業の元金返済（１億２３４万円）が

始まります。令和３年度に返済した元金のうち、１０件分（１,５４０万円）

が完済となりましたが、１０.１％、８,３９７万円の増額となりました。 令和３年度予算     ８億２，９５０万円 

 

一般会計の予備費              ８００万円 担当：総務課 財政係 

町が行う事業にお金を支出するときは、あらかじめ予算で金額や目的を

定め、議会で認めてもらう必要があります。しかし、豪雨災害や豪雪災害

など、年度当初において予期できなかった事態が発生したときは、緊急の

措置として予備費を使用して対応することになります。一般会計において

は、必ず設けなければならないことになっています。 

[主な経費] 

・予備費            ８００万円 

    

[財源の内訳] 

・町の負担           ８００万円 

 【担当から】 

令和３年度は、凍結防止剤の購入や除雪作業に係る経費により、２０３

万円の支出がありました。 
令和３年度予算        ８００万円 

 

３ 議会 

議会運営                 ７,３９５万円 担当：議会事務局 庶務議事係 

議員報酬をはじめ、年４回（３、６、９、１２月）の定例会及び必要に

応じて招集される臨時会の開催など、議会活動に必要な経費です。 

議会の会期中は本会議、常任委員会、特別委員会などを開催し、議案の

審議等を行います。会期中以外にも定例の全員協議会、必要に応じて議会

運営委員会などの会議を開催するとともに、各種行事等への参加や先進地

の視察等を行い、議会活動に活かしています。 

 

【下諏訪町議会議場】 

 

                   本会議での審議や一般質問           

                   の様子を傍聴いただくこと 

ができますので、ぜひ傍聴 

にお出かけください。 

 

 

[主な経費] 

・議員報酬（１３人分）   ３,８９２万円 

・議員期末手当       １,４２２万円 

・議員共済会負担金     １,２２５万円 

・出張旅費          １２０万円 

・議長交際費          ５５万円 

・議会だより印刷代       ９４万円 

・会議録作成委託料等     ３２０万円 

・議員政務活動費       １３３万円 

 （議員１人につき、月 8,500 円） 

・その他経費         １３４万円    

    

 

    

[財源の内訳] 

・町の負担         ７,３９５万円 

 
【担当から】 

・本会議の会議録、一般質問の動画は、町のホームページの「下諏訪町議

会」よりご覧いただけます。一般質問の動画については、町図書館でDVD

の貸し出しも行っています。また、定例会ごとに発行する「議会だより」

もぜひご覧ください。 

 

【議長から】 

・議会報告会や広報「議会だより」の充実により、議会の活動を積極的に

配信してまいります。ぜひ皆さまの声をお聞かせください。 
令和３年度予算       ７,６０２万円 

 



資 料 編  

 

  
75 

 
  

  

  

  ◆ 資料編 

  

    ■ 令和４年度一般会計当初予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

  

    ■ 町税・地方交付税・人口の推移と見込み  ・・・・・・・・・・・・・ ８０ 

  

    ■ 借入金の残高・貯金の推移と見込み  ・・・・・・・・・・・・・・・ ８０ 

  

    ■ 主な起債（借入金）の残高  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

  

    ■ 主な基金（貯金）の残高  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

  

    ■ 主な起債（借入）事業一覧  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

  

    ■ 健全化判断比率の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

  

    ■ 財政力指数の推移  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

  

    ■ 経常収支比率の推移  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

  

    ■ 役場のご案内  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

  

    ■ 町税等納期限・口座振替日一覧  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４ 

  

 

  ◆ 道路維持補修工事 実施計画路線図 

  

  

  



資 料 編 令和４年度一般会計当初予算の概要 

 

  
76 

 
  

【令和４年度 一般会計歳入予算】 

区   分 
令和４年度 

当初予算額(Ａ) 
構成比 

令和３年度 

当初予算額(Ｂ) 
構成比 

増減率 

(Ａ－Ｂ)/Ｂ 

1 町税 24 億 9,800 万円 30.8％ 24 億 5,600 万円 30.6％ 1.7％ 

 

個人町民税 10 億 5,550 万円 13.0％ 10 億 5,600 万円 13.1％ 0.0％ 

法人町民税 1億 3,460 万円 1.7％ 1 億 1,860 万円 1.5％ 13.5％ 

固定資産税 10 億 990 万円 12.4％ 9 億 8,810 万円 12.3％ 2.2％ 

軽自動車税 6,460 万円 0.9％ 6,300 万円 0.8％ 2.5％ 

町たばこ税 9,300 万円 1.1％ 9,300 万円 1.2％ 0.0％ 

入湯税   300 万円 0.0％ 300 万円 0.0％ 0.0％ 

都市計画税 1億 3,740 万円 1.7％ 1 億 3,430 万円 1.7％ 2.3％ 

2 地方譲与税 5,555 万円 0.7％ 5,480 万円 0.7％ 1.4％ 

3 利子割交付金   364 万円 0.1％  450 万円 0.1％ △19.1％ 

4 配当割交付金 1,080 万円 0.1％ 1,000 万円 0.1％ 8.0％ 

5 株式等譲渡所得割交付金 915 万円 0.1％ 800 万円 0.1％ 14.4％ 

6 法人事業税交付金 2,937 万円 0.4％ 2,100 万円 0.3％ 39.9％ 

7 地方消費税交付金 4 億 8,000 万円 5.9％ 4 億 8,000 万円 6.0％ 0.0％ 

8 環境性能割交付金  400 万円 0.1％ 400 万円 0.1％ 0.0％ 

9 地方特例交付金 1,200 万円 0.1％ 3,200 万円 0.4％ △62.5％ 

10 地方交付税 20 億 2,000 万円 25.0％ 18 億 2,000 万円 22.7％ 11.0％ 

11 交通安全対策特別交付金  409 万円 0.1％   401 万円 0.1％ 1.9％ 

12 分担金及び負担金 2,892 万円 0.3％ 2,955 万円 0.4％ △2.2％ 

13 使用料及び手数料 1 億 536 万円 1.3％ 1 億 715 万円 1.3％ △1.7％ 

14 国庫支出金 7 億 2,833 万円 9.0％ 6 億 1,755 万円 7.7％ 17.9％ 

15 県支出金 4 億 973 万円 5.0％ 4 億 123 万円 5.0％ 2.1％ 

16 財産収入 1,102 万円 0.1％ 1,098 万円 0.1％ 0.5％ 

17 寄附金 393 万円 0.1％ 0 万円 0.0％ 130,900％ 

18 繰入金 1 億 9,595 万円 2.4％ 2 億 8,559 万円 3.5％ △31.4％ 

19 繰越金 1 億 8,000 万円 2.2％ 1 億 8,000 万円 2.2％ 0.0％ 

20 諸収入 7 億 1,046 万円 8.8％ 7 億 1,384 万円 8.9％ △0.5％ 

21 町債 5 億 9,970 万円 7.4％ 7 億 7,980 万円 9.7％ △23.1％ 

 
臨時財政対策債 2億 6,200 万円 3.2％ 3 億 4,500 万円 4.3％ △24.1％ 

その他 3 億 3,770 万円 4.2％ 4 億 3,480 万円 5.4％ △22.3％ 

合   計 81 億 円 100.0％ 80 億 2,000 万円 100.0％ 1.0％ 

   

【歳 入】 ＊主なものを説明します。 

   

◆ 町 税  ２４億９,８００万円 

        〈前年度比 ＋4,200 万円〉 

個人町民税は、納税義務者数が減少傾向にある中で

すが、給与所得の回復の兆しがみられることから10億

5,550万円を見込みました。 

法人町民税は業種によるばらつきはあるものの、受

注の増加傾向を受け、1,600 万円の増の 1 億 3,460

万円を計上しました。 

固定資産税は地価の下落は続いているものの、コロ

ナ禍による所得の減少に伴う軽減措置の終了により、

2,180 万円増の 10 億 990 万円を見込みました。 

 このほか、軽自動車税は前年度比2.5％、160万円増の6,460万円を、町たばこ税は前年度同額9,300万円を、

入湯税も前年度同額の300万円を、都市計画税は前年度比2.3％、310万円増の1億3,740万円をそれぞれ計上し

ました。 

＊町税 税金は国税、都道府県税、市町村税（町税）に分かれ、さらに一般的な経費に充てる普通税と、特定の費用に充てる目的税に分か

れます。町税では、町民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、たばこ税などの普通税と、入湯税、都市計画税などの目的税

があります。 

[単位：万円] 
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◆ 地方交付税   ２０億２,０００万円 〈前年度比 ＋2億円〉 

令和３年度の普通交付税は20億５73万円となり、地方財政計画によると、地方公共団体への配分ベースで

3.5％の増となっており、引き続き「地域デジタル社会推進費」として２,０00億円が普通交付税措置されている

ことから、前年度比2億円増の18億5,000万円、特別交付税においては近年の決算額等から、前年度同額の1億

7,000万円をそれぞれ見込み、合わせて20億2,000万円を計上しました。 

＊地方交付税 地方自治体の財政力に応じて国から配分されるお金です。全国格差なく必要最低限の生活ができるようにするのが目的です。 

 

◆ 国・県支出金  １１億３,８０６万円 〈前年度比 ＋1億 1,928 万円〉 

国庫支出金は、サイクリングロード整備事業や街なみ環境整備事業などの社会資本整備総合交付金で2,884万

円、児童手当負担金では1億7,357万円を見込み、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金では1

億,3,500万円、新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金で7,442万円を見込むなど前年度比17.9%、1億

1,078万円増の7億2,833万円を計上しました。 

また、県支出金は、前年度比2.1％、850万円増の4億973万円を見込みました。八島高原木道改修事業の自然

環境整備支援事業補助金1,125万円、参議院議員通常選挙費委託金1,249万円などが主なものです。 

＊国・県支出金 町が行う仕事（事業）に対し、国や県が支出する補助金や委託金などで、使い道はあらかじめ決められています。 

  

◆ 繰入金      １億９,５９５万円 〈前年度比 △8,964 万円〉 

財源の不足分を補う財政調整基金の繰り入れは、平成22年度以降、13年連続で計上しないこととしました。 

平成27年度から計画的に進めている温泉事業特別会計からの貸付金の返済として6,132万円を計上し、公共施

設整備基金からは八島高原木道改修、移住交流総合拠点用地購入費などの財源として総額3,986万円、地域開発

整備基金からは道路新設改良などへ総額2,865万円、ふるさとまちづくり基金からは寄附者の意向に沿った事業

へ1,728万円を充当し活用していきます。 

＊繰入金 基金（預金）などから繰り入れる（下ろす）お金や、特別会計から繰り入れするものがあります。 

  

◆ 町 債      ５億９,９７０万円 〈前年度比 △1億 8,010 万円〉 

なお、左記以外に、地方交付税の財源不足を補う臨時

財政対策債として、前年度△24.1％、8,300万円減の2

億6,200万円を見込んでいます。この臨時財政対策債は、

地方交付税との合計で「実質的な交付税」と考えられて

います。（臨時財政対策債の元利償還金は、100％すべて

が後年度に交付税措置されます。） 

＊町債 町の借入金です。一時的に大きな支出が必要な時などに、 

決められた手続きで借りられるお金です。 

   

 

【令和４年度 一般会計歳出予算】 

区   分 
令和４年度 

当初予算額(Ａ) 
構成比 

令和３年度 

当初予算額(Ｂ) 
構成比 

増減率 

(Ａ－Ｂ)/Ｂ 

1 議会費 9,499 万円 1.2％ 9,760 万円 1.2％ △2.7％ 

2 総務費 10 億 3,370 万円 12.8％ 10 億 4,015 万円 13.0％ △0.6％ 

3 民生費 24 億 9,630 万円 30.8％ 24 億 6,974 万円 30.8％ 1.1％ 

4 衛生費 5 億 9,840 万円 7.4％ 5 億 1,033 万円 6.4％ 17.3％ 

5 労働費 4,781 万円 0.6％ 4,876 万円 0.6％ △1.9％ 

6 農林水産業費 8,018 万円 1.0％ 7,657 万円 1.0％ 4.7％ 

7 商工費 10 億 6,861 万円 13.2％ 9 億 8,193 万円 12.2％ 8.8％ 

8 土木費 6 億 1,739 万円 7.6％ 7 億 8,082 万円 9.7％ △20.9％ 

9 消防費 3 億 441 万円 3.7％ 2 億 9,700 万円 3.7％ 2.5％ 

10 教育費 8 億 3,674 万円 10.3％ 8 億 7,960 万円 11.0％ △4.9％ 

11 公債費 9 億 1,347 万円 11.3％ 8 億 2,950 万円 10.3％ 10.1％ 

12 予備費 800 万円 0.1％ 800 万円 0.1％ 0.0％ 

合   計 81 億 円 100.0％ 80 億 2,000 万円 100.0％ 1.0％ 

 

[建設事業等に対する町債] 

 

・道路新設改良事業債       １億 ９２０万円 

・道路防災対策事業債            ７,０００万円 

・道路長寿命化事業債        ５,９２０万円 

・中学校施設整備事業債       ３,８１０万円 

・小学校施設整備事業債        ３,１７０万円 

・消防防災施設整備事業債      ２,５２０万円 

・森林基盤整備事業債          ４３０万円 
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令和４年度に借入金の償還を行う主な事業 

  (事業内容)   (借入年度) (借入総額) (償還額)     (事業内容)   (借入年度) (借入総額) (償還額) 

・とがわ保育園建設 平21    2.2億円  1,875万円  ・庁舎耐震改修   平25～27  5.5億円  3,446万円 

・赤砂崎公園整備  平23～30 15.4億円  6,328万円  ・ﾘｻｲｸﾙ施設整備   平27～29 19.4億円  1,619万円 

・南小学校改築   平23～27 12.4億円  9,980万円  ・防災行政無線更新 平30～令1  2.4億円  3,211万円 

【歳 出】 ＊主なものを説明します。 

  

◆ 総務費  １０億３,３７０万円  

〈前年度比 △645 万円〉 

町土地開発公社損失補塡補助金（6,370万円）、防災アプリ導

入事業（871万円）のほか、参議院議員通常選挙費（1,354万

円）などを計上しました。 

＊総務費 行政改革、協働推進、選挙、税金の徴収など、行政運営を 

進めていくために必要なお金です。 

  

◆ 民生費  ２４億９,６３０万円 〈前年度比 ＋2,656 万円〉 

福祉ニーズの多様化、複雑化を踏まえ、総合的な相談支援体制を構築するため、相談支援包括化推進事業費（554

万円）のほか、福祉タクシー等助成事業（2,387万円）、特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金（1,490万円）

などを計上しました。 

＊民生費 高齢者、障害者、福祉医療、保育園などに使われるお金です。 

  

◆ 衛生費   ５億９,８４０万円〈前年度比 ＋8,807 万円〉 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る事業費（7,444万円）のほか、子宮頸がんワクチン接種事業（1,047

万円）、湖周ごみ処理施設の整備・運営にかかる湖周行政事務組合負担金（1億2,626万円）などを計上しました。 

＊衛生費 ごみ処理、環境施策、母子保健、生活習慣病検診などに使われるお金です。 

  

◆ 商工費   １０億６,８６１万円〈前年度比 ＋8,668 万円〉 

プレミアム付商品券発行事業（6,080万円）や観光消費拡大キャンペーン事業（1,700万円）などコロナ対応

にかかる事業費のほか、国、県とともに山岳観光を積極的に推進するため、八島高原木道改修事業費（2,500万

円）、また移住交流総合拠点整備事業（2,423万円）などを計上しました。 

＊商工費 町内の商工業者などへの支援や観光振興に使われるお金です。 

  

◆ 土木費   ６億１,７３９万円〈前年度比 △1億 6,343 万円〉 

国の交付金を引き続き活用する、サイクリングロード整備事業（3,600万円）や、大雨による冠水対策のため

の町道大久保山道線等改良事業（5,614万円）などを計上しました。 

＊土木費 橋、道路、河川、公園などの整備に使われるお金です。 

  

◆ 教育費   ８億３,６７４万円〈前年度比 △4,286 万円〉 

南小学校夜間照明改修事業（3,175万円）、社中学校照明設備改修事業費（4,235万円）のほか、電子黒板導入

事業（1,513万円）などを計上しました。 

＊教育費 学校や図書館、公民館、体育館などの社会教育施設の整備や運営に使われるお金です。 

  

◆ 公債費   ９億１,３４７万円〈前年度比 ＋8,397 万円〉 

令和４年度は平成３０年度に借り入れを行った防災行政無線の更新や保健センターの空調設備などの大型事業

の元金返済（1億234万円）が始まります。令和３年度に返済した元金のうち、10件分（1,540万円）が完済と

なりましたが、償還元金では前年度比10.1％、8,397万円の増となりました。 

＊公債費 町債（借入金）の返済に充てられるお金です。 

  

 

 

 

 

 

 

[単位：万円] 
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【令和４年度 一般会計予算 性質別歳出内訳表】 

  

【歳出：性質別内訳】 ＊歳出について、同じような使われ方をするものを分類したものです。 

   

◆ 人件費     １７億 ２３６万円 

           〈前年度比 ＋1,387 万円〉 

特別職や職員の給料、議員の報酬などに対して使われる

お金です。財政の硬直化を招かないよう、行財政経営プラ

ンに沿った人件費抑制に努めています。 

  

◆ 扶助費      ９億７,８９５万円 

           〈前年度比 ＋1,369 万円〉 

児童、高齢者、障害者、生活困窮者などに対する支援に

要するお金です。国の法律に基づいて給付されるものと、

町が住民福祉の増進を図るために使うお金があり、国の制

度や法改正が大きく影響します。 

  

◆ 公債費      ９億１,３４７万円〈前年度比 ＋8,397 万円〉 

公債費は、過去に借り入れした町債を償還計画に基づき返済するお金ですが、財政硬直化の要因の一つとして指

摘され、財政の健全化を目指すうえでの象徴的な義務的経費とされています。 

  

◆ 普通建設事業費  ５億７,１８４万円〈前年度比 △2億 1,377 万円〉 

建物を建設したり、道路や公園などを整備したりするための投資的なお金です。本年度は、町道大久保山道線等

改良事業、南小学校夜間照明改修事業、社中学校照明設備改修事業などが主なものとなります。 

  

◆ 物件費     １３億９,８０５万円〈前年度比 ＋2,310 万円〉 

消耗品や光熱水費、備品の購入や事業の委託費などに使われるお金です。 

  

◆ 補助費等    １０億４,３７１万円〈前年度比 △6,269 万円〉 

各種の補助金や負担金として使われるお金のほかに、講演会、講座などの講師謝礼や各種保険料などがあります。

本年度は、町土地開発公社損失補塡補助金などがあります。 

  

◆ 繰出金      ８億４,２４６万円〈前年度比 ＋381 万円〉 

一般会計から特別会計への繰出金や、介護保険事業にかかる諏訪広域連合への負担金などがあります。 

区   分 
令和４年度 

当初予算額(Ａ) 
構成比 

令和３年度 

当初予算額(Ｂ) 
構成比 

増減率 

(Ａ－Ｂ)/Ｂ 

義務的経費 35 億 9,478 万円 44.4％ 34 億 8,325 万円 43.4％ 3.2％ 

1 人件費 17 億 236 万円 21.0％ 16 億 8,849 万円 21.1％ 0.8％ 

2 扶助費 9 億 7,895 万円 12.1％ 9 億 6,526 万円 12.0％ 1.4％ 

3 公債費 9 億 1,347 万円 11.3％ 8 億 2,950 万円 10.3％ 10.1％ 

投資的経費 5 億 7,184 万円 7.1％ 7 億 8,561 万円 9.8％ △27.2％ 

4 普通建設事業費 5 億 7,184 万円 7.1％ 7 億 8,561 万円 9.8％ △27.2％ 

その他の経費 39 億 3,338 万円 48.5％ 37 億 5,114 万円 46.8％ 4.9％ 

5 物件費 13 億 9,805 万円 17.3％ 11 億 6,705 万円 14.6％ 19.8％ 

6 維持補修費 5,486 万円 0.7％ 4,507 万円 0.6％ 21.7％ 

7 補助費等 10 億 4,371 万円 12.9％ 11 億 640 万円 13.8％ △5.7％ 

8 積立金 80 万円 0.0％ 47 万円 0.0％ 69.9％ 

9 投資及び出資金・貸付金 5 億 8,550 万円 7.2％ 5 億 8,550 万円 7.1％ 0.0％ 

10 繰出金 8 億 4,246 万円 10.3％ 8 億 3,865 万円 10.4％ 0.5％ 

11 予備費 800 万円 0.1％ 800 万円 0.1％ 0.0％ 

合   計 81 億 円 100.0％ 80 億 2,000 万円 100.0％ 1.0％ 

[単位：万円] 
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【町税・地方交付税・人口の推移と見込み】 

町の歳入の根幹をなすのは、「町税」と「地方交付税」です。令和４年度の予算では、町税で 25 億円、地方交

付税で 20 億円を計上しています。合計では歳入全体の 56％（約 45 億円）を占めていますが、これら自主財源

の動向は、町の財政運営に多大な影響を与えるものとなります。 

令和４年度の町税のうち個人町民税では、納税義務者が減少傾向にある中、給与所得の回復に兆しが見られるこ

とから10億5,550万円を見込み、法人事業税は業種によるばらつきはあるものの、受注の増加傾向を受け1,600

万円増の 1 億 3,460 万円を見込みました。また、固定資産税は地価の下落は続いているものの、コロナ禍による

所得の減少に伴う軽減措置の終了により、前年度から 2,180 万円増の 10 億 990 万円を見込みました。 

地方交付税について、普通交付税では地方財政計画等により、特別交付税では近年の決算状況や算定対象事業等

をそれぞれ考慮し、当初予算ベースで前年度比 11.0％、2 億円の増額としています。 
 

＊人口については、年度末におけるものであり、令和４年度の人口のみ、行財政経営プランに用いた増減率により推計しています。 

 また、住民基本台帳の一部改正（平成 24年 7 月 9 日）により、24～4 年度の人口には外国人住民数も含まれています。 

 

【借入金の残高・貯金の推移と見込み】 

一般会計の令和４年度末の借入残高見込みは、赤砂崎公園整備、南小学校改築、庁舎耐震改修など大型投資事業

に対する起債の影響で、ピークだった 14 年度の借入残高を上回っていますが、借入金の内訳としては、13 年度

から導入された臨時財政対策債（この元利償還金は 100％すべてが後年度交付税措置されます）の占める割合が、

13 年度には 1.3 億円（1.4％）でしたが、令和４年度末の残高見込みでは、41.3 億円（42.2％）となり、純粋

な借入残高は 56.4 億円となります。 

一方、一般会計の基金（貯金）総額は、29 年度以降減少しておりますが、これは計画的に取り崩しを行い、必

要な大型投資的事業などを着実に実施していることによります。また、財政調整基金については令和４年度におい

ても繰り入れは行わず、堅実な財政運営を進めていきます。 
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【主な起債（借入金）の残高】 

事 業 名 主 な 施 設 等 借入年度 ３年度末残高 

赤砂崎公園整備事業 赤砂崎公園の用地買収・施設整備 平２３～令元 ８億 ４,８７７万円 

南小学校改築事業 校舎等 平２３～２７ ６億 ７,１９９万円 

庁舎耐震改修事業 庁舎等 平２５～２７ ４億 ２,０１７万円 

防災行政無線設備更新事業 防災行政無線 平３０～令２ ２億 ９,７４０万円 

水上防災拠点施設・艇庫整備事業 AQUA 未来 令元 ２億 ４,７３０万円 

リサイクル施設整備事業 旧 清掃センター 平２７～２９ １億 ６,２５９万円 

総合運動場管理施設改築事業 ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、陸上競技場トイレ 平３０ １億 １,９２０万円 

健康スポーツ施設整備事業 健康ｽﾃｰｼｮﾝ、健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ、ﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ 令和２ １億 １,７００万円 
 

起債（借入金）の残高は、上記のほかに林道や町有林の整備、街なみ環境や消防施設の整備などの事業分として

借り入れたものがあります。令和３年度において新たに起債を発行する事業は、道路長寿命化事業（約 1 億 800

万円）や下諏訪中学校照明設備改修事業（約 3,500 万円）や災害復旧事業、町道湖岸通り線街路灯改良事業など

で、総額では約 8 億 5,941 万円の借り入れを見込んでいます。 

 

【主な基金（貯金）の残高】 

基 金 名 目   的 ３年度末残高見込 

財政調整基金 町財政の健全な運営を図る １０億 ５,５１３万円 

減債基金 町債の償還に必要な財源を確保し将来にわたる町財政の健全な運営を図る ６０万円 

公共施設整備基金 公共施設の円滑な整備を図る ２億 ６８７万円 

地域開発整備基金 地域の開発整備に必要な財源を確保し地域の発展と整備促進を図る １億 １,６４０万円 
 

町の基金（貯金）は、上記のほかに社会福祉基金、ふるさとまちづくり基金、奨学基金などがあり、令和３年度

末の残高見込み額は、全体で約 17 億 1,７２９万円となっています。 

 

 

 

【事業の内容、金額、期間は、見直し等により変更になる場合があります。】 

この起債（借入）事業一覧は、平成 28 年度からスタートした「第２次行財政経営プラン」に基づき、令和３年

度から令和７年度までの５年間で実施予定の主な投資的事業のうち、起債（借入）を活用する大型事業のみを抜粋

し、掲載しています。 

【主な起債（借入）事業一覧】 
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【健全化判断比率の状況】 

 比 率 の 内 容 
下 諏 訪 町 

早期健全化基準 財政再生基準 
３０年度 元年度 ２年度 

実質赤字比率 一般会計等の実質赤字の比率 － － － １５.０ ２０.０ 

連結実質赤字比率 全ての会計の実質赤字の比率 － － － ２０.０ ３０.０ 

実質公債費比率 
公債費及び公債費に準じた 

経費の比重を示す比率 
３.１ ４.８ ５.８ ２５.０ ３５.０ 

将来負担比率 
一般会計等が将来負担すべき 
実質的な負債を捉えた比率 

７２.７ ７６.４ ６６.９ ３５０.0  

平成 19 年 6 月に制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく「健全化判断比率」の状況を

表示しています。基準を超えた場合には起債の発行が制限されるなどの措置がありますが、下諏訪町では、全ての

指数が早期健全化基準に達しておらず、健全財政が保たれていることがわかります。 

 

【財政力指数の推移】                         ※平均値は単純平均です。 

 
財政力指数とは、地方公共団体の財政基盤の強弱を示す指数で、標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自

力で調達できるかを表しています。この指標が「1」に近いほど、財政に余裕があることになります。下諏訪町は、

全国市町村平均、県内市町村平均、県内町村平均のいずれの数値に対しても上回っています。 

 

【経常収支比率の推移】      ※平均値は加重平均（県内町村平均のＨ１４～Ｈ１８のみ単純平均）です。 

 
経常収支比率とは、税などの一般財源（使途を限定されないお金）を、人件費、扶助費（福祉医療等）、公債費

（借入金の返済）など経常的に支出する経費にどのくらい充当しているかをみることで、財政構造の弾力性を表す

指標です。この比率が高くなるほど、投資的経費（公共施設の整備等）に充当する財源に余裕がないことを意味し、

財政構造の硬直化が進んでいることになります。下諏訪町は、県内町村平均を若干上回っておりますが、全国市町

村平均、県内市町村平均に対してはともに下回っております。 
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場 所 課 名 係 名 主 な 業 務 関連団体・施設等 

本庁舎 １階 住民環境課 総合窓口係 
戸籍、住民基本台帳、在留関連、印鑑登録、マイナン

バーカード、各種証明、住民異動届等、総合案内 
 

国保年金係 
国民健康保険(税含)、後期高齢者医療保険 
国民年金、福祉医療給付 

 

〈なんでも相談室〉 生活環境係 
環境衛生、環境保全、廃棄物等処理、相談窓口 
消費生活、国際化対策、交通災害共済、生活バス 

 清掃センター 

保健福祉課 福祉係 社会福祉、障害者福祉、生活保護 地域活動支援センター 

高齢者係 高齢者福祉、老人福祉施設、介護予防 
老人福祉センター 

高齢者能力活用センター 

介護保険係 介護保険、認定調査  

保健予防係 母子保健、精神保健、感染症予防、保健指導 保健センター 

ハイム天白 特別養護老人ホーム ハイム天白 

会計課 会計係 公金収納、会計、決算調整  

本庁舎 ２階 総務課 庶務法規係 庶務、例規、文書、選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会 

職員係 職員、人材育成、会計年度任用職員任用  

企画係 
企画調整、総合政策、行政改革、協働推進 

男女共同参画、広域行政、姉妹都市交流 
協働サポートセンター 

秘書室 秘書渉外、儀式表彰、陳情請願  

財政係 予算編成、財政、契約、入札  

〈危機管理室〉 情報防災係 危機管理、地域防災、広報広聴、統計、情報管理 防災センター 

 管財係 町有財産・庁舎・公用車管理 
土地開発公社 
地域開発公社 

デジタル推進室 行政事務・地域社会デジタル化推進  

税務課 町民税係 
個人町民税、法人町民税 
固定資産評価審査委員会事務局 

固定資産評価審査委員会 

資産税係 固定資産税、都市計画税  

〈収納対策室〉 収納係 収税、軽自動車税、入湯税、たばこ税  

産業振興課 

〈移住定住促進室〉
商工係 商工業振興、中小企業対策、移住定住促進 

ものづくり支援センター 
駅前交流情報拠点施設 
しごと創生拠点施設 

観光係 観光振興、観光宣伝、観光資源保護 
観光振興局・しもすわ今昔
館・八島ビジターセンター
あざみ館・おんばしら館 

文化遺産活用係 文化財保護活用、博物館 

諏訪湖博物館・宿場街道資
料館・今井邦子文学館・伏

見屋邸・七曜星社蔵・埋蔵
文化財センター 

農林係 農政、耕地林務、水産業、農業委員会事務局 農業委員会 

別 棟 ２階 建設水道課 建設管理係 道路橋りょう維持管理・建設、交通安全対策、水防  

都市整備係 都市計画、建築、公園緑地管理  

〈国道バイパス推進室〉関連調整係 治山・治水・バイパス・国県事業の調整  

 水道温泉経理係 上水道・下水道・温泉経理事務、収納・徴収事務  

下水道温泉管理係 下水道・温泉維持管理  

上水道管理係 上水道・水源浄水施設維持管理、水質管理 東俣浄水場・配水池 

本庁舎 ３階 議会事務局 庶務議事係 議事、請願・陳情、監査委員事務局 監査委員 

消防署 

(諏訪広域消防) 
消防課 庶務係 教育指導、防犯、防火、救急救助、消防団、水防  

文化センター 

(教育委員会) 

教育こども課 教育総務係 学校教育、学校施設整備、教育委員会事務局 
教育委員会 

小学校２校・中学校２校 

子育て支援係 
児童福祉、学童クラブ、青少年健全育成 
保育園維持管理、子育て支援 

保育園３園・せせらぎ園 

子育てふれあいセンター 
いずみ湖公園研修の家 

生涯学習係 
生涯学習、文化センター、公民館 
勤労青少年ホーム 

文化センター・公民館 
勤労青少年ホーム 

健康サポート係 健康づくり推進、健康運動施設維持管理 
高浜健康温泉センター 
健康ステーション 
健康フィールド 

スポーツ振興係 スポーツ振興、スポーツ施設維持管理 

体育館・屋内運動場 
総合運動場・錬成の家 

高浜マレットゴルフ場 
高浜多目的グラウンド 
漕艇場・ローイングパーク 

図書館 図書館運営、地域資料保存 図書館  
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月 町県民税 固定資産税 軽自動車税 
国民健康保険税 

後期高齢者医療保険料 介護保険料 

令和４年４月    
４月分 

 ５月 ２日(月) 
４月分 

 ５月 ２日(月) 

    ５月  
１期分 

 ５月 ２日(月) 
全 期 

 ５月３１日(火) 
５月分 

 ５月３１日(火) 
５月分 

 ５月３１日(火) 

    ６月 
１期分 

 ６月３０日(木) 
  

６月分 
 ６月３０日(木) 

６月分 
 ６月３０日(木) 

    ７月    
７月分 

 ８月 １日(月) 
７月分 

 ８月 １日(月) 

    ８月 
２期分 

 ８月３１日(水) 
２期分 

 ８月 １日(月) 
 

８月分 
 ８月３１日(水) 

８月分 
 ８月３１日(水) 

    ９月        
９月分 

 ９月３０日(金) 
９月分 

 ９月３０日(金) 

   １０月 
３期分 

１０月３１日(月) 
  

１０月分 
１０月３１日(月) 

１０月分 
１０月３１日(月) 

   １１月    
１１月分 

１１月３０日(水) 
１１月分 

１１月３０日(水) 

   １２月  
３期分 

１２月２６日(月) 
 

１２月分 
１２月２６日(月) 

１２月分 
１２月２６日(月) 

令和５年１月 
４期分 

 １月３１日(火) 
  

１月分 
 １月３１日(火) 

１月分 
 １月３１日(火) 

    ２月  
４期分 

 ２月２８日(火) 
 

２月分 
 ２月２８日(火) 

２月分 
 ２月２８日(火) 

    ３月    
３月分 

 ３月３１日(金) 
３月分 

 ３月３１日(金) 

担当課 税 務 課 住民環境課 保健福祉課 

 

月 上下水道料 温泉使用料 
保 育 料 
園児給食費 

水月霊園管理料 
 

令和４年４月 
４月分 

 ５月 ２日(月) 
４月分 

 ５月 ２日(月) 
４月分 

 ５月 ２日(月) 
 

    ５月  
５月分 

 ５月３１日(火) 
５月分 

 ５月３１日(火) 
 

    ６月 
 ６月分 

 ６月３０日(木) 
６月分 

 ６月３０日(木) 
６月分 

 ６月３０日(木) 
 

    ７月  
７月分 

 ８月 １日(月) 
７月分 

 ８月 １日(月) 
全 期 

 ８月 １日(月) 

    ８月 
 ８月分 

 ８月３１日(水) 
８月分 

 ８月３１日（水） 
８月分 

 ８月３１日（水） 
 

    ９月  
９月分 

 ９月３０日(金) 
９月分 

 ９月３０日(金) 
 

   １０月 
１０月分 

１０月３１日(月) 
１０月分 

１０月３１日(月) 
１０月分 

１０月３１日(月) 
 

   １１月  
１１月分 

１１月３０日(水) 
１１月分 

１１月３０日(水) 
 

   １２月 
１２月分 

１２月２６日(月) 
１２月分 

１２月２６日(月) 
１２月分 

１２月２６日(月) 
 

令和５年１月  
１月分 

 １月３１日(火) 
１月分 

 １月３１日(火) 
 

    ２月 
 ２月分 

 ２月２８日(火) 
２月分 

 ２月２８日(火) 
２月分 

 ２月２８日(火) 
 

    ３月  
３月分 

 ３月３１日(金) 
３月分 

 ３月３１日(金) 
 

担当課 建設水道課 教育こども課 
地域開発公社 
（総務課） 

令
和
三
年
度 

中
学
生
の
「
税
に
関
す
る
作
文
・
標
語
コ
ン
ク
ー
ル
」
町
長
賞 

 

税
金
が 

故
郷
を
守
る 

鍵
に
な
る 

（
下
諏
訪
社
中
学
校
三
年 

宮
坂 

ひ
な 

さ
ん
） 
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