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平成２７年度 施政並びに予算編成方針 

 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 平成２７年３月定例議会において、平成２７年度一般会計予算案をはじめ、町政の

重要案件をご審議いただくにあたり、私の町政運営に関する基本的な所信を申し上げ、

議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を願うものであります。 

 

 

国内の経済状況は、国の経済政策による効果もあり、円安と原油安により輸出関連

企業を中心に好調の兆しが見え、昨年１０月から１２月の国内総生産（ＧＤＰ）は３

期ぶりのプラス成長になるなど、景気は緩やかな回復基調にあるとされております。 

しかし、昨年４月の消費税増税により、個人消費が未だ回復せず、景気回復の動

きが地方には十分に及んでいない状況にあります。また、国は地方創生や経済活性化

の観点から、「まちづくり、ひとづくり、しごとづくり」の推進、子育て支援や医療・

介護分野の充実など暮らしの安全・安心の確保に資する施策に重点化が図られるなど、

本年度を上回る地方一般財源総額が確保されております。 

箕輪町は、今年、町発足６０周年を迎え、先人・諸先輩の皆様のたゆまぬ努力の甲

斐あって活力あふれるすばらしい町に発展してきました。しかし、少子・高齢化、人

口減少は当町にもひしひしと迫ってきている待ったなしの課題となっています。 

こうした中、今回提出しました平成２７年度予算案は、私にとりまして就任後初の

当初予算であります。平成２７年度は、今後の長期的な町の方向性を決めていく重要

な時期でもあり、従来からの「子育て支援・教育の充実したまちづくり」、「安全安心

なまちづくり」を引続き推進するとともに、町民の皆様と手を携えて「さらに力強い

まち」づくりを目指し、人も元気に！まちも元気に！産業も元気に！みんな元気に！

をスローガンに「住んでいて良かった」「住んでみたい」まち箕輪、を実現するため、

ソフト事業を中心に予算を編成いたしました。 
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平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度予算編成の基本方針予算編成の基本方針予算編成の基本方針予算編成の基本方針    

 

 平成２７年度は、まちづくりの今後１０年の方向性を示す次期総合計画の策定をは

じめ、地方創生のための地方版総合戦略と人口ビジョン、公共施設総合管理計画の策

定など、人口減少という局面を迎えてはじめての中長期的なまちの舵取りを考える、

転機の年です。 

 また、少子・高齢化、人口減少問題をはじめ、地域人材の育成、農林業を含めた産

業の振興など、今後も安心して住み続けられる町であるための課題も多く、住民の皆

様と知恵を絞り、できることを総動員して立ち向かう必要があります。 

 そこで、これまで取り組んできたまちづくりを基本としながら、適切な評価と成果

を通じて磨き上げ、次の１０年に向けて「さらに力強い」まちづくりを進めるべく、

「「「「５５５５つのつのつのつの重点施策」重点施策」重点施策」重点施策」を柱に予算編成を進めてまいりました。 

 

第第第第１１１１に「に「に「に「長期的なまちづくりの計画策定」長期的なまちづくりの計画策定」長期的なまちづくりの計画策定」長期的なまちづくりの計画策定」でございます。 

みのわ未来委員会を立ち上げ、第５次振興計画を含む長期的な町のあり方を考えて

まいります。また、みのわブランド戦略を策定し「みのわ」を積極的に発信してまい

ります。 

 第２に「第２に「第２に「第２に「少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」であります。 

 子育て世帯の負担軽減を図るとともに、さまざまな切り口で人口減少問題に取り組

みます。保育園の整備も早期に実現するよう進めてまいります。 

 第３第３第３第３にににに「「「「がんばる人がんばる人がんばる人がんばる人・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・地域地域地域地域をををを応援応援応援応援しししし、、、、まちを元まちを元まちを元まちを元気に」気に」気に」気に」いたします。 

農・商・工業の活性化や今がんばっている人を支援する仕組みをつくります。町発

足６０周年記念事業を皆さんの参加のもとに開催し、元気なまちを目指します。 

第４に「第４に「第４に「第４に「住みやすく住みやすく住みやすく住みやすく安全・安心なまちづくり安全・安心なまちづくり安全・安心なまちづくり安全・安心なまちづくり」」」」であります。 

豊かな自然環境の保持と快適に生活するためのインフラ整備を引き続き進めると

ともに、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めて参ります。 

自助・共助・公助を基本とし、自助のサポート、共助のシステムの構築と支援を踏

まえ公助について充実を図ります。 

第第第第５５５５に「に「に「に「足腰の強い行財政運営」足腰の強い行財政運営」足腰の強い行財政運営」足腰の強い行財政運営」であります。 

迫りくる困難な局面に立ち向かい課題を解決していく人材を育成し、財政面でもよ

り健全な運営を進めてまいります。 
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平成平成平成平成２７２７２７２７年度予算の概要年度予算の概要年度予算の概要年度予算の概要    

 

「「「「将来を見据えた将来を見据えた将来を見据えた将来を見据えた未来思考未来思考未来思考未来思考型型型型」予算」予算」予算」予算    

 

平成２７年度 会計別歳入歳出予算一覧 

                    （単位：千円、％） 

本年度 前年度 比較 増減率

8,807,000 8,888,000 △ 81,000 △ 0.9

事業勘定 2,730,059 2,349,576 380,483 16.2

施設勘定 70,240 82,006 △ 11,766 △ 14.3

227,749 237,072 △ 9,323 △ 3.9

1,881,777 1,784,651 97,126 5.4

13,716,825 13,341,305 375,520 2.8

収益的収入 506,096 564,500 △ 58,404 △ 10.3

収益的支出 506,096 666,354 △ 160,258 △ 24.0

資本的収入 10,600 18,700 △ 8,100 △ 43.3

資本的支出 208,019 208,390 △ 371 △ 0.2

収益的収入 1,079,182 1,152,216 △ 73,034 △ 6.3

収益的支出 1,079,182 1,152,216 △ 73,034 △ 6.3

資本的収入 500,701 454,844 45,857 10.1

資本的支出 871,056 866,312 4,744 0.5

15,302,103 15,159,875 142,228 0.9

小　　　　計

会計名

合　　計（小計+公営企業会計収益的支出）

介護保険特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

一般会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

 

 

 平成平成平成平成２２２２７７７７年度一般会計当初予算額は年度一般会計当初予算額は年度一般会計当初予算額は年度一般会計当初予算額は８８８８８８８８億億億億７７７７００００００００万円万円万円万円となり、２６年度に比べ 

８８８８，，，，１１１１００万円、０．００万円、０．００万円、０．００万円、０．９９９９％％％％減減減減となりました。 

 

減減減減額額額額のののの要因要因要因要因としては、町内巡回バスの更新完了町内巡回バスの更新完了町内巡回バスの更新完了町内巡回バスの更新完了によりによりによりにより４，２４，２４，２４，２１９１９１９１９万円の減、万円の減、万円の減、万円の減、社会資社会資社会資社会資

本整備総合交付金・本整備総合交付金・本整備総合交付金・本整備総合交付金・狭あい道路整備事業が４，６０狭あい道路整備事業が４，６０狭あい道路整備事業が４，６０狭あい道路整備事業が４，６０８８８８万円の減、万円の減、万円の減、万円の減、広域化に伴う伊那消広域化に伴う伊那消広域化に伴う伊那消広域化に伴う伊那消

防組合負担金防組合負担金防組合負担金防組合負担金がががが１１１１億億億億５５５５１８１８１８１８万円万円万円万円減減減減、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業
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が８，２９３万円の減が８，２９３万円の減が８，２９３万円の減が８，２９３万円の減になったことがあげられます。 

増増増増額額額額の要因の要因の要因の要因は、三日町保育園園庭拡張工事が三日町保育園園庭拡張工事が三日町保育園園庭拡張工事が三日町保育園園庭拡張工事が２２２２，，，，２９５２９５２９５２９５万円、多面的機能支払交付万円、多面的機能支払交付万円、多面的機能支払交付万円、多面的機能支払交付

金事業が金事業が金事業が金事業が２２２２，，，，９６９９６９９６９９６９万円万円万円万円増、増、増、増、消防団ポンプ車の更新が１消防団ポンプ車の更新が１消防団ポンプ車の更新が１消防団ポンプ車の更新が１,,,,７７７７２８２８２８２８万円万円万円万円を新規を新規を新規を新規に計上し

たこと等が増の要因です。 

 

 平成平成平成平成２２２２７７７７年度の主な事業年度の主な事業年度の主な事業年度の主な事業としてとしてとしてとして、、、、    

「「「「長期的なまちづくり長期的なまちづくり長期的なまちづくり長期的なまちづくり計画計画計画計画策定策定策定策定」」」」のために、のために、のために、のために、    

    みのわ未来委員会の設立とみのわ未来委員会の設立とみのわ未来委員会の設立とみのわ未来委員会の設立と総合総合総合総合計画の策定に計画の策定に計画の策定に計画の策定に８８３８８３８８３８８３万万万万円、円、円、円、総合的な総合的な総合的な総合的なみのわブランドみのわブランドみのわブランドみのわブランド

戦略に１戦略に１戦略に１戦略に１００万００万００万００万円、円、円、円、公共施設総公共施設総公共施設総公共施設総合管理計画の策定に合管理計画の策定に合管理計画の策定に合管理計画の策定に４０５万４０５万４０５万４０５万円を計上いたしました。円を計上いたしました。円を計上いたしました。円を計上いたしました。    

    

    次に、迫りくる次に、迫りくる次に、迫りくる次に、迫りくる「「「「少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」少子・高齢化、人口減少問題への挑戦」としてとしてとしてとして    

    保育料の負担軽減保育料の負担軽減保育料の負担軽減保育料の負担軽減をををを約２約２約２約２,,,,００００００００００００万円、学童万円、学童万円、学童万円、学童クラブクラブクラブクラブの負担の負担の負担の負担をををを約約約約５５５５００００００００万円万円万円万円軽減軽減軽減軽減いたいたいたいた

しましましましますすすす。。。。また、また、また、また、新規に新規に新規に新規に産後ケア産後ケア産後ケア産後ケア・母乳相談・母乳相談・母乳相談・母乳相談事業事業事業事業をををを実施するとともに実施するとともに実施するとともに実施するとともに、、、、不妊治療費補助不妊治療費補助不妊治療費補助不妊治療費補助

事業事業事業事業を１４３万円を１４３万円を１４３万円を１４３万円にににに拡充いたしました。拡充いたしました。拡充いたしました。拡充いたしました。    

新たに産科新たに産科新たに産科新たに産科医療機関が町内医療機関が町内医療機関が町内医療機関が町内にににに開業した場合開業した場合開業した場合開業した場合のののの費用費用費用費用補助制度補助制度補助制度補助制度を創設しを創設しを創設しを創設し、安心して出産、安心して出産、安心して出産、安心して出産

ができるができるができるができる体制を体制を体制を体制を目指して目指して目指して目指してまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    保育園の整備では、三日町保育園園庭の拡張工事を保育園の整備では、三日町保育園園庭の拡張工事を保育園の整備では、三日町保育園園庭の拡張工事を保育園の整備では、三日町保育園園庭の拡張工事を２２２２，，，，２９５２９５２９５２９５万円で行うとともに、万円で行うとともに、万円で行うとともに、万円で行うとともに、

木下と沢の保育園につ木下と沢の保育園につ木下と沢の保育園につ木下と沢の保育園についていていていては地元とは地元とは地元とは地元と検討検討検討検討を進めを進めを進めを進めてまいります。てまいります。てまいります。てまいります。    

    

    次に、「次に、「次に、「次に、「がんばる人・事業者・地域を応援しがんばる人・事業者・地域を応援しがんばる人・事業者・地域を応援しがんばる人・事業者・地域を応援し、、、、まちを元気に」まちを元気に」まちを元気に」まちを元気に」するため、するため、するため、するため、    

    新たに、新たに、新たに、新たに、頑張る頑張る頑張る頑張る元気な商店元気な商店元気な商店元気な商店応援事業として３００万円を計上し、商業の活性化を支応援事業として３００万円を計上し、商業の活性化を支応援事業として３００万円を計上し、商業の活性化を支応援事業として３００万円を計上し、商業の活性化を支

援します。また、農業応援団を検討し農業に対する援します。また、農業応援団を検討し農業に対する援します。また、農業応援団を検討し農業に対する援します。また、農業応援団を検討し農業に対する新たな新たな新たな新たな支援支援支援支援とととと地域おこし協力隊員地域おこし協力隊員地域おこし協力隊員地域おこし協力隊員

も増員して地域の元気をサポートします。も増員して地域の元気をサポートします。も増員して地域の元気をサポートします。も増員して地域の元気をサポートします。    

    町発足６０周年事業では町発足６０周年事業では町発足６０周年事業では町発足６０周年事業では８００万円を計上し、８００万円を計上し、８００万円を計上し、８００万円を計上し、住民住民住民住民の皆の皆の皆の皆ささささんがんがんがんが大勢参加大勢参加大勢参加大勢参加できるようできるようできるようできるよう

なななな記念記念記念記念事業を行事業を行事業を行事業を行っっっってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。    

    ながたながたながたながた自然自然自然自然公園周公園周公園周公園周辺リニュ辺リニュ辺リニュ辺リニューアーアーアーアルルルル事業では６，事業では６，事業では６，事業では６，８１６８１６８１６８１６万円を計上し万円を計上し万円を計上し万円を計上し平成平成平成平成２６年度２６年度２６年度２６年度かかかか

ららららの事業を完了の事業を完了の事業を完了の事業を完了させさせさせさせ、皆、皆、皆、皆様様様様のののの憩憩憩憩いいいいの場としての場としての場としての場として新たに新たに新たに新たにオオオオープンいたします。ープンいたします。ープンいたします。ープンいたします。    

        

「「「「住みやすく住みやすく住みやすく住みやすく安全安全安全安全・・・・安心なまちづくり」の安心なまちづくり」の安心なまちづくり」の安心なまちづくり」の推推推推進のために、進のために、進のために、進のために、    

自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギーの活用にーの活用にーの活用にーの活用に向け向け向け向けた新たな事業として２００万円を計上いたしました。た新たな事業として２００万円を計上いたしました。た新たな事業として２００万円を計上いたしました。た新たな事業として２００万円を計上いたしました。    

要要要要望望望望が強いが強いが強いが強い生生生生活道路の活道路の活道路の活道路の改良改良改良改良やややや側溝側溝側溝側溝のののの改修改修改修改修に１億１に１億１に１億１に１億１,,,,９８６万円、社会資本整備総合９８６万円、社会資本整備総合９８６万円、社会資本整備総合９８６万円、社会資本整備総合

交付金事業に２億１交付金事業に２億１交付金事業に２億１交付金事業に２億１,,,,１１１１１１１１６万円を計上するな６万円を計上するな６万円を計上するな６万円を計上するなどどどど、、、、イイイインンンンフフフフララララ整備を進めてまいります。整備を進めてまいります。整備を進めてまいります。整備を進めてまいります。    

まちをまちをまちをまちを守守守守る消防団員のる消防団員のる消防団員のる消防団員の報酬報酬報酬報酬を増額するなを増額するなを増額するなを増額するなどどどど１１１１,,,,２７５万円を、２７５万円を、２７５万円を、２７５万円を、消防団第３消防団第３消防団第３消防団第３分分分分団団団団のポのポのポのポ

ンプ車ンプ車ンプ車ンプ車の更新にの更新にの更新にの更新に１，７１，７１，７１，７２８２８２８２８万円万円万円万円を計上いたしました。また、を計上いたしました。また、を計上いたしました。また、を計上いたしました。また、防防防防災ハザ災ハザ災ハザ災ハザードードードードマッマッマッマップを更プを更プを更プを更
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新し新し新し新し防防防防災意識災意識災意識災意識の高の高の高の高揚揚揚揚をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、町内の気町内の気町内の気町内の気象観測装置象観測装置象観測装置象観測装置も増設してまいります。も増設してまいります。も増設してまいります。も増設してまいります。    

    

５５５５番番番番めとして「足腰の強い行財政運営」のためにめとして「足腰の強い行財政運営」のためにめとして「足腰の強い行財政運営」のためにめとして「足腰の強い行財政運営」のために    

 町町町町職職職職員の人員の人員の人員の人材材材材育成を進め育成を進め育成を進め育成を進めるとともに、町のるとともに、町のるとともに、町のるとともに、町の借借借借金である金である金である金である起債起債起債起債のののの借入借入借入借入をををを前前前前年度年度年度年度比比比比１億１億１億１億    

４，６４，６４，６４，６６６６６０万円減額し、後年度への財政負担の軽減を０万円減額し、後年度への財政負担の軽減を０万円減額し、後年度への財政負担の軽減を０万円減額し、後年度への財政負担の軽減を図図図図りました。りました。りました。りました。    

 

＜＜＜＜平成平成平成平成２２２２７７７７年度の実年度の実年度の実年度の実質質質質的な予算規的な予算規的な予算規的な予算規模＞模＞模＞模＞    

 

 平成２平成２平成２平成２６６６６年度年度年度年度のののの繰越繰越繰越繰越事業事業事業事業は、高速道路跨道橋に係る橋梁補修工事が７，５６２万３

千円、中学校給食施設建設事業（延長増工分）が４，１０８万７千円、町民体育館・

武道館・図書館の耐震診断事業が１,０５７万４千円、林道専用道桑沢線開設事業  

が１,３２８万６千円、町発足６０周年記念イベント事業が１４４万５千円のほか、プ

レミアム商品券発行事業など国の補正予算による地方創生事業分が７，６００万円で

あり、総額で２億１２億１２億１２億１,,,,８８８８０１万５０１万５０１万５０１万５千千千千円円円円の事業を繰り越します。 

 したがって、実質的な２７年度予算規模は、９０億２９０億２９０億２９０億２,,,,５０１万５５０１万５５０１万５５０１万５千千千千円円円円となります。 
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平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度一般会計予算の歳入について一般会計予算の歳入について一般会計予算の歳入について一般会計予算の歳入について    

 

 

一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算款別款別款別款別一一一一覧表（歳入）覧表（歳入）覧表（歳入）覧表（歳入）    
  

単位：千円、％ 

款 本年度予算額 

構成

比 

前年度予算額 

構成

比 

比 較 増減率 

１．町税 3,300,000 37.5 3,333,700 37.6 △ 33,700 △ 1.0 

２．地方譲与税 112,000 1.3 117,000 1.3 △ 5,000 △ 4.3 

３．利子割交付金 6,000 0.1 6,000 0.1 0 0.0 

４．配当割交付金 5,000 0.0 5,000 0.1 0 0.0 

５．株式等譲渡所得割交付金 200 0.0 200 0.0 0 0.0 

６．地方消費税交付金 312,000 3.5 312,000 3.5 0 0.0 

８．自動車取得税交付金 16,000 0.2 16,000 0.2 0 0.0 

11．地方特例交付金 15,000 0.2 15,000 0.2 0 0.0 

12．地方交付税 1,830,000 20.8 1,780,000 20.0 50,000 2.8 

13．交通安全対策特別交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0 

14．分担金及び負担金 217,281 2.5 235,394 2.6 △ 18,113 △ 7.7 

15．使用料及び手数料 53,844 0.6 53,231 0.6 613 1.2 

16．国庫支出金 666,849 7.6 734,176 8.3 △ 67,327 △ 9.2 

17．県支出金 453,022 5.1 412,169 4.6 40,853 9.9 

18．財産収入 9,181 0.1 11,625 0.1 △ 2,444 △ 21.0 

19．寄附金 4,202 0.0 1,003 0.0 3,199 318.9 

20．繰入金 398,268 4.5 273,032 3.1 125,236 45.9 

21．繰越金 300,000 3.4 330,000 3.7 △ 30,000 △ 9.1 

22．諸収入 420,753 4.8 418,470 4.7 2,283 0.5 

23．町債 684,400 7.8 831,000 9.3 △ 146,600 △ 17.6 

歳 入 合 計 8,807,000 100.0 8,888,000 100.0 △ 81,000 △ 0.9 
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町町町町税税税税は、アベノミクス効果や消費税増税後の経済状況は緩やかに回復の動きがみら

れますが、急速な円安により業種で明暗が分かれている状況の中、個個個個人町民人町民人町民人町民税税税税につい

ては、必ずしも町民税の伸びにつながっておらず、前年度比１.２％の減収を見込みま

した。法法法法人町民人町民人町民人町民税税税税については、企業収益の一部回復傾向を受け、前年度比４０．３％

の増収を見込んでおります。 

 固固固固定資産定資産定資産定資産税税税税については、３年に一度の評価替えの年であることや企業の新たな設備

投資が望めないことにより、前年度比８.３％の減収と見込み、軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税は、前年

度比６.２％の増収を、町たばこ町たばこ町たばこ町たばこ税税税税は前年度比４．２％の減収を見込みました。 

 町税全体では、３３億円と、前年度に比べ３，３７０万円、率では１．０％の減を

見込みました。 

 

 地地地地方譲与税方譲与税方譲与税方譲与税は、地地地地方揮方揮方揮方揮発発発発油譲与税油譲与税油譲与税油譲与税３，４００万円、自動自動自動自動車重車重車重車重量譲与税量譲与税量譲与税量譲与税７,８００万

円、あわせて１億１，２００万円と前年度比５００万円の減額を見込みました。 

 

 利利利利子子子子割割割割交付金交付金交付金交付金は、６００万円と前年度と同額を、 

 配配配配当当当当割割割割交付金交付金交付金交付金は、５００万円と前年同額を、 

 株式等譲渡所得割株式等譲渡所得割株式等譲渡所得割株式等譲渡所得割交付金交付金交付金交付金は、２０万円と前年度と同額を見込みました。 

 地地地地方方方方消費消費消費消費税税税税交付金交付金交付金交付金は、３億１，２００万円と前年度と同額を、 

 自動自動自動自動車車車車取得税取得税取得税取得税交付金交付金交付金交付金は、１，６００万円と前年度と同額を、 

 地地地地方方方方特例交付金特例交付金特例交付金特例交付金は、１，５００万円と前年度と同額を見込みました。 

 

 地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税は、１８億３千万円で前年度決算見込み額、地方財政計画の状況を勘案

し、前年度比５千万円の増を見込みました。 

 

 交交交交通通通通安全対策特安全対策特安全対策特安全対策特別別別別交付金交付金交付金交付金は、前年と同額の３００万円を計上いたしました。 

 

 分分分分担金担金担金担金及び及び及び及び負担金負担金負担金負担金は、２億１,７２８万１千円を見込みましたが、保育料の負担軽

減などにより、前年度より１，８１１万３千円の減額を見込みました。 

 

 使使使使用料用料用料用料及び手数及び手数及び手数及び手数料料料料は、公営住宅使用料など５，３８４万４千円を見込みました。 

 

 国庫国庫国庫国庫支出金支出金支出金支出金は、児童手当負担金、自立支援事業費負担金、社会保障・税番号制度シ

ステム整備費整備費補助金、社会資本整備総合交付金など、事業実施に伴う国庫負担

金及び国庫補助金、委託金を、あわせて６億６，６８４万９千円を見込みました。 
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 県県県県支出金支出金支出金支出金は、児童手当県負担金、自立支援事業費県負担金、国保保険税軽減負担金

などを見込み、４億５，３０２万２千円を計上いたしました。 

 

 財産財産財産財産収入収入収入収入は、土地建物貸付収入及び基金の運用収入で、９１８万１千円を見込みま

した。 

 

 寄附寄附寄附寄附金金金金は、ふるさと応援寄附金など、４２０万２千円を計上いたしました。 

 

 繰入繰入繰入繰入金金金金は、元気なまちづくりを推進するための積極的な財源として、財政調整基金

からの繰入を３億７千万円見込みました。 

 

 繰越繰越繰越繰越金金金金は３億円と前年度比３,０００万円減を見込みました。 

 

 諸収入諸収入諸収入諸収入は、４億２，０７５万３千円を見込みました。 

  

 町町町町債債債債は、町道の改良・舗装補修工事等に充てる地方道路等整備事業債、公共事業等

債などを見込みました。 

 なお、地方交付税の財源不足を地方の起債としてまかなうために発行する臨時財政臨時財政臨時財政臨時財政

対策対策対策対策債債債債を、前年同額の４億６千万円見込んでおります。 

 町債総額では、６億８，４４０万円と、前年度より１億４,６６０万円減少いたしま

した。 
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平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度一般会計予算の歳出について一般会計予算の歳出について一般会計予算の歳出について一般会計予算の歳出について    

 

 一般会計の款ごとの一覧は次の表のとおりです。 

 

一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算款別款別款別款別一一一一覧表（歳覧表（歳覧表（歳覧表（歳出出出出））））    
  

単位：千円、％ 

款 本年度予算額 構成比 前年度予算額 構成比 比 較 増減率 

１．議会費 111,201 1.3 106,023 1.2 5,178 4.9 

２．総務費 1,004,547 11.4 969,443 10.9 35,104 3.6 

３．民生費 2,296,845 26.1 2,324,220 26.1 △ 27,375 △ 1.2 

４．衛生費 1,192,947 13.6 1,176,851 13.2 16,096 1.4 

６．農林水産業費 582,818 6.6 541,519 6.1 41,299 7.6 

７．商工費 532,944 6.1 530,978 6.0 1,966 0.4 

８．土木費 1,013,866 11.5 1,108,768 12.5 △ 94,902 △ 8.6 

９．消防費 345,852 3.9 449,530 5.1 
△ 

103,678 
△ 23.1 

10．教育費 805,090 9.1 798,810 9.0 6,280 0.8 

11．災害復旧費 3,000 0.0 4,361 0.0 △ 1,361 △ 31.2 

12．公債費 878,890 10.0 832,497 9.4 46,393 5.6 

14．予備費 39,000 0.4 45,000 0.5 △ 6,000 △ 13.3 

歳 出 合 計 8,807,000 100.0 8,888,000 100.0 △ 81,000 △ 0.9 

 

 この後は、第４次振興計画に掲げられた７つの「まちづくりの７つの「まちづくりの７つの「まちづくりの７つの「まちづくりの柱柱柱柱」」」」に沿って、特別

会計で実施する事業も含めて申し上げます。 
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１１１１    ふれあいを深め、みんなでつくる協働のまちづくりふれあいを深め、みんなでつくる協働のまちづくりふれあいを深め、みんなでつくる協働のまちづくりふれあいを深め、みんなでつくる協働のまちづくり    

 

箕輪町は平成２７年１月１日に町発足６０周年町発足６０周年町発足６０周年町発足６０周年を迎えました。今日までの間、町の

発展にご尽力いただきました先人の皆様をはじめ、町を支えてくださった多くの関係

の皆さまに改めて感謝を申し上げます。 

この節目にあたり「６０年に感謝し、未来へ羽ばたく箕輪の和」をテーマに、更な

る町の発展のため、６０年の歩みから、先人が築き上げた文化や歴史を再発見し、未

来へつなげていく年と位置づけ、記念事業を実施してまいります。 

  

 平成２４年５月１２日に国際認証を取得した安全安心のまちづくり「セセセセーーーーフコミュフコミュフコミュフコミュ

ニティニティニティニティ」」」」は、平成２７年度に取得４年目を迎えようとしています。 

 これまで「地域の絆」「協働」「継続」をキーワードに安全安心の仕組みを全町的に

水平展開すべく毎年５月１２日を「箕輪町安全安心の日」と宣言するなど、「「「「セセセセーーーーフフフフ

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ」を」を」を」を基基基基本とした協本とした協本とした協本とした協働働働働のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推推推推進進進進してまいりました。 

 平成２７年度は、携帯用「命のカプセル」や認知症高齢者保護用反射靴ステッカー

等の活用により、その取組みや成果の「見える化」に努めるとともに、セーフコミュ

ニティを町民の皆様に更に理解協力していただくために、町発足６０周年記念「箕輪

町安全安心の日の集い２０１５（仮称）」などを実施いたします。 

 協働のまちづくりとしては、平成１６年度に創設した町税の１％相当を地域に合っ

た活性化事業に利用できる地域総合活性化事業交付金地域総合活性化事業交付金地域総合活性化事業交付金地域総合活性化事業交付金（（（（１１１１パパパパーーーーセセセセントントントントルルルルーーーール）ル）ル）ル）、区事

務支援金を計上いたしました。また、緊急事案対応分を予備費に留保した形で予算化

しました。 

職員雇用の面では、障障障障がい者がい者がい者がい者非常勤職非常勤職非常勤職非常勤職員の員の員の員の報酬報酬報酬報酬を計上し、障がい者雇用を推進して

まいります。 

 外国外国外国外国人の人の人の人の生生生生活支援活支援活支援活支援の一環として、庁舎内に外国人生活支援相談員を配置して、配布

文書等の翻訳、来庁者通訳、就学児童生徒及び保護者の通訳など、外国人居住者の皆

様へのサービスの向上、快適な箕輪への定住を目指します。 

 町民の皆様の生活に密着した行政関行政関行政関行政関係情報係情報係情報係情報を、よりタイムリーにわかりやすく、き

め細やかに発信するため、引き続き広報誌「みのわの実」の発行･町ホームページ・音

声告知放送・伊那ケーブルテレビによる自主番組の放映や文字情報放送を行ってまい

ります。 

 特に、「みのわの実」をはじめとする毎月の配布物は、これまで常会を通じて配布し

てまいりましたが、平成２７年度からは全ての町民の皆様のお手元に届くよう全戸配

布をしてまいります。 
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 引き続き、顧問弁護士による無無無無料料料料法律法律法律法律相談相談相談相談を継続して実施し、町民の皆様の不安解

消の機会を設けます。 

 

＜＜＜＜行財政行財政行財政行財政改革改革改革改革のののの継続推継続推継続推継続推進に進に進に進による町の体よる町の体よる町の体よる町の体質質質質強化強化強化強化＞＞＞＞    

 

 町職員の人人人人材材材材育成育成育成育成と適正な処遇を図り、職場・職場外研修、国・県への派遣研修、

ビジネスリーダー養成を目指すワークショップ講座・人材マネジメント研修等への派

遣研修により、政策形成能力の高い職員を育成してまいります。 

 平成２７年度の組平成２７年度の組平成２７年度の組平成２７年度の組織織織織体制体制体制体制といたしましては、町民が町の施策に対してよりわかりや

すくアクセスしやすい組織として、また、町の施策を庁内分権型により実行実現する

ために、経営企画課を企画振興課に、保健福祉課を福祉課と健康推進課、建設水道課

を建設課と水道課とし、それに伴い一部係の新設を行います。 

    

平成２７年度 主な予算措置  

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

継続 セーフコミュニティの推進 4,056 

新規 「町発足60 周年」記念事業 8,000 

継続 

地域総合活性化事業交付金制度の充実 

 地域活性化のため、協働のまちづくりとして、区が自ら行う事業に

対して助成する。（区事務支援金、緊急対応分含む） 

43,500 

新規 障がい者雇用の推進（非常勤職員採用） 5,221 

継続 外国籍住民生活相談業務 1,440 

継続 国、県等への職員研修派遣 14,393 

継続 地域集会施設建設、改修事業補助金 （平成 26 年度 3,723 千円） 1,887 

継続 固定資産税基礎資料整備委託 2,495 
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２２２２    誰もが健やかに暮らせるぬくもりのあるまちづくり誰もが健やかに暮らせるぬくもりのあるまちづくり誰もが健やかに暮らせるぬくもりのあるまちづくり誰もが健やかに暮らせるぬくもりのあるまちづくり    

 

＜健康＜健康＜健康＜健康づくりのづくりのづくりのづくりの推推推推進進進進＞＞＞＞    

 

「「「「誰誰誰誰もがいきいき、みんなで支もがいきいき、みんなで支もがいきいき、みんなで支もがいきいき、みんなで支ええええる福祉のまちる福祉のまちる福祉のまちる福祉のまち健康健康健康健康長長長長寿寿寿寿のののの里里里里    箕輪箕輪箕輪箕輪町」町」町」町」を目指し、

健康寿命の延伸に力点を置いた特徴のある健康づくり施策を継続して実施してまいり

ます。 

 箕輪箕輪箕輪箕輪町の町の町の町の健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりの特徴は、コミュニティづくりにあります。１１年目を迎える

みのわみのわみのわみのわ健康健康健康健康アアアアカデミカデミカデミカデミーーーーの開講、アカデミーＯＢとの連携による運動ボランティアの育

成、箕輪町食生活改善推進協議会との連携による食育ボランティアの育成等、介護予

防拠点施設を活用した健康コミュニティづくりの推進を図ってまいります。 

 町民の生活習慣の変化と多様化により、高血圧、脂質異常症、糖尿病等の生生生生活活活活習慣習慣習慣習慣

病病病病が増加し、これらによる心疾患、脳卒中、慢性腎臓病等の重篤な疾患が発症してい

ます。これらの生活習慣病の増加は、医療費の増加にもつながることから健康づくり

対策において大きな課題となっています。 

疾病は、特に予防と早期発見が重要であるため、特定健診の対象外となる２０歳～

３９歳の若年層についてその受診機会を増やし、早期の生活習慣病予防に取り組むと

ともに、引き続き、がん検がん検がん検がん検診診診診のののの無無無無料料料料節節節節目検目検目検目検診診診診、、、、個個個個人負担金の軽減、人負担金の軽減、人負担金の軽減、人負担金の軽減、受診会場や日程等

に配慮した検診受診率の向上、生活改善の必要な方への保健師、管理栄養士による保

健指導を強化いたします。 

高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりでは、人間ドック・循環器健診の補助を引き続き実施してまい

ります。 

 予防予防予防予防接種接種接種接種事業事業事業事業は、昨年１０月から定期接種となった水痘と高齢者肺炎球菌ワクチン

をはじめとする各種定期予防接種を引き続き実施することで、感染症の予防とまん延

防止に努めてまいります。新たに、里帰り先など県外の医療機関で接種した予防接種

費用の公費負担補助を実施してまいります。 

 成人成人成人成人歯歯歯歯科保科保科保科保健健健健事業事業事業事業は、２０歳から６０歳までの１０年ごとの節目の歯科健診を無料

で実施する歯歯歯歯科ド科ド科ド科ドッッッック事業ク事業ク事業ク事業を引き続き実施し、定期的な歯科健診及び歯の大切さを認

識してもらい、生涯現役の健康な体づくりを推進してまいります。 

経済の低迷やストレス社会により、心や身体のバランスを崩しやすい環境であるた

め、専用フリーダイヤルで３６５日２４時３６５日２４時３６５日２４時３６５日２４時間電話間電話間電話間電話相談できる事業相談できる事業相談できる事業相談できる事業を引き続き実施する

とともに、健康づくり講演会やこころの健康相談を実施してまいります。 

 

＜＜＜＜子育て支援のための保子育て支援のための保子育て支援のための保子育て支援のための保健健健健事業事業事業事業＞＞＞＞    
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    産科産科産科産科医療機関が町内に新規開業した場合医療機関が町内に新規開業した場合医療機関が町内に新規開業した場合医療機関が町内に新規開業した場合のののの費用補助費用補助費用補助費用補助制度を創設制度を創設制度を創設制度を創設し、町内に産科医療

機関を確保することにより、妊婦が安心して出産できる環境づくりに取り組みます。 

妊婦が健診費用の心配をせず、出産までに必要とされる１４回の健診、４回の超音

波検査及び血液検査等が受診できるように、妊妊妊妊婦健診婦健診婦健診婦健診費用費用費用費用を補助する予算を引き続き

計上いたしました。 

また、妊娠期間中の口腔内の病気や虫歯が、胎児にも影響を及ぼすことに着目し、

妊婦が無料で歯科健診を受けられる妊妊妊妊婦歯婦歯婦歯婦歯科科科科健康診査健康診査健康診査健康診査「プ「プ「プ「プレママレママレママレママ歯歯歯歯ッピッピッピッピー事業」ー事業」ー事業」ー事業」を引

き続き実施するため、必要経費を計上いたしました。 

 少子化対策の充実少子化対策の充実少子化対策の充実少子化対策の充実としては、不妊治療費に対する補助上限額を拡充し、不妊治療を不妊治療を不妊治療を不妊治療を

行行行行っっっっているているているている夫婦夫婦夫婦夫婦のののの経済経済経済経済的負担の軽減的負担の軽減的負担の軽減的負担の軽減を図るとともに、新たに、出産後の育児不安解消

や母子の健康保持を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりのため、出産後の産婦

を対象に医療機関や助産所において、母体管理、育児支援及び母乳相談など産後ケ産後ケ産後ケ産後ケ

ア・母乳相談ア・母乳相談ア・母乳相談ア・母乳相談等等等等事業事業事業事業に係る費用の補助について必要な予算を計上いたしました。 

 新新新新生児生児生児生児の全の全の全の全戸訪戸訪戸訪戸訪問事業問事業問事業問事業は、保健師等により育児相談等を引き続き実施するとともに、

低出生体重児に係る未熟児養育医療費の給付と、該当児及び母親への保健師による訪

問事業を引き続き実施してまいります。 

 子育て情報や子どもの成長記録が残せる箕輪箕輪箕輪箕輪町町町町オリジナル版オリジナル版オリジナル版オリジナル版の「子育ての「子育ての「子育ての「子育てメモリメモリメモリメモリーブーブーブーブ

ッッッック」ク」ク」ク」は好評をいただいており、引き続き出産記念品として配布してまいります。 

    また、新たな事業として誕生した子どもさんとご両親、ご家族に感謝の気持ちを表

すため、出産出産出産出産祝祝祝祝いいいい品品品品をををを贈呈贈呈贈呈贈呈いたします。 

 

＜＜＜＜子育て支援の子育て支援の子育て支援の子育て支援の推推推推進と安心して子育てのできる進と安心して子育てのできる進と安心して子育てのできる進と安心して子育てのできる環境環境環境環境整備整備整備整備＞＞＞＞    

 

核家族化の進展や社会環境の変化の中で、保護者の期待に応える保育園運営保育園運営保育園運営保育園運営を行うと

ともに、保護者の経済的な負担の軽減を図るため保育料、長時保育料、長時保育料、長時保育料、長時間間間間保育料保育料保育料保育料の見直しを行

います。また、多子世帯の負担の軽減を図るため、第３子以降の子の保育料を新たに

軽減し、安心して子育てができる町づくりを推進いたします。 

保育保育保育保育に関しては、保育士の専門性を高める研修を充実させるとともに、増加する長長長長

時時時時間間間間保育保育保育保育や００００歳児歳児歳児歳児保育保育保育保育のニーズに応えるため、引き続き０歳児保育と長時間保育を実

施いたします。また、仕事と子育ての両立支援のため、病児病児病児病児・・・・病病病病後後後後児児児児保育保育保育保育の経費を増

額いたします。 

発発発発達達達達支援支援支援支援を必要とする子どもが増加傾向にあるため、発達支援専門員と保育園に加

配保育士３３人を配置し、一人ひとりの発達を見極めた支援計画に基づく保育を実施
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するとともに、保護者支援を推進いたします。 

保育園就園前の子育てに関しては、地域の子育てサークルの活動に対する「地域子「地域子「地域子「地域子

育て支援事業補助金」育て支援事業補助金」育て支援事業補助金」育て支援事業補助金」事業を継続し、活性化を図ってまいります。 

 また、子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援セセセセンンンンタタタターーーーは開所以来利用者が増加していますが、更に、子育て世

帯のつながりを深めるための事業を展開してまいります。 

 虐待や引きこもり等子育てをめぐる多様な課題に対応するため、新たに家家家家庭相談員庭相談員庭相談員庭相談員

を配置し、相談体制の充実を図ります。 

 保育保育保育保育施設の整備施設の整備施設の整備施設の整備に関しては、三日町保育園の園庭拡張工事を行うとともに、保育園

施設の長寿命化のための整備計画を策定し、安全安心の保育環境の整備を進めます。

木下保育園と沢保育園の建設については、地域住民・保護者等と協議し、検討を進め

てまいります。 

 新しい子育て制度を盛り込んだ「子「子「子「子どどどども・子育て支援も・子育て支援も・子育て支援も・子育て支援法法法法」」」」が平成２７年度から施行

されます。箕輪町子ども・子育て支援事業計画により事業を進め、子育てしやすい環

境整備を図ってまいります。 

 

＜＜＜＜福祉施策の充実福祉施策の充実福祉施策の充実福祉施策の充実＞＞＞＞    

 

 箕輪箕輪箕輪箕輪町総合福祉計画町総合福祉計画町総合福祉計画町総合福祉計画に基づき、地域福祉・高齢者福祉・障がい者福祉について施策

展開をしてまいります。 

 医療費給付事業医療費給付事業医療費給付事業医療費給付事業については、乳幼児、障がい者、母子・父子家庭等の皆さんが安心

して医療が受けられる制度を引き続き実施してまいります。 

ここで、県事業においては、乳幼児医療費・障がい児医療について、対象者が拡大

されることとなりますが、町では平成２５年度から、今回、県が拡大する対象者範囲

を超えて給付を行ってきており、引き続き子育て世帯や障がい者の方々の経済的負担

の軽減に努めてまいります。 

 地域支え合い体制づくり事業として社会福祉協議会に委託した、認知症者を地域で

支え合う「すまいるサ「すまいるサ「すまいるサ「すまいるサポート事業」ポート事業」ポート事業」ポート事業」の拡充、また、「住民支「住民支「住民支「住民支ええええ合い合い合い合いマッマッマッマップ」プ」プ」プ」の活用な

どを社会福祉協議会や区との連携により進めてまいります。 

 上伊那８市町村で設置した、認知症の高齢者や知的・精神障がい者の権利擁護、財

産管理などを行う「上伊那成年後「上伊那成年後「上伊那成年後「上伊那成年後見セ見セ見セ見センンンンタタタター」ー」ー」ー」を活用し、引き続き認知症や知的・精

神障がい者の権利擁護、財産管理などに取り組んでまいります。 

 高齢者が住みなれた地域で安心して生活できるよう、地域地域地域地域包括包括包括包括支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーーを核と

して、医療、介護予防、認知症ケアなどが一体的に提供される地域地域地域地域包括包括包括包括ケアケアケアケアシシシシスススステムテムテムテム

の構築を進めてまいります。 
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また、高齢者の生きがいと健康づくりへの取り組みを支援するため、高齢者の各種

活動やシルバー人材センターへの支援を引き続き行います。 

障害者総合支援法に基づき、障がいのある方や難病の方が安心して自分らしくこの

地域で日常生活や社会生活を営むがことができるよう、相談支援事業所の協力を仰ぎ

ながら町の状況に応じて柔軟に対応できる地域地域地域地域生生生生活支援事業活支援事業活支援事業活支援事業と障障障障がい福祉サーがい福祉サーがい福祉サーがい福祉サービビビビスススス

を引き続き運用していきます。 

また、上伊那障害者総合支援センター、上伊那圏域自立支援協議会、各種関係団体

と連携を図りながら、地域ニーズでもある障がい者の活動、居住の場の誘致・設置と

町単独福祉サービスの充実や地域社会資源である事業所や人材の育成に取り組んでま

いります。 

 

平成２７年度 主な予算措置 

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

継続 
みのわ健康アカデミー第１１期生 

健康ブランド化事業（アカデミーOB 会・10 周年事業) 
11,691 

継続 若年層（特定健診の対象外２０～３９歳）の循環器健診事業 3,443 

継続 各種がん検診事業（胃・大腸・肺・前立腺・乳・子宮） 30,066 

継続 24 時間対応健康医療電話相談委託料 3,597 

継続 妊婦健康診査事業 21,065 

拡充 不妊治療費助成事業 1,439 

新規 産後ケア・母乳相談等事業 878 

継続 未熟児養育医療費給付事業 1,383 

新規 出産祝い品の贈呈 540 

新規 保健センターエアコン設置工事 3,251 

継続 病児・病後児保育事業 （平成 26 年度  13,000 千円） 16,000 

新規 保育園施設整備事業（三日町保育園園庭拡張工事） 22,950 

継続 発達支援事業（子どもの成長支援と、就学を見据えた親支援） 834 

継続 医療費給付事業 87,335 
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継続 町単独福祉医療費給付事業  42,463 

継続 家族介護等支援事業 13,557 

継続 地域包括ケアシステム構築事業 3,726 

継続 障がい者地域生活支援事業 25,277 

継続 障がい者福祉サービス給付費 284,700 

    

    

    

    

３３３３    住みやすく人にやさしい都市基盤の整備を目指したまちづくり住みやすく人にやさしい都市基盤の整備を目指したまちづくり住みやすく人にやさしい都市基盤の整備を目指したまちづくり住みやすく人にやさしい都市基盤の整備を目指したまちづくり    

 

＜土＜土＜土＜土木事業木事業木事業木事業＞＞＞＞    

 

 公共公共公共公共土土土土木事業関木事業関木事業関木事業関係係係係は、各区から各区から各区から各区からの強い要の強い要の強い要の強い要望望望望により、緊急かつ効果のある生活道路を

中心に実施いたします。新規舗装・修繕、側溝改修は、町道４７１号線、町道３３７

号線、町道５１３号線ほか４５路線を実施し新興住宅地の道路整備も計画的に進めま

す。また、道路改良は、町道３２９号線、町道５２６・５３１号線ほか９路線など予

算を増額し、実施いたします。なお、道路の凹凸などの緊急補修は､迅速に対応するこ

とに努め､事故の原因とならないように取り組み、町民との協働による道路・河川・公

園等の維持管理の適正化、早期対応を推進いたします。 

 また、道路法施行規則の一部改正により、５年に１度５年に１度５年に１度５年に１度、、、、道路道路道路道路橋橋橋橋のののの近接近接近接近接目目目目視視視視による点による点による点による点

検検検検が義務づけられたことから本年度から計画的に実施することとし、今年度は約４０

橋の点検を実施します。 

 社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業社会資本整備総合交付金事業により、町道５１・５２号線用地取得、５０８号線道

路改良や橋梁長寿命化修繕計画に基づき中央道に架かる跨道橋などの補修工事を計画

的に進めます。 

 また、住宅地の拡大に伴う生活道路の整備を進めるため、狭あい道路整備狭あい道路整備狭あい道路整備狭あい道路整備等促等促等促等促進事進事進事進事

業業業業により４ｍに満たない道路幅員の拡幅整備を引き続き推進いたします。 

 河川環境河川環境河川環境河川環境のののの整備整備整備整備については、町の管理する準用河川を中心に堆積土の除去などを計

画的に進めてまいります。 
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＜都市＜都市＜都市＜都市計画計画計画計画事業事業事業事業とととと景観景観景観景観行政行政行政行政＞＞＞＞    

 

 都市都市都市都市計画事業計画事業計画事業計画事業は、社会状況の変化による都市計画道路の未着手路線の見直し作業を

引き続き進めてまいります。 

景観行政については、山並みを中心とした町の風景を未来にわたって大切にしてい

くため、景観計画の策定を行っており、今年１０月を目処に景観行政団体に移行し、

景観計画・景観条例を施行していく予定です。 

 

＜＜＜＜上上上上水水水水道事業道事業道事業道事業＞＞＞＞    

 

 上上上上水水水水道事業道事業道事業道事業では、今後も老朽管の布設替工事を計画的に推進いたします。老朽化施

設の更新事業として、上古田配水池に濁度計、残塩計を設置いたします。 

安定した水道水供給を図るため、第５次拡張事業により、下古田配水池を長野県上

伊那水道用水企業団からの受水施設に改築いたします。 

 上水道は重要なライフラインであります。緊急時においても迅速に対応し、町民の

皆様が安全で安心して飲むことのできる良質な水の安定供給に努めてまいります。 

 

＜＜＜＜下下下下水水水水道事業道事業道事業道事業＞＞＞＞    

 

 下下下下水水水水道事業道事業道事業道事業は、平成２３年度から着手した雨水排水計画による天竜川右岸第二排水

区（沢・大出地区）の早期供用開始を目指し、平成２７年度も下流部分の整備を行い

ます。 

 また、下水道の接続率向上のため、積極的な取り組みを行うとともに、未普及箇所

等で緊急整備の必要な箇所については、引き続き工事を実施してまいります。 

 老朽化した公共、農集の処理場の長寿命化改築業務、最適整備構想の策定に着手い

たします。 
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平成２７年度 主な予算措置  

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

継続 
道路等の舗装・側溝等補修 （平成2６年度 84,900 千円） 

 各区要望による町道471・513号線、町道 337号線ほか 45路線 
6１,６00 

継続 

道路等の改良整備事業 （平成 2６年度 52,950 千円） 

 各区要望による町道 329号線、町道 526・531号線ほか９路線の改良

工事費等 

5８,260 

継続 
社会資本整備総合交付金事業 （平成2６年度 252,253 千円） 

 町道 51・52、508号線道路改良、橋梁長寿命化修繕工事ほか 
211,166 

継続 
狭あい道路整備等促進事業 （平成2６年度 20,030 千円） 

 町道 101号線、町道587・588号線ほか用地取得・道路改良工事 
15,030 

継続 
交通安全対策施設設置工事 （平成2６年度 5,350 千円） 

 町道 697号線、町道3号線ほか、町内主要道路区画線設置 
4,350 

継続 都市計画道路見直し業務 2,010 

継続 国道バイパス歩道中低木整備業務 3,150 

継続 
水道事業会計への操出 

 消火栓工事負担金等 
6,999 

継続 

【上水道事業】配水設備工事事業 

 配水管布設替等 (上古田水系、木下南城、、町道508号線ほか) 

 上古田配水池 濁度計、残塩計設置 

70,677 

継続 
【上水道事業】上水道第5次拡張事業 

 下古田配水池送水管布設工事 、調整池・送水ポンプ設置 
21,100 

継続 

下水道事業会計への操出 

農業集落排水事業分 237,000 千円 

公共下水道事業分 506,000 千円 

743,000 

継続 【下水道事業】雨水排水計画による排水路設置工事 67,000 

新規 【下水道事業】下水道施設長寿命化改築業務委託 37,000 

新規 【下水道事業】農業集落排水施設最適整備構想策定委託 6,000 
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４４４４    環境にやさしく、安心、安全、快適に暮らせるまちづくり環境にやさしく、安心、安全、快適に暮らせるまちづくり環境にやさしく、安心、安全、快適に暮らせるまちづくり環境にやさしく、安心、安全、快適に暮らせるまちづくり    

 

＜環境＜環境＜環境＜環境関関関関係＞係＞係＞係＞    

 

 豊かな自然は、かけがえのない町の財産です。この自然を次の世代に引き継ぐため、

環境・エネルギー施策を推進します。 

 ごごごごみの減みの減みの減みの減量量量量化と資化と資化と資化と資源源源源化化化化は、住民の皆様に大変ご協力いただいたおかげで、ごみの排

出量は減少傾向にあります。上伊那広域連合による新ごみ中間処理の広域化施設も計

画が進んでいますが、さらなるごみの減量化に取り組んでまいります。 

 ごごごごみの不みの不みの不みの不法投棄法投棄法投棄法投棄は、環境の悪化とごみに対する意識の低下につながります。町民一

体となって防止に努め、啓発活動を進めてまいります。 

町独自で住宅用太陽光発電設備に対する補助を実施してまいりましたが、平成２７

年度を最終年度とし、町町町町のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした自然自然自然自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普及普及普及普及に移行してまいりま

す。 

 山と水は、町の重要な資源です。この資源を有効に活用し新たな自然エネルギーの

活用を町民の皆さんと考えていくため、「「「「自然自然自然自然特性を特性を特性を特性を生か生か生か生かしたしたしたした自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギーーーー普及普及普及普及事事事事

業」業」業」業」を新しく実施します。平成２７年度は、山と水を生かしたエネルギーとして、木

質バイオマス、小規模水力発電の研究を行います。また、町民の皆様に自然エネルギ

ーを理解していただくため、「自然エネルギー啓発イベント」を開催します。 

 また、東みのわ保育園では地地地地中熱利中熱利中熱利中熱利用設備を用設備を用設備を用設備を導入導入導入導入いたしました。新たな自然エネル

ギーの有効活用に取り組んでまいります。 

 

＜＜＜＜消費者保消費者保消費者保消費者保護＞護＞護＞護＞    

 

 特殊詐欺の被害は増加を続け、被害者の約８０％が高齢者となっています。高齢者

の特殊詐欺を未然に防ぐため、関係機関と連携し、高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の見守見守見守見守りりりりネッネッネッネットトトトワワワワークークークークをつ

くります。 

 

＜＜＜＜地域交地域交地域交地域交通通通通＞＞＞＞    

 

 ＪＲＪＲＪＲＪＲ伊那伊那伊那伊那松島駅松島駅松島駅松島駅は、待合室に展示ギャラリーを設置し待合室を拡張いたしますが、

利用者の皆さまの安全を確保するため、防犯カメラを設置いたします。 

 中央自動中央自動中央自動中央自動車道の高車道の高車道の高車道の高速速速速バスバスバスバス利利利利用者用者用者用者駐駐駐駐車場車場車場車場の効率的な利用を図るため、誘導表示看板等

を設置いたします。 
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＜＜＜＜防防防防災災災災・減・減・減・減災災災災対策対策対策対策＞＞＞＞    

 

 「「「「自自自自助・共助・公助」助・共助・公助」助・共助・公助」助・共助・公助」の考えに基づき、自主防災組織や消防団を中核とした地域防

災力の充実強化など防災、減災施策を強力に展開いたします。 

 防災、減災は、地域の実態を町民の皆様がそれぞれ認識することが重要なため、昨

年９月知事指定を受けた土砂災害警戒区域等を地図化した防災ハザードマップの全戸

配布と、気象観測装置の増設を行います。 

 大規模災害、まず対応できるのは身近な地域住民組織であることから、町内全１５

区に組織化されている自自自自主防主防主防主防災災災災組組組組織織織織の充実強化の充実強化の充実強化の充実強化のための支援及び防防防防災士災士災士災士のののの養養養養成成成成を継

続いたします。 

 平成２７年度からの消防広域化に伴い、消防団については地域防災力の充実強化の

ため、さらなる連携強化が必要であり、ポンプ車更新ポンプ車更新ポンプ車更新ポンプ車更新と団員の年団員の年団員の年団員の年報酬報酬報酬報酬アアアアッッッップ、出プ、出プ、出プ、出動報動報動報動報

酬酬酬酬を創設を創設を創設を創設します。 

 また災害への備えとして、昨年１０月指定した指定避難所用のマット、応急危険度

判定資機材を整備します。  

  

 

平成２７年度 主な予算措置  

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

継続 
生ごみ資源化モデル事業  

 モデル地区で生ごみの資源化減量化を推進 
7,485 

継続 
ごみ・資源物収集業務 

 可燃・不燃・資源ごみの計画収集 
62,673 

継続 廃食用油リサイクル推進事業（ＢＤＦ精製事業） 2,377 

継続 
新エネルギー活用推進事業 

 住宅用太陽光発電の導入支援、1件80 千円限度 
4,000 

新規 

自然特性を生かした自然エネルギー普及事業 

 木質バイオマス・小規模水力発電の研究      460 千円 

 自然エネルギー啓発イベントの実施        1,540 千円 

2,000 

継続 
地域交通の充実 

伊那松島駅防犯カメラ設置工事      
1,776 
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高速バス停駐車場案内表示設置工事   

新規 高齢者特殊詐欺防止見守りネットワーク 924 

新規 防災ハザードマップ作成 407 

新規 気象観測装置設備増設 589 

継続 自主防災組織育成補助 1,500 

継続 防災士養成補助金 237 

新規 消防団ポンプ車更新 17,280 

新規 消防団員報酬アップと出動報酬創設 12,754 

新規 指定避難所用マットの整備 513 

新規 応急危険度判定資機材の整備 168 

継続 住宅・建築物耐震改修事業補助金 3,000 

    

    

    

５５５５    創造と活力に満ちた産業を創造と活力に満ちた産業を創造と活力に満ちた産業を創造と活力に満ちた産業を育てる育てる育てる育てるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

 

＜＜＜＜農業を農業を農業を農業を取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情勢情勢情勢情勢のののの変変変変化化化化＞＞＞＞    

 

 平成２６年度から農地中間管理機構や日本型直接支払制度の創設、米の直接支払交

付金の半減など農業政策は大きく舵を切りました。さらに現在では、農業委員会制度

の見直しや農業協同組合改革なども論議されています。このように農業を取り巻く情

勢は大きく変わろうとしています。町はこうした情勢の変化を的確に捉えて、農林業

の振興を図ってまいります。 

 

＜＜＜＜農農農農林林林林業の業の業の業の振興＞振興＞振興＞振興＞    

 

 米の生産調整は、昨年よりも６．１９ｈａ減少した生産数量目標が示されており、

昨年同様、上伊那全体で水田活用米穀（備蓄米や飼料用米、加工米等）に取り組み、

目標達成を図っていく予定です。現時点では、平成３０年には地方が米の生産数量を
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自主的に調整することとなるため、生産農家に一層の経営意識が必要となってきます。

こうした状況に対応するため、農農農農作物作物作物作物の機能性の機能性の機能性の機能性分析分析分析分析を引き続き行い、農作物のブランブランブランブラン

ド化ド化ド化ド化や差別化を進めてまいります。 

 地域の話し合いによる「人・農地「人・農地「人・農地「人・農地プラン」プラン」プラン」プラン」により、担い手への農地集積を図るなど、

地域農業のあり方を地域と共に検討してまいります。これらの農地集積は、平成２６

年度に創設された農地農地農地農地中間中間中間中間管理機管理機管理機管理機構構構構による取り組みを活用してまいります。また、耕

作放棄地は、農業委員会をはじめとした関係機関との連携協力により、減少傾向にあ

りますが、引き続きその解消に向けて取り組んでまいります。 

 平成２６年７月には「にこりこ「にこりこ「にこりこ「にこりこキッチキッチキッチキッチンたンたンたンたべべべべりこ」りこ」りこ」りこ」がオープンし、農産物直売所に

こりこ、のうさんぶつかこうじょ、交流施設ぷらプラと一体的な事業展開ができるよ

うになりました。これらのハード面をより一層活用し、出荷していただいている農家

の所得向上や町の農産物の情報発信を行ってまいります。また、冬季間は地元産の生

鮮野菜が減少することから、出荷農家へ収穫時期を遅らせるなどの作付け依頼や、他

の直売所との相互連携による補完関係を構築してまいります。 

 平成２６年度に活動を開始した３人の地域おこし協力隊地域おこし協力隊地域おこし協力隊地域おこし協力隊に加え、今年度はもう１人

採用し４人体制とし、より地域の活動に関わりを持ち農業振興、地域振興のため活動

を行ってまいります。 

 平成２７年度は、町全体で農業を支える仕組みの構築のため、各方面から意見聴取

等を行い、「みのわまち農業応援団」「みのわまち農業応援団」「みのわまち農業応援団」「みのわまち農業応援団」の構築を行うとともに、農商工連携による六次

産業化の方向性を研究するなど、箕輪ならではの農業の魅力を感じていただけるよう

な取り組みを推進してまいります。 

 

 土土土土地地地地改良改良改良改良事業事業事業事業関係では、各区から要望があった農業用水路等の改修工事を緊急性の

高いものから順次進めてまいります。このほか、県補助土地改良事業として中央自動中央自動中央自動中央自動

車道に車道に車道に車道に架か架か架か架かる用る用る用る用水水水水路の長路の長路の長路の長寿命寿命寿命寿命化化化化調査調査調査調査を計画したほか、土地改良区が維持管理主体とな

る水路等の改修工事への助成を行うなど、農業施設の適切な維持管理を図ってまいり

ます。また、平成２４年度に東箕輪三区に結成された、地域の手で農地・農業用施設

や地域環境を守る自主活動組織に引き続き支援を行ってまいります。この取り組みは

平成２６年度に多面的機能支払多面的機能支払多面的機能支払多面的機能支払交付金交付金交付金交付金制度に移行し、新たに７地区が取り組みを始め、

町全体では１０地区で取り組んでおります。 

 

 林林林林業業業業関係では、森林の多面的機能の維持保育や除間伐に対して里山里山里山里山整備事業整備事業整備事業整備事業を活用

し補助金を交付してまいります。特に、切捨てから搬出へと間伐の実施方法の変更に

よる、間伐材の搬出に要する作業道の開設や作業路網の整備改良活動に対し、助成を
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行ってまいります。また、平成２７年度中に契約満了となる小横川上流部にある官官官官行行行行

造林分収林造林分収林造林分収林造林分収林の町の町の町の町買取分買取分買取分買取分をををを予算計上いたしました。 

 

松松松松くいくいくいくい虫虫虫虫のののの被害被害被害被害は年々北上し、南小河内地区まで被害木が発生しております。被害

の拡大と北上をできるだけ食い止めるため、監視体制の強化と早期発見に努め、被害被害被害被害

木の木の木の木の早早早早期防期防期防期防除（伐倒除（伐倒除（伐倒除（伐倒くんくんくんくん蒸処蒸処蒸処蒸処理理理理））））を実施してまいります。また、県・伊那市と共同し

て特に被害の多い福与地区の伊那市境で、被害林をすべて伐採し別の樹木を植林する

更新更新更新更新伐伐伐伐を計画してまいります。このように緩衝帯を設けることで被害拡大の進行スピ

ードを遅らせる効果を狙ってまいります。 

 農作物に甚大な被害をもたらしている鳥獣対策は、引き続き町猟友会に対する支援

を継続しながら鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害対策実施隊対策実施隊対策実施隊対策実施隊を組織するなど体制の充実を図り、被害防止に努

めてまいります。 

 

＜＜＜＜商工業の商工業の商工業の商工業の振興＞振興＞振興＞振興＞    

    

町内企業の動向等を的確に把握し企業振興を支援するため、引き続き企企企企業業業業振興振興振興振興相談相談相談相談

員員員員を配置するとともに、企業の設備投資に対する各種助成制度と制度資金の周知・活

用を図り、中小企業や商店の経済活動を支援してまいります。 

 町商工会とは、産業経済振興施策の共有化を図り、「産業・「産業・「産業・「産業・物物物物産産産産展展展展事業」事業」事業」事業」への助成

を行うほか、ナゴヤメッセ展示会出展等の各種事業の実施など連携し取り組んでまい

ります。また、中中中中心心心心市街市街市街市街地商店地商店地商店地商店街街街街の活性化の活性化の活性化の活性化を推進するＴＭＯへの支援を引き続き行う

とともに、商工業基盤の更なる安定化と勤労者の福利厚生の支援と利便を図ってまい

ります。 

 町内商店の活性化のため、新たに頑張る頑張る頑張る頑張る元気な商店応援事業補助金元気な商店応援事業補助金元気な商店応援事業補助金元気な商店応援事業補助金を創設し、魅力

ある店舗づくりと賑わいの創出を目指してまいります。また、個個個個人住人住人住人住宅リフォ宅リフォ宅リフォ宅リフォーーーームムムム補補補補

助制度助制度助制度助制度は導入５年目となりますが、下水道の個人住宅つなぎ込みへの利用など、地域

経済への波及効果が期待できるため、本年度も引き続き実施してまいります。 

    

＜観光＜観光＜観光＜観光のののの振興振興振興振興＞＞＞＞    

 

町の農村資源を活用して、グリーンツーリズムによる都市と農村の交流推進のため、

「「「「健康健康健康健康幸幸幸幸せせせせツツツツアー」アー」アー」アー」を広く発信実施し、都市部からの誘客を図ってまいります。 

上伊那観光連盟、上伊那北部観光連絡協議会などの広域的な組織を活用し、箕輪町

のみならず他地域との組合わせによる広域広域広域広域観光観光観光観光について幅広く検討してまいります。
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また、辰野町、箕輪町、南箕輪村で構成する上伊那北部観光連絡協議会では、独自の

イベントを企画運営するなど、上伊那上伊那上伊那上伊那北部北部北部北部エリエリエリエリアのアのアのアの観光観光観光観光資資資資源源源源を互いに活かした誘客宣

伝活動を行ってまいります。 

 引き続き、町の貴重な観光資源としての赤そばの里、萱野高原、ながた自然公園、

箕輪ダムもみじ湖等の環境整備を進めてまいります。特に、ながたながたながたながた自然自然自然自然公園公園公園公園は、リニ

ューアル事業を実施中ですが、平成２７年度は老朽化したキャビンの改修やマレット

ゴルフ場の増設などを行い、平成２６年度から２年間をかけた事業を完成させてまい

ります。 

 

 ２０１５みのわ２０１５みのわ２０１５みのわ２０１５みのわ祭祭祭祭りりりりは、町発足６０周年記念イベントを企画するなど、昨年に引き

続きみのわ天竜公園と近傍の工専用地区道路を主会場に、町民皆が楽しむことができ

る祭りとして実施してまいります。 

 

平成２７年度 主な予算措置 
 

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

新規 農業振興調査関係事業 

33,190 

継続  継続：セールスプロモーション事業 4,800 千円 

       （銀座ＮＡＧＡＮＯ出展経費 300 千円を含む） 

   継続拡充：農業振興・地域おこし協力隊 21,221 千円 

   継続：農産物機能性分析（見える化）事業 892 千円 

   継続：健康グリーンツーリズム事業 2,664 千円 

   新規：農業応援団等検討会出席謝礼 600 千円 

   継続：商談会出展料等 3,013 千円 

継続 人・農地プラン作成事業 790 

新規 機構集積協力金 3,600 

継続 新規就農総合支援事業交付金 6人  9,000 

継続 区要望関連水路等改修工事  11,527 

新規 

県補助土地改良事業 

 防災減災業務委託     5,500 千円 

 農業基盤整備促進事業  2,500 千円 

8,000 

継続 多面的機能支払交付金事業補助金 29,691 
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継続 町単独治山事業 （区要望か所対応事業） 1,605 

新規 官公造林契約満了に伴う町買取り分 10,908 

継続 松くい虫伐倒駆除業務委託 12,096 

新規 松くい虫被害林樹種転換に向けた伐採箇所等の調査委託 2,000 

継続 鳥獣害対策事業(有害鳥獣駆除)活動等謝礼金  6,100 

継続 県町制度融資保証料補助金 21,000 

継続 工場等設置事業補助金 25,000 

継続 町商工業振興資金利子補助金 13,000 

継続 小規模事業経営支援事業補助金 11,900 

継続 ナゴヤメッセ展示会出展負担金 175 

継続 TMO 補助金 3,000 

新規 頑張る元気な商店応援事業補助金 3,000 

継続 住宅リフォーム補助金 10,000 

継続 ながた自然公園周辺リニューアル事業 68,163 

 

    

    

６６６６    豊かな文化を育み、次世代を担う人材を育てるまちづくり豊かな文化を育み、次世代を担う人材を育てるまちづくり豊かな文化を育み、次世代を担う人材を育てるまちづくり豊かな文化を育み、次世代を担う人材を育てるまちづくり    

 

＜＜＜＜就就就就学学学学前前前前の子の子の子の子どどどども育成も育成も育成も育成＞＞＞＞    

 

幼児期の環境が生涯にわたって生きる力に大きな影響を及ぼすことを踏まえ、｢ひ｢ひ｢ひ｢ひ

とととと味味味味ちがうちがうちがうちがう箕輪箕輪箕輪箕輪の子の子の子の子どどどども育成事業も育成事業も育成事業も育成事業｣｣｣｣の柱を、運動あそび、英語あそび、読育、食育の

４つに据え、子どもの発達段階にあわせて総合的に取り組んでまいります。 

保育園から小学校への円滑な接続のためのプログラムを作成し連携を進めてまい

ります。 

 また、「いきいき保育創出事業」「いきいき保育創出事業」「いきいき保育創出事業」「いきいき保育創出事業」を継続し、各保育園が創意工夫をこらした特徴あ

る諸活動を、明るく前向きに展開してまいります。 

 

＜＜＜＜学学学学校教校教校教校教育育育育＞＞＞＞    
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 学校教育では「生生生生きる力を育成する学きる力を育成する学きる力を育成する学きる力を育成する学校教校教校教校教育の育の育の育の推推推推進」進」進」進」を基本方針とし、「主体的で

創意ある学校づくりの推進」、「基礎学力の向上を図る学習指導」、「心豊かでたくまし

い子どもを育てる指導」、「教師のキャリアアップを扶ける教職員の研修」を重点とし

て、箕輪町の学校教育を推進してまいります。 

 

小中学校は、２１世紀を担っていく子どもたち一人ひとりの個性や能力を伸ばす場

であるとともに、生涯学習の基礎を培う大切な場であります。一人ひとりの子どもの

もつ「よさと可能性を」を引き出し、豊かな心を育み、みんなで子どもを勇気づけ、

自己肯定感をもつ子どもを育成してまいります。 

そこで、箕輪の子育ての共通基盤として位置づいてきました「「「「ググググレレレレード・アード・アード・アード・アッッッッププププ        

ＰＬＡＮＰＬＡＮＰＬＡＮＰＬＡＮ」」」」を、平成２７年度からは箕輪中学校へも拡大し、学校と保護者がそれぞれ

協力して、一人ひとりの子どもの自己肯定感を育みながら健やかな成長を支えていく

体制を整えてまいります。 

 

学力向上に向けた施策としましては、ススススタディタディタディタディサポート事業サポート事業サポート事業サポート事業として、教職員の指導

力向上をめざした、「キャリアアップを扶ける各種研修の実施」、「授業の充実をめざす

校内研修の充実」を通して、教職員一人一人が、「学校づくりの根幹は授業づくりであ

る」という自覚を深めていく学校づくりを推し進めます。その推進役として、学学学学校教校教校教校教

育育育育専門専門専門専門官官官官を引き続き配置し活用していきます。 

 

ＩＣＴ教育の推進については、箕輪中学校が平成２６年度から県の「ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴを活用を活用を活用を活用

したしたしたした先駆先駆先駆先駆的的的的モデルモデルモデルモデル的な実的な実的な実的な実践研究践研究践研究践研究パイパイパイパイロロロロッッッットトトト校校校校」」」」に選定され、「生徒同士が協働して問

題解決できる力」を育てることを目標として、タブレットパソコンを生徒用１２０台、

教師用２０台 計１４０台を整備し、合わせて、情報教育活用支援員を配置しました。

既存のＩＣＴ機器も十分活用し、「分かる授業」づくりを進めてまいります。 

平成２７年度には、小学校の特別支援学級を含めた全教室にタブレットパソコン

（ipad）を１台ずつ導入し、ＩＣＴ教ＩＣＴ教ＩＣＴ教ＩＣＴ教育の拡充育の拡充育の拡充育の拡充を図ります。 

 

中学校の放課後学習や小学校の廊下学習、小学生の夏休み寺子屋などの、学力向上

のサポート事業は、地域のボランティアや学校の先生方の協力をいただきながら引き

続き実施してまいります。 

 

 「「「「ひひひひとととと味味味味ちがうちがうちがうちがう箕輪箕輪箕輪箕輪の子の子の子の子どどどども育成事業」も育成事業」も育成事業」も育成事業」は取り組み始めて１０年が経過した今、 

その内容を充実発展させていく時期を迎えました。言わば第２ステージの始まりであ 
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ります。そこで、ステージⅡとして、今後１０年先を見据えた新たな取組を視野に入 

れながら、内容の充実・発展をめざしてまいります。 

  

国国国国際際際際交交交交流流流流員員員員配置配置配置配置事業事業事業事業については、保育園に１人、小学校に３人、中学校に２人を配

置したＮＬＴを有効に活用し、小学校に導入したレシピ方式の英語学習プログラムを

基にしながら、小学校の「教科化」への対応をしつつ中学校での指導カリキュラムを

充実させ、中学卒業時に英語でコミュニケーションできる「「「「使え使え使え使えるるるる英語英語英語英語力」力」力」力」の育成を

めざします。 

 

読読読読育の育の育の育の推推推推進進進進については、保育園から中学校まで読育事業を通して、豊かな心とコミ

ュニケーションを育んでまいります。子どもが購入する本を選ぶ「選書会」等新たな

取り組みも行うとともに、図書館司書の研修を充実させて、ＮＩＥへの積極的な取り

組み、学校図書館を活用した授業への参画等、図書館司書を中心とした情報発信基地

としての図書館運営の充実を図ってまいります。 

    

地域に開かれた特色ある学校づくりについては、信州型信州型信州型信州型コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティスクースクースクースクールルルルの 

立ち上げ準備を進めていきます。今まで築いてきた地域と学校との関係を大切にしつ

つ、地域と共に歩む開かれた学校づくりをさらに推進いたします。 

 また、学学学学校教校教校教校教育育育育振興振興振興振興交付金交付金交付金交付金により、主体的で創意ある学校づくりが推進できるよう

校長の学校経営を支援してまいります。 

 

すべての子どもの学びの保障支援事業については、教育相談・特別支援教育支援の 

充実のために相談員や介助・支援を必要とする児童・生徒のために介介介介助員・支援員を助員・支援員を助員・支援員を助員・支援員を

継続継続継続継続してしてしてして配置配置配置配置し、きめ細やかな対応に努めます。また、中学生の学力向上を図るため、

数学・英語・国語の補助教員を継続配置します。 

学童保育については、町内３小学校内で開所しております「学童クラブ」の保学童クラブ」の保学童クラブ」の保学童クラブ」の保護護護護者者者者

負担額の軽減負担額の軽減負担額の軽減負担額の軽減を図り、利用者ニーズに合わせた施設等の整備計画に取り組みます。 

 通学路の安全を確保するため、安全対策工事等を引き続き行ってまいります。 

 

＜生＜生＜生＜生涯涯涯涯学学学学習習習習事業事業事業事業＞＞＞＞    

 

平成２７年度策定予定の第５次振興計画に併せ、箕輪町生涯学習基本計画（生涯学

習プラン）の見直し作業を平成２６年度から進めていますが、少子高齢化社会の進展

の中で、従来の国際化・高度情報化といった観点に加え、“女性の社会参加”といった
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視点から見直し作業を進めてまいります。特に、現在、作成中の計画では、「人と地域

をつなぐ生涯学習の推進」「地域の特色を生かした芸術文化の振興」を基本として方向

性の検討を進めてまいります。        

男女男女男女男女共共共共同同同同参参参参画社会画社会画社会画社会の実現に向けては、政策方針決定や経済活動への女性の参画が進

まない中で、ともに地域や企業に対し女性が活躍しやすい環境づくりと意識の啓発を

進めるよう取り組んでまいります。 

生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習にににに係係係係るるるる自自自自主事業主事業主事業主事業では、町発足６０周年記念事業に併せ桐五重奏団によるコ

ンサートや一般向けのコンサート等を企画実施するとともに、地域住民の皆様が参加

しやすい事業運営の検討を進めてまいります。 

また、町民一人ひとりが、生涯学習活動や生涯スポーツを通し、健康で心豊かな生

活を送れるよう、町の文化センターや各種の施設を中心に、各種の講座やスポーツ教

室、町民文化祭、各種の大会、社会教育登録団体が取組む事業等、各種各種各種各種事業事業事業事業を積極的

に展開してまいります。    

また、町民の皆様が社会体育施設を安全に安心して利用できるよう、社会体育館雨

水ポンプ施設増設工事や各体育施設の修繕を実施し、体育施設の環境整備を進めてま

いります。 

 

公民公民公民公民館館館館事業事業事業事業では、「公民館の新たなる価値」を見い出すため、地域の活性化や連帯、

絆の醸成につながるような活動や組織のあり方を公民公民公民公民館館館館運営運営運営運営審議審議審議審議会会会会で審議し、平成 26

年 7月に「協働の時代における新たな公民館活動について（答申）」を取りまとめまし

た。 

本答申では、公民館活動に対し、６０歳代以下の若年層・就労者層の認知度や参加

状況が低いという課題があげられています。ホームページ等による広報活動の推進と、

若年層にも興味を持ってもらえるような講座の見直しを進めてまいります。 

また、分館活動の活性化は、地域の活性化や魅力的な協働のまちづくりにつながり

ます。町公民館は、分館全体の情報交換の機会を設けアイディアを提供するなど、分

館が活動しやすい環境を作り、地域人材の活用を積極的に進めていきます。 

「元気は「元気は「元気は「元気はつつつつららららつつつつ箕輪箕輪箕輪箕輪のののの大大大大先輩先輩先輩先輩活活活活動動動動支援事業」支援事業」支援事業」支援事業」は、町民の皆様、特に、多くの高齢者

にご理解いただき事業が拡大しております。地域通貨「「「「箕箕箕箕」」」」は、町内で利用され地域

の活性化に寄与しております。今後も会員の増強、取扱店の加盟促進に取り組んでま

いります。 

 

 博博博博物物物物館館館館事業事業事業事業では、更に充実した「町内まる「町内まる「町内まる「町内まるごごごごとととと博博博博物物物物館館館館事業」事業」事業」事業」を展開し、身近で親し

まれる博物館を目指します。また、引き続き資料資料資料資料収収収収蔵蔵蔵蔵施設の整備施設の整備施設の整備施設の整備を図ります。 
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 文文文文化財保化財保化財保化財保護護護護事業事業事業事業では、町の大切な財産である各種文化財の保護・管理等について、

全体的な視点から適切な保存に努めてまいります。また、「東山山麓歴史の道事業」を

含めた、町全体の文化財の普及方法について検討いたします。 

 

図図図図書館書館書館書館事業事業事業事業では、町の皆さんが本に親しみ、知る機会を幅広く得られるよう、地域

の情報拠点として、蔵書や資料の充実を図り、蔵書の活用にレファレンス等を通じて

努めてまいります。 

「「「「読読読読育育育育推推推推進」進」進」進」のため、保育園や小中学校と連携して、読育ボランティアの育成に取

り組んでまいります。また、将来に向けた資料保存としてデジタル・アーカイブ化事

業を進め、「郷土資料誌」の電子書籍化に取り組んでまいります。 

 「「「「キキキキャャャャリリリリアアアアデザイデザイデザイデザイン事業」ン事業」ン事業」ン事業」では、学生の就業支援をはじめ、住民の皆様の再就職、

起業、また、退職後の人生のキャリアアップ支援機能を「知の拠点」である町図書館

に設け、関連蔵書の充実強化を図り、新たなサポート窓口となるよう引き続き取り組

んでまいります。 

 「な「な「な「なごごごごみみみみ～～～～な」な」な」な」の愛称で親しまれている世代間交流室は、絵本や昔ばなしの読み聞

かせや手遊びなどに成人の皆様が参加し、一緒に交流できる「なごみの空間」として

活用してまいります。 

 公民公民公民公民館館館館・・・・郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館・・・・図図図図書館書館書館書館は、「三「三「三「三館連携館連携館連携館連携事業の事業の事業の事業の推推推推進」進」進」進」にあたり、それぞれの事

業のエッセンスを持ち寄り、町民の皆さんに参加・体験していただけるバラエティに

富んだ講座を開設してまいります。 

 

少子高齢化社会で未婚化・晩婚化が進む中で、結婚支援を進めていくことは大きな

課題です。「ハッピハッピハッピハッピーサポートみのわ」ーサポートみのわ」ーサポートみのわ」ーサポートみのわ」は、町内の相談員との情報の共有を図り、出

会いの場を提供するとともに、連携を進めてまいります。また、平成２６年度に作成

したＤＶＤを活用した出前講座、講演会の開催等による啓発と並行して、長野県マッ

チングシステム等を活用した情報提供を進めてまいります。 

 

 フフフフェェェェンンンンシシシシンンンンググググ振興振興振興振興事業事業事業事業については、町の活性化につながるように、町民の皆様との

住民協働によるまちづくりを進めてまいります。 

「２０２０年「２０２０年「２０２０年「２０２０年東京東京東京東京オリオリオリオリンンンンピッピッピッピック・ク・ク・ク・パパパパララララリリリリンンンンピッピッピッピック」ク」ク」ク」大大大大会の会の会の会の選選選選手手手手団の事団の事団の事団の事前前前前合合合合宿宿宿宿地地地地招致招致招致招致

に立に立に立に立候候候候補補補補するなど準備を進めてまいります。また、日本フェンシング協会と連携して、

「第８回全「第８回全「第８回全「第８回全国カデ国カデ国カデ国カデ・・・・エエエエペ選ペ選ペ選ペ選手手手手権権権権大大大大会」会」会」会」を地域活性化センター「スポーツ拠点づくり推

進事業」の支援により実施し、あわせて「第３回全国ジュニア・エペ選手権大会」「第

１０回みのわもみじカップフェンシング大会」を開催し、オリンピック出場を目標に、
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選手の育成を図ってまいります。同競技の振興により全国に「「「「フフフフェェェェンンンンシシシシンンンンググググの町の町の町の町箕輪箕輪箕輪箕輪」」」」

を発信し、町の活性化に努めてまいります。 

 

平成２７年度 主な予算措置  

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

継続 運動あそび推進事業 2407 

継続 食育推進事業 200 

継続 
読育推進事業 

 みのわっ子絵本プレゼント、保育園図書購入費、読育推進事業 
1,650 

継続 保育園運営費 いきいき保育創出事業 1,000 

拡充 

考える子ども育成事業（タブレットパソコンを導入したＩＣＴ教育の実施） 

タブレットパソコン等ＩＣＴ機器リース料 7,810 千円 

情報教育活用支援員による、ＩＣＴを活用した授業の推進 

 3,601 千円 

  小学校へのタブレットパソコン購入費        6,639 千円 

18,050 

継続 学校教育専門官を配置し、学校教育の充実と質の向上を図る。 11,719 

継続 

スタディサポート事業 

 中学生放課後学習指導員謝礼             450 千円 

 小学生夏休み寺子屋教室開設謝礼   150 千円 

600 

継続 

小学校英語学習プログラム（レシピ方式）の導入 

  共通の教材やカリキュラムを使い、各小学校の英語学習のレベルの 

 平均化を図り、国際感覚や基礎的コミュニケーション能力を養う。 

6,130 

継続 

英語指導外国人講師委託 

  外国人講師（中学校 2人、小学校 3人、保育園1人を配置）による 

 英語遊び・授業を実施し、国際感覚を育み、低学年から英語に親しむ 

 環境づくりを推進する。 

31,493 

 

継続 

支援が必要な児童・生徒に対して教育相談員、支援員、支援補助員、介

助員を配置し、安全安心で充実した学校生活を確保する。 

  平成 2７年度 23人 平成 2６年度 23人 平成25 年度16人 

46,269 
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継続 

教育振興交付金 

  子どもの学力向上、教員の指導力向上、魅力ある学校づくりなど、学 

 校の創意工夫を凝らした自立的な取り組みを支援する。 

5,000 

継続 通学路の安全のための道路標示等 800 

継続 
文化センター自主事業委託料 

 日本の太鼓inみのわ、桐五重奏団コンサート（町発足６０周年記念）等 
3,838 

継続 

フェンシングによるまちづくりの推進 

 (財）地域活性化センターのスポーツ拠点づくり推進事業の助成を受 

け、全国フェンシング カデ・エペ選手権大会を開催し、競技の発展と、

町の活性化につなげる。 

6,500 

継続 みのわ町民文化祭の実施 2,251 

継続 成人講座事業 864 

継続 元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業 8,386 

継続 古田人形整備交付金 983 

継続 博物館資料収蔵施設の整備 1,782 

継続 

キャリアデザイン事業 

学生の就業や住民の再就職、起業にむけたキャリアアップの支援を町

商工会や地域の企業等と連携し、蔵書等も活用した新たなサポート窓口

として充実強化を図る。 

1,020 

継続 郷土誌デジタルアーカイブ化事業 982 

継続 箕輪町図書館建設基金の積み立て 20,020 

 

 

 平成２７年度の施政並びに予算編成方針の概要と、振興計画に掲げられた７つの政

策に沿った主な事業の内容説明は、以上のとおりでございます。 
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――――    特特特特    別別別別    会会会会    計計計計    ――――    

❖国民健康保険特別会計❖国民健康保険特別会計❖国民健康保険特別会計❖国民健康保険特別会計    

 箕輪町国民健康保険特別会計は、事業事業事業事業勘勘勘勘定の予算総額を２７億３，００５万９定の予算総額を２７億３，００５万９定の予算総額を２７億３，００５万９定の予算総額を２７億３，００５万９千千千千円円円円

と定めるもので、と定めるもので、と定めるもので、と定めるもので、前前前前年度年度年度年度比比比比１６．２％の増１６．２％の増１６．２％の増１６．２％の増となっております。 

被保険者数は.３，７０６世帯、６，１４４人とし、前年度より１８１世帯の増、

被保険者は、４２人の減を見込みました。 

国民健康保険は、医療保険体制の基盤をなす制度として、地域医療の確保と町民の

健康増進に大きく貢献してまいりました。しかし、疾病構造の変化や医療技術の高度

化による医療費の増加と、少子高齢化による被保険者数の減少により国民健康保険の

財政運営は厳しい状況にあります。こうした中、国は安定した財政運営を図るべく国

民健康保険を都道府県単位に平成３０年度に一元化する方針を決定し、準備が進めら

れています。 

町の国民健康保険財政も厳しい状況にありますが、引き続き一般会計からの繰り入

れは法定基準内を基本とし、国民健康保険税の税率は据え置くこととしました。今後、

国の動きを注視しつつ、健全な財政運営を堅持するよう努力してまいります。 

 また、特定健診・特定保健指導は、平成２４年度に見直した特定健康診査等実施計

画に基づき健診受診率等の向上に努め、健康維持や生活習慣病の予防・早期治療を推

進し医療費の抑制を図ってまいります。 

 

診療施設勘定については、予算総額を７，予算総額を７，予算総額を７，予算総額を７，００００２４万円と定めるもので、２４万円と定めるもので、２４万円と定めるもので、２４万円と定めるもので、前前前前年度年度年度年度比比比比    

１４．３％の減１４．３％の減１４．３％の減１４．３％の減となっております。 

東部診療所では、患者数、診療収入の減が見込まれ厳しい運営となっています。こ

のため、一般会計から１，５００万円を繰り入れ、引き続き在宅医療の推進による地

域医療の充実と経営の安定化を図ってまいります。 

 

❖後期高齢者医療特別会計❖後期高齢者医療特別会計❖後期高齢者医療特別会計❖後期高齢者医療特別会計    

 箕輪町後期高齢者医療特別会計は、予算総額を２億２，７７４万９予算総額を２億２，７７４万９予算総額を２億２，７７４万９予算総額を２億２，７７４万９千千千千円と定めるも円と定めるも円と定めるも円と定めるも

ので、ので、ので、ので、前前前前年度年度年度年度比比比比３３３３．．．．９９９９％の減％の減％の減％の減となっております。 

被保険者数は、３，３７３人とし、６１人の増を見込みました。被保険者は医療費

から被保険者一部負担金を除いた残りの額の１０％を保険料として負担いたします。 

 歳入は、保険料１億７,２０１万８千円と、低所得者の保険料軽減分及び徴収事務費
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としての一般会計繰入金が主なものであります。歳出は、後期高齢者医療広域連合納

付金及び保険料の徴収、窓口業務に係る経費が主なものであります。 

 引き続き長野県後期高齢者医療広域連合と連携を図り、円滑な運営を図ってまいり

ます。 

 

❖介護保険特別会計❖介護保険特別会計❖介護保険特別会計❖介護保険特別会計    

 箕輪町介護保険特別会計は、予算総額を１予算総額を１予算総額を１予算総額を１８８８８億８億８億８億８,,,,１７７１７７１７７１７７万万万万７７７７千千千千円と定めるもので、円と定めるもので、円と定めるもので、円と定めるもので、

前前前前年度年度年度年度比比比比５．４％の増５．４％の増５．４％の増５．４％の増となっております。 

第６期介護保険事業計画に基づき推計しますと、平成２７年度から平成２９年度の

３年間の標準給付見込み額は、５８億２，８７２万円となります。 

年々、介護保険給付費が上昇しており、平成２７年度は１７億８，７３９万円余の

介護保険給付費を見込み、前年度より９，８８７万円、５．８％ほど増額となりまし

た。 

介護保険第１号被保険者の保険料額は、国の制度改正や介護給付費等の上昇から引

き上げを余儀なくされるところであります。 

 また、高齢者が増加する中、社会保障を持続可能なものとするため、介護保険制

度が改正され、生活支援を地域で支える体制づくりが重要となります。高齢者が住み

なれた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう「地域包括ケアシステム」

の構築を進めてまいります。 

介護保険事業につきましては、適切な介護サービスの提供と介護保険料により、需

給と供給のバランスのとれた施策の展開が必要であります。介護を必要とする方への

支援と、介護が必要な状態になることをできるだけ予防する介護予防の両面から、事

業の展開を進めてまいります。 

 

❖❖❖❖水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計    

箕輪町水道事業会計は予算総額、予算総額、予算総額、予算総額、収収収収益益益益的的的的収収収収支は５億６０９万６支は５億６０９万６支は５億６０９万６支は５億６０９万６千千千千円で、円で、円で、円で、収入収入収入収入でででで前前前前年年年年

度度度度比比比比１０．３％の減１０．３％の減１０．３％の減１０．３％の減となっております。主な理由は、特別利益の減額によるものであ

ります。収益的支出は、前年度対比２４．０％減であり、資産調査による、特別損失

が大幅に減額になったことが主な理由となっています。 

資本的収支の収入では、１，０６０万円で、前年度対比４３．３％の減、支出では、

２億８０１万９千円で、０．２％の減となります。差し引き不足額の１億９，７４１

万９千円は、当年度分消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補て
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んするものであります。 

水道料金は、前年度料金引き下げ改定をいたしましたことと、使用水量の減少を考

慮し、７００万円程の収入減を見込みました。 

建設改良事業は、引き続き第５次拡張事業に基づき、下古田配水池を長野県上伊那

水道用水企業団からの受水施設に改築し、安全で安定した供給を図ります。また、老

朽管の布設替工事を計画的に推進してまいります。 

安定経営のための経費の節減に努めるとともに一層の効率的経営に努力し、企業会

計としての独立採算の原則を堅持してまいります。 

 

❖下水道事業会計❖下水道事業会計❖下水道事業会計❖下水道事業会計    

 下水道事業は、収収収収益益益益的的的的収収収収支では、１０億７，９１８万２支では、１０億７，９１８万２支では、１０億７，９１８万２支では、１０億７，９１８万２千千千千円、円、円、円、前前前前年度年度年度年度比比比比６．３％減６．３％減６．３％減６．３％減

となっております。資本的資本的資本的資本的収収収収支の支の支の支の収入収入収入収入では、５億７０万１では、５億７０万１では、５億７０万１では、５億７０万１千千千千円、支出では、８億７，円、支出では、８億７，円、支出では、８億７，円、支出では、８億７，

１０５万６１０５万６１０５万６１０５万６千千千千円円円円となっております。差し引き不足額の３億７，０３５万５千円は、当

年度分消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするもので

あります。 

 管渠工事は、ほぼ完了しておりますが、未普及箇所で緊急整備箇所は随時工事を実

施してまいりますとともに、接続率の向上に積極的に取り組みます。 

 安全安心な町づくりに向けて、沢・大出地区の雨水排水路の設置工事を引き続き推

進してまいります。 

 

 

以上、各特別会計予算の編成概要を申し上げました。よろしくご審議ご決定くださ

るようお願いいたします。 


