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平成２９年２月１６日 

  プレスリリース資料 Ver.2  

平成２８年度当初予算（案）の概要について 

 

 

人が集い活力あふれるまちへステップアップ 

平成２９年度箕輪町一般会計予算額 

９２億２,０００万円 

（前年度比 △6億 7,800万円、△6.8％） 

●平成２８年度からの繰越額   １1億 9,787万 1千円 

●２９年度当初予算との合算額 104億 1,787万 1千円 

 

 

 

 

  

 

２８年度主要施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度一般会計予算（案）の概要について 

❏予算編成にあたって 

平成２８年度は、「人や仕事が集まるまちの再構築予算」として、人口減少に対する施策

を重点として事業化いたしました。また、子育て環境の整備の一環として、懸案だった沢保

育園建設事業を進めており、２９年１２月の新園舎開園を目指しています。さらに、図書館

の耐震化、橋梁の長寿命化など、インフラ整備・長寿命化も進めてきたところです。 

 ２９年度は、第５次振興計画に沿った施策を幅広く事業展開していく年となりますが、町税

は若干の増を見込んだものの地方消費税交付金の減など、全体としては財政調整基金か

らの繰入れに頼らざるをえない厳しい財政状況が続いています。 

こうした中、予算は小さくてもきらりと光る未来につながる事業を構築しており、今後こう

した事業が大きく花開くことを期待しているところです。 

また、引続き国が進める地方創生推進事業にも注視し、町が課題としている案件につい

て取組んでまいりたいと考えています。 

町民の皆様が安全で安心して心豊かに暮らせるまちを目指すとともに、人口減少時代に

対応する事業を、より一層力強く推進してまいります。 
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❏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 3,346,000 36.3  3,300,000 33.4 46,000 1.4 

２．地方譲与税 99,000 1.1  103,000 1.0 △4,000 △3.9 

３．利子割交付金 3,000 0.0  3,000 0.0 0 0.0 

４．配当割交付金 7,000 0.1  5,000 0.1 2,000 40.0 

５．株式等譲渡所得割交付金 12,000 0.1  12,000 0.1 0 0.0 

６．地方消費税交付金 510,000 5.5  530,000 5.4 △20,000 △3.8 

８．自動車取得税交付金 21,000 0.2  24,000 0.2 △3,000 △12.5 

11．地方特例交付金 12,000 0.1  15,000 0.2 △3,000 △20.0 

12．地方交付税 1,890,000 20.5  1,880,000 19.1 10,000 0.5 

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 241,318 2.6  231,050 2.3 10,268 4.4 

15．使用料及び手数料 50,573 0.6  52,403 0.5 △1,830 △3.5 

16．国庫支出金 670,595 7.3  738,939 7.5 △68,344 △9.2 

17．県支出金 454,969 4.9  494,918 5.0 △39,949 △8.1 

18．財産収入 6,979 0.1  7,949 0.1 △970 △12.2 

19．寄附金 80,203 0.9  50,202 0.5 30,001 59.8 

20．繰入金 464,332 5.0  459,088 4.6 5,244 1.1 

21．繰越金 300,000 3.3  300,000 3.0 0 0.0 

22．諸収入 402,931 4.4  417,551 4.2 △14,620 △3.5 

23．町債 645,100 7.0  1,270,900 12.8 △625,800 △49.2 

歳 入 合 計 9,220,000 100.0 9,898,000 100.0 △678,000 △6.8 

 

 

 

平成２９年度一般会計歳入歳出予算款別一覧表 
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❏歳出 
    

（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 108,574 1.2 101,216 1.0 7,358 7.3 

２．総務費 1,157,112 12.6 1,096,046 11.1 61,066 5.6 

３．民生費 2,534,854 27.5 3,139,561 31.8 △604,707 △19.3 

４．衛生費 1,210,728 13.1 1,216,248 12.3 △5,520 △0.5 

６．農林水産業費 553,012 6.0 639,200 6.5 △86,188 △13.5 

７．商工費 493,662 5.4 509,133 5.1 △15,471 △3.0 

８．土木費 919,507 10.0 1,002,802 10.1 △83,295 △8.3 

９．消防費 368,268 4.0 366,690 3.7 1,578 0.4 

10．教育費 887,275 9.6 862,757 8.7 24,518 2.8 

11．災害復旧費 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0 

12．公債費 945,008 10.2 922,347 9.3 22,661 2.5 

14．予備費 39,000 0.4 39,000 0.4 0 0.0 

歳 出 合 計 9,220,000 100.0 9,898,000 100.0 △678,000 △6.8 
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・ ☆ポイント事業  ・○新  新規事業  ・□拡  拡充事業  ・□継  継続事業 

・チャレ 箕輪チャレンジ事業 

 

 

 

 

➊☆ 若者世帯定住支援事業   1,760万円  □拡○新  チャレ 

移住若者に加え町内の若者定住を促すため、住宅取得に対して補助する支援制度を創設し

ました。 

 

➋☆ みどりの資源リサイクル事業   599万 6千円  ○新  チャレ 

間伐材・剪定枝の処分は資源の有効活用とごみの減量化の点から課題となっていました。新

年度ではこれらの資源を薪やチップとして有効利用する拠点を整備します。 

 

➌☆ 地域縦断バス・みのちゃんバス運行事業  2,936万 2千円  ○新□拡チャレ 

伊那市・南箕輪村と箕輪町を縦断する巡回バスの運行が新年度から始まります。町内を巡回

するみのちゃんバスとともに、伊那中央病院などへの足として利用が期待されます。 

 

➍☆ 消防団員出動協力家族支援事業    120万円  ○新  チャレ 

地域の防災を担う消防団員の影の支援者であるその家族に、感謝の気持ちを伝える事業を

創設しました。 

 

➎ 女性活躍推進事業   944万 2千円  □拡  チャレ 

  女性の社会参加を積極的に促すとともに、男女がそれぞれの個性と能力を十分発揮できる社

会を目指す取組みをすすめます。 

 

➏ 空き家解体補助事業   100万円  ○新  チャレ 

不良空き家や有効活用できない空き家について、環境保全面や土地の有効利用を促すため、

空き家解体補助制度を創設しました。（上限20万円） 

 

２９年度予算の主な重点・新規事業 

❏１１  人人のの「「ＷＷａａ！！」」がが輝輝くくままちち  
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➐ 安全・安心のまちづくり   408万 3千円  □拡  チャレ 

  セーフコミュニティ活動は徐々に各地区へ広がりをみせています。国際認証の再取得をきっか

けとして、さらに町民への浸透を図り、安全で安心なまちづくりを目指します。 

 

➑ 南信交通災害共済掛金支援事業   42万円  ○新  

交通事故を少しでも減らす活動をすすめていますが、交通事故にあってしまったときの保険

として、南信交通災害共済保険の掛金の未就学児分を町で負担するものです。 

 

➒ 消防団ポンプ車の更新   1,810万円  ○新  

計画的に進めています消防団設備整備事業ですが、２９年度は第４分団のポンプ車を更新し

地域の防災力を高めます。 

 

➓ 耐震性防火水槽整備事業   1,576万 8千円  ○新  

町内２か所に耐震性防火水槽を設置し、火災時の水利不足に備えます。 

 

⓫ 生ごみ処理機購入補助事業   45万円  □拡  チャレ 

可燃ごみの多くを占める生ごみの減量を促進するため、家庭で生ごみ処理機を購入する際

の補助額を２万円から３万円に増額しました。 

 

⓬☆ 特定外来植物防除事業   50万円  ○新  

アレチウリ・オオキンケイギクなどの駆除を町内一斉行動期間を設けて、町全体の取組みと

して実施するものです。 

 

 

 

 

 

➊☆ 健康ポイント事業   152万円  ○新  チャレ 

   運動を継続して行うきっかけとして、健康ポイント事業を始めました。検診の受診や健康講座

への参加、ウォーキングの実施などでポイントが貯まり、商品券と交換できるという事業です。 

 

➋☆ 地域ふれあいサロン支援事業   150万円  ○新  チャレ 

住民同士が支え合い地域において自立した日常生活を営むことができるよう、地域住民が運

❏２２  支支ええ合合いい、、健健ややかかにに心心豊豊かかにに暮暮ららせせるるままちち 
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営するサロンについて備品整備などの支援を行うものです。 

 

➌ 「みのわ～れ」の支援   881万 3千円  □継  

２８年度大型商業施設内に開設しました障がい者地域活動支援センター「みのわ～れ」の運

営について、引続き支援するものです。 

 

➍☆ 胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診）事業   71万 2千円  ○新  チャレ 

胃がん予防のため、４５歳の節目対象者に血液検査による胃がんリスク検診を実施し、将来

的な胃がん患者の減少を図ります。 

 

➎☆ 自殺対策事業   51万 1千円  ○新  

   自殺を未然に防ぐ対策の一つとして、予防啓発のクリアフィルを全戸配布いたします。 

 

➏ 国民健康保険事業への支援    2,700万円  ○新  

   国保医療費の増大、加入者の減少などにより、新年度は国保税率を引上げる予定ですが、

一般会計からの繰出しを行い税率の上げ幅を抑制しました。 

 

➐ げんきセンター空調設備整備事業   317万 6千円  ○新  

げんきセンターに要望があった空調設備を設置します。なお、より一層ご利用いただけるよう

に利用料を引下げます。 

 

 

 

 

 

➊ 沢保育園建設事業   9億 1,525万 4千円 （繰越含む）  □継  

２８年度から着手している沢保育園建設事業を進め、２９年１２月には新園舎開園の予定です。

その後、旧園舎解体撤去、園庭の整備を行い、沢保育園全体の完成となります。 

 

➋☆ 子育て応援！誕生お祝い事業   537万 5千円  ○新  チャレ 

町の宝である子どもの出生に対し、家族に対する感謝の気持ちとして、１人２万円と記念品を

贈ります。 

 

❏３３  「「家家族族ににななろろうう」」とといいええるるままちち 
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➌ 結婚支援の推進   326万 9千円  □拡  チャレ 

きっかけづくりを強化するための交流イベントを行い、交際・成婚に繋がるよう支援します。ま

た、若者向け・企業向けセミナーを実施し、将来設計の啓発を図っていきます。 

 

➍  病児・病後児保育の拡充   2,400万円  □拡  チャレ 

仕事と子育ての両立を支援するため、病気に罹患した子ども、病後の子どもを預かり、親の

負担を軽減するものです。 

 

➎ 子ども発達支援事業所 若草園 事業   1,899万 3千円円  ○新  チャレ 

  児童福祉法に基づく児童発達支援事業を行い、障がい児等の療育支援の充実を図ります。  

 

➏ 乳児一般健康診査事業  125万 9千円  ○新□拡  チャレ 

育児不安の解消と経済的負担の軽減のため、生後１か月児健診の補助を拡充します。 

 

➐ 養育支援訪問事業   30万円  ○新  チャレ 

  多胎児の出産や近くに支援者がいない産婦に、専門職やヘルパー等が訪問し、育児の一助と

する事業です。 

 

 

 

  

➊ 産業会館耐震改修事業 （繰越）   １億 5,414万 9千円  ○新  チャレ 

地方創生拠点整備事業として２８年度からの繰越事業です。産業会館は装いも新たに創業支

援を助ける施設として生まれ変わります。 

 

➋☆ 新技術及び新製品開発事業補助事業  300万円  ○新  チャレ 

中小企業の新分野進出、新事業展開に対する支援です。異業種との連携などにより、新たな

ビジネスチャンスが生まれることを期待します。 

 

➌☆ 未来を担う若者正規雇用支援事業    500万円  ○新  チャレ 

安定した雇用の確保と若者の定住を目的に、町内在住の若者を正規雇用した事業所に１人

当たり１０万円を補助するものです。 

❏❏４４  産産業業がが輝輝きき、、働働くく場場所所にに恵恵ままれれたたままちち  
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➍ 企業ガイドブックの制作   75万 2千円  ○新   

   町内企業の優れた技術力などを PRするため、「工業ガイドブック」を作成します。       

 

➎☆ にこりこ一帯リニューアル推進事業   138万 1千円  ○新   

にこりこ一帯をにぎわいの場として町の活力を高めるための検討を進めます。 

 

➏ 新規就農者住居費支援事業   18万円  ○新  チャレ 

上伊那地域外から移住する６０歳未満の新規就農者に対して家賃を補助するものです。 

 

➐ 地域おこし協力隊起業支援事業  200万円  ○新  

地域おこし協力隊として箕輪町で活躍していただいた隊員に対し、起業する際支援を行うも

のです。、 

 

➑☆ 親子でかんたん野菜づくり事業   60万円  ○新  チャレ 

小学生を対象に家庭で簡単にできる野菜づくりキットを贈り、小さい頃から親子で野菜づくり

に親しんでいただく事業です。フォトコンテストも実施します。 

 

➒☆ 条件不利農地耕作支援事業   30万円  ○新  

機械が入らないなど耕作しづらい農地について、新たに借り受けて耕作を行う農業者に対し

支援を行います。 

 

➓ 松林保護樹林帯造成・松くい虫伐倒くん蒸事業  3,463万 2千円  □継  

   松くい虫の被害を最小限に抑え北上を防止するため、被害木の伐倒くん蒸処理と福与地区で

の樹種転換事業をすすめます。 

 

⓫ 2017みのわ祭りの開催   850万円  □拡  

新年度のみのわ祭りは松島区の仲町周辺に会場を移して行うこととなりました。皆様のご協

力をいただくとともに、大勢の方の参加で活気ある祭りをめざします。 

 

⓬☆ 観光資源の魅力向上   351万円  ○新  

２８年度に試行したもみじ湖もみじのライトアップの好評をうけ、ライトなどの設備について整

備するものです。より多くの方の来訪を期待しています。 
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➊ 道路等改良整備事業   2,587万円   □継  

各区からの要望による道路改良事業を行います。 

 

➋ 社会資本整備総合交付金事業   5,599万 8千円  □継  

町道51・52号線などの改良工事をすすめます。 

 

➌ 防災・安全社会資本整備総合交付金事業   4,880万円  □継  

箕輪橋・明神橋などの橋梁長寿命化事業をすすめます。 

 

➍ 交通安全対策事業   470万円  □継  

グリーンベルトなど交通安全施設の整備を行います。 

 

➎☆ 農業集落排水と公共下水道との統合  □継  

下水道事業のより効率的な運営を図るため、農業集落排水施設の西部中と西部南の処理場

について、公共下水道へ接続をすすめます。処理場の跡利用についても検討していきます。 

 

 

 

 

  

➊ 学童保育の充実   2,894万 4千円  □拡   

放課後児童を預かる学童保育は需要が多いため、２９年度当初から南部教室を開設し全学

区での運営をすすめます。 

 

➋☆ ふるさと学習「箕輪学」の推進   15万円  ○新  チャレ 

教育の一環として取組むとともに、「ふるさと箕輪学」のテキストを作成します。２９年度は内

容検討や原稿の執筆を行い、３０年度に刊行予定です。 

❏❏５５  住住みみややすすいい都都市市基基盤盤ををみみんんななででつつくくるるままちち  

 

 

  

❏❏６６  学学びび合合いい、、共共にに育育ててるるふふるるささととののままちち  
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➌☆ 新たなランニングイベントの実施   414万円  ○新  

町民のみならず町外・県外から訪れていただき、箕輪町の認知度向上を図るとともに、住民

参加型による町民の一体感、町の魅力を向上させるナイトランニングイベントを実施します。 

 

➍☆ フェンシング競技力向上事業   160万円  ○新  

フェンシングの競技力向上のため、技術や知識があり知名度の高いオリンピックで活躍した

選手による講習会を開催し、競技力や指導力の向上を目指します。 

 

➎ 町民プール解体事業   4,000万円  ○新  

平成２３年度から利用を休止している町民プールについて、解体撤去します。跡地の利活用

は、今後検討してまいります。 
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区分 事 業 内 容 要 因 減額（千円） 

削減 需用費等の削減 5％シーリングによる減 △4,232 

削減 臨時職員の見直し 見直しによる減 △11,038 

見直し 消防団員報酬の見直し 出動に応じた報酬の見直し △2,264 

継続 セーフコミュニティ推進事業 現地審査完了に伴う △5,874 

縮小 希望の旅事業 実態を踏まえ △450 

削減 給食食器等消耗品の減 計画的な整備による △2,356 

縮小 西部診療所関係経費 利用者減による △949 

終了 農業青少年センター廃止の検討 
施設の利用方法を地元と協議。青少

年センターとしては29年度で廃止 
－ 

終了 

見直し 
住宅リフォーム補助事業 

29年度で終了・以降新たな事業を検

討 
△2,000 

縮小 みのわ振興公社工事負担金減 工事の減少 △9,224 

縮小 国際交流推進員派遣事業減 保育園分について減 △1,888 

終了 元気はつらつ箕輪の大先輩事業 
ポイント交換事務を終えた後、事業

終了 
－ 

終了 分館活動推進交付金終了 

元気はつらつ大先輩事業の終了に

伴い終了。地域活性化事業交付金で

一部補填 

△1,500 

合   計 △41,775 

 

 

 

 

 

 

見直し事業の主なもの 



 

 
- 12 - 

 

 

 

❏１１  人人のの「「ＷＷａａ！！」」がが輝輝くくままちち  

＜人のつながりと協働のまちづくり＞ 

＜安全・安心の推進＞ 

＜快適な生活環境の整備＞ 

＜移住定住推進事業＞ 

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

箕・継 

地域総合活性化事業交付金 

 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支援

及び区・常会加入促進に資する。（区事務支援金、緊急対応分含む） 

42,300 

新 南信交通災害共済掛金負担金 420 

継 地域集会施設建設、改修事業補助金  6,981 

箕・拡 
女性活躍推進事業（女性会議ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ報酬、調査研究・フォーラム

等委託料、アドバイザー派遣委託料など） 
9,442 

継 
地域間交流事業 

（豊島区、浜松市庄内地区、東京箕輪会・中京箕輪会） 
3,800 

継 外国籍住民生活相談業務 1,440 

新 消防団分団旗更新（６分団） 1,167 

新 耐震性貯水槽設置（２基）  15,768 

新 自動車ポンプ更新 18,100 

新 消防団出動協力家族報償金支給 1,200 

継 消防施設等整備補助金 2,180 

継 災害時用備蓄等消耗品 818 

継 自主防災組織育成補助金 1,500 

第５次振興計画基本計画に沿った主な事業 
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継 防災士養成事業補助金 206 

箕・継 セーフコミュニティ関連委託料 2,488 

箕・新 セーフコミュニティ再認証登録及び記念式典 395 

箕・継 セーフコミュニティ活動推進補助金 1,200 

拡 交通安全対策工事費 7,629 

箕・継 国、県等への職員研修派遣 10,531 

箕・新 みどりの資源リサイクル事業 5,996 

箕・継 生ごみ資源化モデル事業 7,485 

箕・継 生ごみからできた肥料販売収入 64 

拡 生ごみ処理機購入補助金 450 

箕・継 廃食用油リサイクル推進事業（ＢＤＦ精製事業） 2,087 

継 ごみ・資源物収集業務 62,738 

新 使用済み乾電池・蛍光管処理委託 1,553 

箕・継 「自然エネルギー」普及イベント（自然エネルギーの地域循環推進） 2,298 

新 特定外来植物防除活動補助金 500 

箕・継 町内巡回バス運行業務委託 16,802 

箕・新 伊那地域定住自立圏地域公共交通負担金 11,900 

箕・新 行政区間縦断路線バス高齢者等利用助成負担金 300 

継 高齢者特殊詐欺防止啓発用パンフレット作成 586 

継 個人番号カード交付事業費補助金 2,859 

箕・新 SBCラジオＣＭコンテスト広告料 550 

箕・新 移住体験ツアー業務委託料 520 
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箕・新 移住フェア開催業務委託料 2,000 

箕・新 空き家解体事業補助金 1,000 

箕・拡 若者世帯定住支援奨励金 17,600 

箕・継 移住定住相談員設置事業（地域おこし協力隊分含む） 5,859 

箕・継 空き家改修費、片付け補助金 2,500 

 

 

❏２２  支支ええ合合いい、、健健ややかかにに心心豊豊かかにに暮暮ららせせるるままちち 

＜健康づくりの推進＞ 

＜共に生き、支え合う福祉のまちづくり＞  

＜障がい者が共に暮らせるまちづくり＞ 

＜高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせる体制づくり＞  

 

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

継 みのわアカデミー第１３期生 3,144  

継 若年層（特定健診の対象外20歳～39歳）の循環器健診事業 2,663 

継・新 
各種がん検診事業（胃・大腸・肺・前立腺・乳・子宮・ピロリ菌・胃がんリ

スク検診） 
36,415 

箕・継 活動量計読込みシステム事業 1,873 

箕・継 健康ポイント事業 1,520 

新 自殺対策啓発クリアファイル配布 511 

継 町社会福祉協議会運営費補助 ・ 地域福祉活動事業等委託 66,999 

継 医療費給付事業 89,580 

継 町単独福祉医療費給付事業  50,117 

継 町障がい者地域活動支援センター運営委託事業 8,813 
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継 臨時福祉給付金事業（経済対策分） 51,159 

箕・新 地域ふれあいサロン支援事業補助金 1,500 

継 家族介護等支援事業 14,945 

継 介護保険特別会計繰出金 285,703 

継 障がい者地域生活支援事業 26,977 

継 障がい者福祉サービス給付費 331,294 

 

 

❏３３  「「家家族族ににななろろうう」」とといいええるるままちち 

＜結婚支援事業＞ 

＜子育て支援のための保健事業＞ 

＜育児・子育て支援＞ 

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

箕・継 結婚支援事業の推進 （ライフプランセミナー、交流イベント他） 3,269 

継 妊婦健康診査事業 24,879 

新 乳児一般健康診査 1,259 

箕・継 不妊治療費助成・男性不妊治療費助成・不育治療費助成 2,142 

継 子育てノート 635 

箕・継 産後ケア、育児母乳相談事業 966 

継 未熟児養育医療費給付事業 1,377 

箕・新 子育て応援！誕生お祝い事業 5,375 

箕・継 病児・病後児保育事業 24,000 

箕・新 病児・病後児保育（伊那中央行政組合）整備事業 2,620 

箕・新 養育支援訪問事業 300 
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箕・新 子ども発達支援事業所 若草園 事業 18,993 

箕・継 沢保育園建設事業 67,835 

 

 

❏❏４４  産産業業がが輝輝きき、、働働くく場場所所にに恵恵ままれれたたままちち  

＜産業を取り巻く環境の変化＞ 

＜雇用の創出と人材の育成＞ 

＜産業の活性化＞ 

平成２９年度 主な予算措置  

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

新 新規就農者住居費補助金 180 

継 農業人材力強化総合支援事業交付金 4,500 

継 人・農地プラン作成関連経費 436 

継 赤そば生産振興関連経費 7,528 

新 条件不利農地耕作支援事業補助金 300 

継・拡 町営農支援センター・営農支援事業交付金 1,200 

新・継 
地域おこし協力隊関連経費 

農業振興2人 観光振興1人 
14,840 

新 地域おこし協力隊起業支援補助金 2,000 

継 グリーンツーリズム事業 2,529 

新 親子でかんたん野菜づくり事業（おいしいをとろう） 600 

新 農業ガイドブック作成 500 

継 農産物等販路拡大推進事業交付金 1,800 

継 農産物機能性分析事業 980 

新 にこりこ一帯リニューアル検討経費 1,381 
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継 多面的機能支払交付金事業交付金 32,874 

継 各区要望水路改修等工事 12,482 

継 
防災減災事業（水路橋長寿命化） 

農地耕作条件改善事業（沢川地区除塵機取り付け） 
8,536 

継 町有林保育間伐事業 1,462 

継 森林整備事業（町単独嵩上分） 7,863 

継 松くい虫伐倒くん蒸事業 14,632 

継 松林保護樹林帯造成事業（樹種転換） 20,000 

継 企業振興相談員・ものづくり支援相談員の継続配置 3,720 

新 企業ガイドブック制作 752 

継 

商工会関連補助金 

・小規模事業経営支援事業（経営指導員設置等） 

・商業活性化事業（商品券発行等） 

・受注確保対策事業（展示会出店等） 

・雇用安定対策事業（福利厚生等） 

・先端技術対策事業（研修会等） 

・建設業振興事業（講習会等） 

・商工会総合振興事業（地域産業振興等） 

18,700 

継 ＴＭＯ補助金 3,000 

継 住宅リフォーム補助金（最終年度） 3,000 

継 頑張る元気な商店応援事業補助金（最終年度） 15,000 

新 新技術・新製品開発事業等補助金 3,000 

継 未来を担う若者正規雇用補助金 5,000 

継 長野県南信工科短期大学校修学助成金 480 

継 みのわ祭り実行委員会補助金 8,500 

新 箕輪ダムもみじライトアップ工事 3,510 
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継 みのわ振興公社工事負担金 30,000 

継・拡 
箕輪町観光協会補助金 

 （もみじ湖ウォーキング、土産品開発） 
3,457 

 

 

❏❏５５  住住みみややすすいい都都市市基基盤盤ををみみんんななででつつくくるるままちち  

＜土木事業＞ 

＜都市計画事業他＞ 

＜上・下水道事業＞ 

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

継 

道路等の舗装・側溝補修（平成 28年度  70,730千円） 

 各区要望による町道７号線、町道 8号線、町道 59号線、町道 553

号線、町道670号線ほか 36路線（箕・継 新興住宅地新規舗装） 

76,150 

（箕・継 900） 

継 
道路等の改良整備事業（平成 28年度  47,180千円） 

 各区要望による町道 142号線ほか 3路線 
25,870 

継 
社会資本整備総合交付金事業（平成28年度  215,210千円） 

 町道51・52、6・316号線道路改良 
55,998 

拡 

防災・安全社会資本整備総合交付金事業（平成 28年度  同上社資

本に含む） 

 箕輪橋・明神橋、橋梁長寿命化修繕工事 

48,800 

継 
狭あい道路等整備促進事業（平成28年度  15,030千円） 

 町道244号線道路改良工事 
15,510 

継 
交通安全対策工事（平成28年度 3,100千円、繰5,000千円） 

町内区画線、防護柵ほか（箕・継グリーンベルト） 

4,700 

（箕・継 

3,600） 

継 河川環境整備事業、樅の木川ほか町管理準用河川 1,615 

継 公営住宅（上古田）耐震診断業務 4,000 

継 

【上水道事業】配水設備工事事業 

配水管布設替工事等(上古田水系、木下南城ほか) 

福与ほか配水池の電気・機械設備更新工事ほか 

37,402 
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箕継 
【上水道事業】配水設備工事事業 

宅地造成関連配水管布設工事(三日町田中城ほか) 
3,500 

継 
【上水道事業】第５次拡張事業 

未接続箇所解消配水管布設工事(木下国道バイパスほか) 
10,800 

新 【上水道事業】 水道監視装置(テレメ－タ)改造工事 11,016 

継 

下水道事業会計への繰出 

 農業集落排水事業分  162,000千円 

 公共下水道事業分   533,000千円 

695,000 

継 【下水道事業】雨水排水計画による排水路整備工事 40,000 

継 【下水道事業】公共下水道処理場長寿命化改築業務委託 11,400 

新 【下水道事業】農集排接続事業(測量設計費・工事費) 34,000 

新 【下水道事業】公共下水道不明水対策(管路流量調査)業務委託 10,854 

新 【下水道事業】処理場機能強化調査・計画策定業務委託(北小河内) 4,509 

 

 

❏❏６６  学学びび合合いい、、共共にに育育ててるるふふるるささととののままちち  

＜地域への愛着と誇りを育てる教育の推進＞ 

＜自己肯定感をもち創造的に生きていく教育の推進＞ 

＜社会とつながりをもち学び続ける教育の推進＞ 

区分 事 業 内 容 予算額（千円） 

箕・継 いきいき保育創出事業 891 

箕・継 運動あそび事業  1,838 

新 
校務用パソコンの更新（５年リース） 

 （小学校4,530千円、中学校2,300千円） 
6,830 

箕・継 英語指導外国人講師委託 25,558 

継 
支援が必要な児童・生徒に対して、支援員、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。 
42,718 

継 学校教育指導主事の配置 3,024 
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箕・継 
スタディサポート事業 

 （夏休み寺小屋教室 150千円、学習指導員謝礼 600千円） 
750 

箕・継 

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組みを支援する。 

4,500 

継 デジタル教科書の活用（小学校 1,826千円、中学校348千円） 2,174 

継 
箕輪町・浜松市庄内地区友好交流協定締結先で小学校５年生の臨海

学習の実施 
540 

継 児童遊園遊具設置工事(木下児童遊園) 4,085 

継 舞台吊物ワイヤー取替工事 3,240 

継 

文化センター自主事業委託料 

 日本の太鼓 inみのわ（２０回記念公演）、古田人形芝居定期公演 

 人権講演会、自主事業イベント等 

5,850 

箕・新 天竜健康ウォーク第１０回記念大会補助金 250 

箕・新 ランニングイベントの開催 4,140 

新 町民プール解体事業 40,000 

箕・新 フェンシング競技力向上事業 1,600 

箕・継 
フェンシングによるまちづくりの推進 

(全国カデ・エペフェンシング選手権等の開催など) 
7,865 

継 みのわ町民文化祭の実施 2,904 

継 公民館大学・学級、講座などの成人講座事業 687 

箕・継 青年世代を対象とした講座の実施 125 

継 郷土誌デジタルアーカイブ化事業 922 

箕・新 ふるさと学習「箕輪学」テキスト作成事業 150 

新 電気機関車ＥＤ１９塗装工事 400 

継 東山山麓歴史の道事業 448 

継 伊那谷人形浄瑠璃地域伝承活動事業 1,020 
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