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　活力あふれるまちづくり
10 周年記念事業（主な事業）
　　市民提案事業補助金 537万円 （535万円）
　　記念祝賀式典 402万円 （391万円）
　　市民パレード 995万円 （1,021万円）
　　安曇野市 1/2 成人式 312万円 （352万円）
　　オリジナルナンバープレート制作 178万円 （216万円）
農村漁村活性化プロジェクト交付金 8,329万円 （2億円）
多面的機能活動支援事業 1億9,012万円（1億7,980万円）
信州安曇野ハーフマラソン 2015 1,831万円 （1,850万円）
安曇野花火、信州安曇野わさび祭り補助 1,260万円 （1,260万円）
三郷スカイライン展望台等整備工事 2,019万円 （2,359万円
しゃくなげの湯整備事業（H27 年分） 2億2,349万円（4億4,069万円）

 環境を守り、安全・安心なまちづくり
全国名水サミット 250万円 （250万円）
防犯灯 LED 化更新工事（三郷、明科） 5,208万円 （6,264万円）
太陽光発電設置補助 2,376万円 （3,600万円）
臭気指数規制導入事業 85万円 （216万円）
麦転作田涵養事業 632万円 （660万円）
松くい虫被害対策（松枯損木伐倒処理外） 1億7,791万円（1億6,946万円）
松くい虫被害対策（更新伐） 4,627万円 （8,000万円）
松くい虫被害対策（樹幹注入補助） 1,624万円 （2,200万円）
除雪用建設機械購入 1,743万円 （3,985万円）
除雪対策 1億3,745万円（1億5,117万円）
市道新設改良事業 3億9,005万円（4億1,360万円）
道路・橋梁長寿命化修繕工事 9,658万円（1億4,600万円）
緑の基本計画策定 822万円 （878万円）
緑化推進用苗木等配布他 425万円 （961万円）
都市再生整備事業（穂高駅前・駅北街路） 5,187万円（1億7,410万円）
消防団員安全確保のための装備充実 688万円 （734万円）
防災倉庫の整備（豊科東小、明北小外） 1,134万円 （1,291万円）
防災用品購入助成事業 187万円 （200万円）
豊科公民館の耐震補強・大規模改修工事他 7億6,529万円（7億6,794万円）
体育施設整備工事 1億4,414万円（1億5,371万円）

 協働によるまちづくりと行政サービスの向上
議会映像配信ＡＳＰシステム使用料 136万円 （146万円）
本庁舎総合管理業務 7,843万円 （7,969万円）
豊科支所跡地等整備事業（測量設計） 994万円 （1,253万円）
穂高支所解体、改築事業（平成27年度分） 2億7,997万円 （2億9,140万円）
三郷公民館、保健センター棟整備工事 5億5,972万円 （5億7,559万円）
堀金支所改修工事（図書館等へ改築） 4億5,020万円 （5億4,403万円）
光城山1,000人SAKURAプロジェクト 640万円 （754万円）
住民票等コンビニ交付システム 3,440万円 （7,042万円）
住宅改修事業補助金（スマイル） 3,713万円 （4,290万円）

 健康長寿のまちづくり
あづみん運行車両の購入補助 525万円 （857万円）
災害時避難行動要支援者名簿の作成 163万円 （163万円）
生活困窮者自立支援事業 561万円 （841万円）
福祉バスの運行 529万円 （661万円）
高齢者の生きがいと健康づくり事業 347万円 （370万円）
健康長寿のまちづくり事業 186万円 （250万円）
後期高齢者医療人間ドック受診費用助成事業 887万円（1,146万円）
北アルプス医療センターあづみ病院新病棟建設工事補助 2,800万円 （2,800万円）
若年者健診 243万円 （349万円）
妊婦歯科健診 73万円 （105万円）

 豊かな人を育むまちづくり
クラムザッハとの交流事業 301万円 （466万円）
三郷児童館増築事業 1億962万円 （1億2,391万円）
病児・病後児保育事業 637万円 （1,065万円）
認可外保育所児童処遇改善事業 1,325万円 （1,483万円）
第３子無料化市外幼稚園等通園分補助金 239万円 （709万円）
アルプス保育園建設事業 0万円 （2億4,389万円）
三郷北部保育園建設事業（用地取得、造成） 1,684万円 （1億3,542万円）
豊科保育園大規模改修事業（H27年分） 9,666万円 （9,737万円）
小学校非構造部材耐震化工事（穂高西・三郷小） 7,884万円 （2億1,370万円）
市内中学生海外ホームステイ事業 841万円 （863万円）
中学校大規模改造工事（豊科北中） 4,568万円 （6,445万円）
中学校非構造部材耐震化工事（穂高東中外） 1億6,324万円 （2億45万円）
穂高幼稚園大規模改造（補強・老朽）工事 1億1,317万円 （1億5,680万円）
三郷交流学習センター実施設計 999万円 （4,096万円）

◎特集　平成 27 年度決算

アルプス保育園建設事業については、平
成 27 年度は部分払がありませんでした。

三郷北部保育園建設事業については、一
部用地取得が完了できず、公有財産購入費
6,986 万円を翌年度に事故繰越ししました。

小学校非構造部材耐震化工事について
は、三郷小学校第 2 体育館非構造部材耐震
化工事（Ⅱ期）が国の継続事業として扱わ
れ、6,405 万円を繰越明許費として翌年度
に繰り越しました。

穂高幼稚園大規模改造工事については、
元々の構造不備による工期延長と、出来高
不足分 5,098 万円を繰越明許費として翌年
度に繰り越しました。

三郷交流学習センター実施設計につい
ては、隣接する道路拡張計画の決定待ちに
伴い、センター設計に必要な手続きが遅延
したため 2,477 万円を翌年度に事故繰越し
しました。

農村漁村活性化プロジェクト交付金に
ついては、大型農産物直売所「ハイジの里」
本体工事および外構工事に対して補助支
援する事業ですが、入札不調による着手時
期の遅れと１月の豪雪の影響で工期延期
が必要となり、4,231 万円を翌年度に事故
繰越ししました。なお、国からの交付金の
減額により当初予算額は、7,400 万円減額
となりました。

しゃくなげの湯整備事業については、出
来高払いにより、2 億 1,695 万円は減額し、
翌年度の債務負担行為での対応となりま
した。

道路・橋梁長寿命化修繕工事について
は、橋梁補修工事に伴う河川占用申請事務
手続きに不測の日数を要したため、すずら
ん橋橋梁補修工事外 2 件の前金払いを除い
た工事請負額 2,149 万円を繰越明許費とし
て翌年度に繰り越しました。

都市再生整備事業では、穂高駅前広場改
良工事がＪＲとの設計協議に時間を要した
ため、工事費 8,990 万円を平成 27、28 年
度の債務負担行為設定し、第１期工事を平
成 27 年度に発注しました。また、予定し
ていた駅北街路（県道穂高（停）線）の歩道
整備は、県の国道 147 号の歩道整備事業と
合わせ、実施年度を平成 28 年度に変更し
ました。都市計画道路吉野線については、
補償調査委託業務で地権者の代理人の選
定等に日数を要したため工期を延長し、委
託費 216 万円を翌年度に事故繰越ししまし
た。
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市が取り組んだ事業
単位未満については切り捨てて表示して
います。また、当初の予算額については、

（　）内に記載しました。

財政用語解説
旧合併特例事業債

合併後の新たなまちづくり・地域づくりを進めるため、
庁舎などの公共施設などの建設事業や地域振興事業のた
めの積み立てなどに活用することができる地方債（借金）
です。対象事業費の 95％まで借入れすることができ、返
済する際の元金と利子の 70％相当額が、毎年基準財政需
要額に算入される制度になっています。旧合併特例事業
債は、合併特例法（旧法・平成 17 年３月 31 日失効）に
基づく市債です

債務負担行為
経費支出の前提となる法律上の債務を負担することが

先行し、実際の支出が後年度に行われるもの
事故繰越し

契約後、避けがたい事故のため、その支出が年度内に
終わらなかったもの
繰越明許費

その予算の性質上、または予算成立後の事由により、
年度内にその支払いが終わらない見込みのもの


