
財政部　財政課

平成29年度

安曇野市一般会計予算の概要



【基本方針】

【まち・ひと・しごと創生総合戦略の主な事業】

　①　新たな雇用を生み出す

・勤労者支援事業 5,230万円　 

・玉ねぎ機械化体系支援事業 572万5千円

・新規就農者支援事業 5,150万円　 

・空き店舗等活用促進事業 1,362万4千円

・地域資源活用型連携推進モデル型事業 148万2千円

　②　若者や女性が活躍できるまちをつくる

・2020東京オリンピックホストタウン事業 206万円　 🈟

・移住定住促進事業 495万4千円

・若者及び女性起業支援事業 274万円　 

・入学準備金貸付制度 7,755万6千円

　③　安心して出産し子育てできるまちをつくる

・子育て応援手当給付事業 4,047万8千円

・母子・子育て相談事業 352万1千円 🈟

・産後ケア事業 159万6千円 🈟

・不妊・不育症治療費助成 1,884万6千円

・乳幼児健診・教室・相談等 2,212万6千円

　④　いきいきと暮らせるまちをつくる

・拠点地域等住宅購入費助成 2,000万円　 

・健康長寿のまちづくり推進事業 470万6千円

・健康づくり事業（市歌体操の普及等） 679万9千円

平成29年度　一般会計予算の概要

　合併以降、新しいまちづくりを推進するにあたり、新市としての一体性を確保す
るとともに、地域の均衡ある発展と住民福祉の充実を目指し、予算編成を行ってお
ります。
　新年度予算においても、その継続を図るとともに、これまでに整備した施設を有
効に活用し、健康づくり、子育て支援、生涯学習などの充実を図る予算を編成しま
した。

　財政運営面では、普通交付税の合併算定替減額に対応するため行財政改革推進や
行政運営効率化を進めます。また、市民要望に応えるため活用期限のある合併特例
事業を計画的に実施します。
　なお、市債については、事業の選択による将来的な財政負担の抑制を図るととも
に、将来的な財源確保を図るための基金積立などを行います。

　施策全般では、第１次総合計画の最終年になりますので、市の将来像実現に向け
た事業や安曇野市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業の数値目標達成に向けた施
策を予算化しました。健康長寿のまちづくりにおいては「健康寿命日本一の安曇
野」を目指し、全庁的な取り組みを開始いたします。

1⃣　予算編成の基本方針と重点事業
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【H29年度重点事業】

福祉医療費給付事業 （福祉医療費給付事業） 5億8,625万8千円

臨時福祉給付金給付事業 （臨時福祉給付金給付事業） 2億6,711万4千円

障がい者福祉総務費 （しゃくなげの湯家族風呂（暖らんの湯）利用補助） 59万4千円 🈟

老人福祉総務費 （シルバー人材センター運営助成事業） 1,013万8千円

老人福祉総務費 （入浴料金割引券交付事業） 3,960万1千円 🈟

在宅福祉事業 （配食サービス事業） 2,134万円　 

在宅福祉事業 （健康長寿のまちづくり推進事業）≪総合戦略≫ 470万6千円

老人福祉施設入所措置事業 （老人福祉施設入所措置事業） 9,256万8千円

介護保険対策費 （介護保険施設整備等補助事務） 2億2,510万6千円

後期高齢者医療事業 （後期高齢者医療人間ドック等助成事業） 1,949万5千円

災害救助費 （災害弔慰金等支給事業） 50万円　 

健康づくり事業 （健康づくり事業－市歌体操の普及等）≪総合戦略≫ 679万9千円

成人検診事業 （成人検診事業） 7,430万9千円

健康増進事業 （保健指導・特定保健指導） 1,014万1千円

予防接種事業 （予防接種委託事業） 2億5,998万4千円

障がい者支援事業 （自立支援給付事業） 13億9,234万8千円

障がい者支援事業 （障害児通所支援給付事業） 6,196万8千円

児童発達支援事業 （児童発達支援事業） 1,323万6千円

児童福祉総務費 （子育て応援手当給付事業）≪総合戦略≫ 4,047万8千円

公立認定こども園整備費 （明科南認定こども園建設事業） 3億3,684万3千円

公立認定こども園整備費 （三郷北部認定こども園建設事業） 5億3,358万8千円

保育政策費 （小規模保育施設整備事業） 6,000万円　 

母子支援事業 （母子・子育て相談事業）≪総合戦略≫ 352万1千円 🈟

母子支援事業 （産後ケア事業）（総合戦略） 159万6千円 🈟

母子支援事業 （不妊・不育症治療費助成事業）≪総合戦略≫ 1,884万6千円

妊婦・乳児一般健康診査事業（妊婦・乳児一般健康診査事業） 8,337万9千円

母子保健事業 （乳幼児健診・教室・相談等）≪総合戦略≫ 2,212万6千円

国際友好交流事業 （2020東京オリンピックホストタウン事業）≪総合戦略≫ 206万円　 🈟

事務局費 （入学準備金貸付制度）≪総合戦略≫ 7,755万6千円

中学校情報教育推進事業 （電子黒板の導入及び校内放送ネットワーク改修） 1,961万1千円 🈟

中学校教育振興費 （中学生海外ホームステイ交流派遣事業） 885万5千円

交流学習センター費 （三郷交流学習センター整備事業） 6億5,747万6千円

公民館等建設事業費 （文書館等改修事業） 3億776万円　 🈟

社会体育施設整備事業 （南部総合公園体育施設建設事業） 6,678万1千円 🈟

（1）健康長寿のまちづくり

（２）豊かな人を育むまちづくり
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勤労者福祉事業 （勤労者支援事業）≪総合戦略≫ 5,230万円　 

農業生産振興費 （産地パワーアップ事業） 1,866万5千円

畑作園芸振興事業 （市農業振興作物等推進事業） 5,710万円　 

畑作園芸振興事業 （玉ねぎ機械化体系支援事業）≪総合戦略≫ 572万5千円

安曇野の里運営事業 （安曇野の里湧水探索路改修事業外） 6,250万8千円

ファインビュー室山運営事業（大浴場改修工事－ファインビュー室山） 8,650万2千円

後継者対策事業 （新規就農者支援事業）≪総合戦略≫ 5,150万円　 

荒廃農地対策事業 （荒廃わさび田再生検証事業） 200万円　 🈟

市制度資金貸付事業 （制度資金貸付事業） 9億2,893万8千円

しごと創出事業 （空き店舗等活用促進事業）≪総合戦略≫ 1,362万4千円

しごと創出事業 （若者及び女性起業支援事業）≪総合戦略≫ 274万円　 

産業連携推進事業 （地域資源活用型連携推進モデル型事業）≪総合戦略≫ 148万2千円

観光拠点整備事業 （しゃくなげの湯周辺整備事業） 3億3,993万8千円

施設管理整備事業 （合戦小屋トイレ整備事業） 4,603万6千円

社会福祉総務費 （福祉避難所備品整備事業） 48万7千円 🈟

生活保護総務費 （生活保護費給付事業） 7億7,428万円　 

霊園管理費 （合葬墓造成事業） 3,048万円　 

清掃費 （廃棄物収集運搬事業） 3億3,345万5千円

水道事業 （水道事業出資金） 1億1,600万円　 

松くい虫被害対策事業 （松くい虫被害対策更新伐事業） 3,567万3千円

社会資本整備総合交付金事業（道路橋梁修繕事業－交付金) 2億2,000万円　 

土地利用調整事業 （拠点地域等住宅購入費助成事業）≪総合戦略≫ 2,000万円　 

街路整備事業 （街路整備事業－交付金） 4億352万円　 

防災無線維持管理費 （緊急告知機能付き防災ラジオ等導入事業） 1,204万8千円 🈟

災害対策費 （災害対策事業） 2,664万円　 

一般管理費 （広島平和記念式典参加、平和のつどい） 240万2千円

広報費 （インターネットやコミュニティーFMによる市政情報の発信）1,579万5千円

企画総務費 （第２次総合計画等策定事業） 818万4千円

公共交通事業 （デマンド交通運行管理システム導入） 551万5千円

公共交通事業 （地域公共交通網形成計画策定業務） 361万9千円

協働のまちづくり推進事業 （協働のまちづくり推進事業） 1,052万3千円

区等地域力向上事業 （まちづくり推進会議の設置） 45万5千円 🈟

人権啓発費 （人権のつどい） 47万3千円

戸籍住民基本台帳管理費 （証明書コンビニ交付事業） 623万8千円

（５）協働によるまちづくりと行政サービスの向上

（４）環境を守り、安全・安心なまちづくり

（３）活力あふれるまちづくり
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　H29年度当初予算額　　　４1３億７，０００万円

　
　H28年度当初予算額　 　　　　４２７億円

　対前年度　　　　△1３億３，０００万円（△3.1%）

２⃣　予算の総額
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1　歳入

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

市税 114億860万6千円 1億7,223万6千円 1.5%増

個人市民税 43億8,600万円　 

法人市民税 9億6,090万円　 

固定資産税 52億7,622万2千円

軽自動車税 3億760万円　 

市たばこ税 6億900万円　 

入湯税 4,112万円　 

地方譲与税 4億3,500万円 3,600万円 8.3%増

地方揮発油譲与税 1億5,000万円　 

自動車重量譲与税 3億2,100万円　 

地方消費税交付金 16億円 5,000万円 3.1%増

平成28年度交付見込み、地方財政対策などにより5,000万円増を見込む

自動車取得税交付金 4,900万円 1,000万円 20.4%増

平成28年度交付実績などにより1,000万円増を見込む

地方特例交付金 4,900万円 100万円 2.0%増

地方交付税 109億円 △8億5,000万円 △7.8%

普通交付税 94億5,000万円　 

特別交付税 6億円　　　　　

分担金及び負担金 7億271万3千円 1,172万2千円 1.7%増

児童クラブ負担金 3,716万5千円

保育児童保育料 5億4,894万7千円

道路復旧原因者負担金 8,800万円　 

国庫支出金 38億5,431万7千円 2億3,884万2千円 6.2%増

子どものための教育保育給付費負担金 1億2,299万1千円

自立支援給付費負担金 6億6,969万8千円

生活保護費国庫負担金 6億1,786万6千円

児童手当国庫負担金 10億5,623万6千円

臨時福祉給付金給付事業補助金等 2億6,711万4千円

道路改良費補助金 2億5,685万円　 

社会資本整備総合交付金（公園、街路） 3億2,555万円　 

都市再生整備計画事業 1億3,987万2千円

歳入・歳出予算の概要

平成29年度

115億8,084万2千円

主な計上額

40億9,315万9千円

4億7,100万円

主な計上額

16億5,000万円

主な増減要因

5,900万円

主な増減要因

100億5,000万円

5,000万円

主な増減要因

平成28年度交付実績を基に、地方財政対策などにより100万円増を見込む

7億1,443万5千円

主な計上額

主な計上額

主な計上額
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区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

県支出金 21億1,103万4千円 2億6,297万1千円 12.5%増

子どものための教育保育給付費負担金 6,149万5千円

自立支援給付費負担金 3億3,484万9千円

児童手当県費負担金 2億3,059万9千円

保険基盤安定負担金 2億8,623万3千円

後期高齢者医療保険基盤安定負担金 1億7,575万4千円

福祉医療給付事業補助金 2億1,491万2千円

長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分) 2億2,260万6千円

青年就農給付金（経営開始型） 4,050万円　 

森林健全化推進事業補助金 1億692万6千円

多面的機能支払推進交付金 1億6,317万5千円

寄付金 5億2千円 △9,990万円 △20.0%

ふるさと寄附金 4億円

企業版ふるさと寄附 10万円

繰入金 37億3,483万3千円 △12億2,670万2千円 △32.8%

財政調整基金の繰入（財源調整のため） 9億円

減債基金の繰入（償還金財源のため） 2億1,678万9千円

公共施設整備基金の繰入(施設整備のため） 8億6,000万円

山岳環境整備基金繰入金　 　　　　2,318万円

三郷図書館建設事業基金繰入金　　2億905万6千円

入学準備金貸付基金繰入金 　　　　6,100万円

市債 52億8,790万円 9,690万円 1.8%増

〇旧合併特例事業債

地域振興基金積立金 　 9,500万円 保育所建設事業 5億6,610万円

一般会計出資債（上水道分） 1億1,600万円 市道新設改良事業 5,080万円

豊科公民館駐車場整備事業 　 5,490万円 文書館等整備事業 2億8,040万円

交流学習センター建設事業 3億7,340万円 借換債（旧合併特例事業債） 9億7,560万円

しゃくなげの湯整備事業(周辺整備) 2億1,590万円

〇公共事業等債

県営かんがい排水事業 　　 730万円 県営農道整備事業 2,250万円

県営ほ場整備事業 　 　780万円 特定交通安全事業 200万円

道路整備事業 1億6,350万円 都市公園事業 1億1,910万円

街路事業 1億5,590万円

〇その他

施設整備事業債 4億9,380万円 補助災害復旧事業債 230万円

緊急割込み放送システム導入事業 　 　880万円 学校施設改修事業 1億2,370万円

〇臨時財政対策債　15億5,000万円（対前年5,000万円増）

主な計上額

その他　：　地域振興基金繰入金　1億531万7千円

（区交付金、つながりひろがる地域づくり事業補助金、地区公民館補助金、地域力向上補助金）

ほりでーゆ～四季の郷、ファインビュー室山等整備のため　4,332万3千円　など

平成29年度

主な基金の繰入額

53億8,480万円

23億7,400万5千円

主な計上額

4億10万2千円

主な計上額

25億813万1千円
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２　目的別歳出

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

議会費 2億7,522万4千円 △884万8千円 △3.2%

議員報酬、手当 1億4,299万9千円

議員共済給付金 4,320万1千円

会議録調製業務 912万5千円

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

総務費 54億3,215万8千円 △11億482万7千円 △20.3%

ふるさと寄附（お礼品、積立金外） 3億3,777万8千円

広報発行、ラジオ番組放送事業 4,558万1千円

公共交通事業（デマンド交通運行） 8,949万9千円

協働のまちづくり推進事業(市民活動サポート) 1,052万3千円

区等地域力向上事業(区等交付金、地域力向上) 9,308万8千円

交通安全対策推進事業 1,526万5千円

防犯灯LED化更新事業（豊科、穂高） 5,638万7千円

市長、市議会議員選挙費 1億182万7千円

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

民生費 130億4,058万9千円 5億3,472万4千円 4.1%増

福祉医療費給付事業 5億8,625万8千円

臨時福祉給付金給付事業 2億6,711万4千円

自立支援給付事業(障害福祉サービス費,補装具) 13億9,234万8千円

国民健康保険特別会計操出金 6億7,601万1千円

老人福祉施設入所措置事業(養護老人ホーム等) 9,255万1千円

介護保険施設整備等補助(開設準備、建設補助) 2億2,510万6千円

介護保険特別会計繰出金 12億4,529万1千円

後期高齢者医療事業（特会、広域連合繰出金） 11億9,976万3千円

後期高齢者医療人間ドック等助成事業 1,173万8千円

児童手当、児童扶養手当給付事業 18億2,019万6千円

子育て応援手当給付事業 4,047万8千円

認定こども園建設事業(明科南,三郷北部,たつみ) 11億1,904万7千円

生活保護費給付事業 7億7,428万円　 

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

衛生費 24億6,118万1千円 3,194万1千円 1.3%増

不妊・不育症治療費助成事業 1,884万6千円

成人検診事業 7,448万5千円

健康増進事業(市歌体操普及、歯科等健診） 1,088万6千円

予防接種事業（B型肝炎、高齢者インフル） 2億6,276万円　 

妊婦・乳児一般健康診査事業 8,579万3千円

夜間急病センター運営事業 2,244万9千円

合葬墓造成事業 3,048万円　 

住宅用太陽光発電システム設置補助事業 2,400万円　 

主要な事業（主な内容）

平成29年度

2億6,637万6千円

主要な事業（主な内容）

43億2,733万1千円

平成29年度

主要な事業（主な内容）

24億9,312万2千円

主要な事業（主な内容）

135億7,531万3千円

平成29年度

平成29年度
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廃棄物収集運搬事業（ごみ、資源物収集） 3億3,345万5千円

穂高広域施設組合事業 5億9,109万2千円

水道事業出資金（豊科・明科整備事業） 1億1,600万円　 

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

労働費 7,118万6千円 △1,037万4千円 △14.6%

勤労者支援事業（預託金、利子補助） 5,230万円　 

ふるさとハローワーク管理事業 323万円　 

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

農林水産業費 24億5,412万3千円 △4億65万1千円 △16.3%

農業振興作物等推進事業 5,710万円　 

安曇野の里改修事業（湧水探索路改修工事） 6,250万8千円

ファインビュー室山改修事業（大浴場改修） 8,650万2千円

ほりでーゆ～改修事業（客室等内装改修） 8,885万5千円

新規就農者支援事業（就農者育成支援） 5,150万円　 

有害鳥獣防止対策事業（獣害防護柵） 1,126万6千円

松くい虫防除対策事業(松枯損木伐倒処理,更新伐) 2億4,473万5千円

林道危険箇所重点整備事業 7,113万8千円

国営広域排水事業負担金 9,488万5千円

農地保全活動交付金（多面的機能支払） 2億1,813万9千円

農業施設維持工事（市単） 3,480万円　 

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

商工費 31億9,718万1千円 △11億6,312万8千円 △36.4%

地域経済活性化住宅助成事業（住ま居る応援制度） 6,670万9千円

制度資金貸付事業（預託金、利子補給） 9億2,893万8千円

しごと創出事業（空き店舗等活用促進等） 1,756万4千円

企業助成事業（工業事業者支援） 1億2,604万8千円

観光イベント事業（ハーフマラソン、安曇野花火） 3,672万3千円

しゃくなげの湯周辺整備事業 3億3,993万8千円

合戦小屋トイレ整備事業 4,603万6千円

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

土木費 48億2,907万5千円 3億7,447万3千円 7.8%増

道路橋梁維持事業（道路等維持修繕） 3億2,653万3千円

除雪融雪事業（除雪業務、凍結防止剤） 1億1,581万5千円

道新設改良事業（道路改良・歩道整備） 6億7,050万円　 

道路橋梁修繕事業（舗装、橋梁修繕） 2億2,000万円　 

拠点地域等住宅購入費助成事業 2,000万円　 

街路整備事業 4億352万円　 

公園施設の維持補修・更新・バリアフリー化事業 9,754万円　 

三郷文化公園体育館大規模改修 2億2,940万5千円

下水道事業繰出金 22億2,290万円　 

公営住宅等長寿命化事業（外壁・屋根改修） 3,895万6千円

20億5,347万2千円

主要な事業（主な内容）

6,081万2千円

主要な事業（主な内容）

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

20億3,405万3千円

主要な事業（主な内容）

52億354万8千円

主要な事業（主な内容）
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区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

消防費 14億7,776万1千円 △6,044万9千円 △4.1%

常備消防負担金事業（松本広域連合） 10億763万2千円

消防施設維持整備事業(詰所耐震、新設消火栓) 8,317万2千円

緊急告知機能付き防災ラジオ等導入事業 1,207万2千円

防災啓発事業（防災用品購入補助） 1,847万4千円

災害対策事業（災害対策用備蓄品） 2,664万円　 

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

教育費 45億1,548万4千円 △231万4千円 △0.1%

高校・大学等入学準備金貸付 6,100万円　 

スクールバス運行事業 7,869万2千円

学校支援員配置事業（支援講師、相談員） 1億4,626万5千円

小学校施設維持修繕事業（営繕工事） 4,121万円　 

中学校情報教育推進事業（電子黒板外） 5,551万8千円

中学校外国語指導助手配置事業 3,494万4千円

三郷交流学習センター整備事業 6億6,632万8千円

豊科公民館駐車場整備事業 5,780万円　 

文書館等改修事業 3億776万円　 

南部総合公園体育施設建設事業（設計委託料） 6,678万1千円

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

災害復旧費 2,800万円 △1,700万円 △60.7%

道路災害復旧事業（測量設計、工事） 1,100万円　 

区分 平成28年年度 前年度対比 （率）％

公債費 48億6,803万8千円 4億9,645万3千円 10.2%増

長期借入金償還元金 51億293万7千円

（上記のうち、H20地方債借換分　　9億7,574万円）

長期借入金償還利子 2億6,005万4千円

14億1,731万2千円

主要な事業（主な内容）

45億1,317万円

主要な事業（主な内容）

1,100万円

主要な事業（主な内容）

53億6,449万1千円

主要な事業（主な内容）

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度
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歳入
款 歳入項目 平成29年度(千円) 平成28年度(千円) 増減（千円） 増減比（％）

01 集計市税 11,580,842 11,408,606 172,236 1.5

02 集計地方譲与税 471,000 435,000 36,000 8.3

03 集計利子割交付金 9,000 21,000 △ 12,000 △ 57.1

04 集計配当割交付金 64,000 20,000 44,000 220.0

05 集計株式等譲渡所得割交付金 50,000 40,000 10,000 25.0

06 集計地方消費税交付金 1,650,000 1,600,000 50,000 3.1

07 集計ゴルフ場利用税交付金 37,000 37,000 0 0.0

08 集計自動車取得税交付金 59,000 49,000 10,000 20.4

09 集計地方特例交付金 50,000 49,000 1,000 2.0

10 集計地方交付税 10,050,000 10,900,000 △ 850,000 △ 7.8

11 集計交通安全対策特別交付金 14,000 14,000 0 0.0

12 集計分担金及び負担金 714,435 702,713 11,722 1.7

13 集計使用料及び手数料 331,234 330,510 724 0.2

14 集計国庫支出金 4,093,159 3,854,317 238,842 6.2

15 集計県支出金 2,374,005 2,111,034 262,971 12.5

16 集計財産収入 56,047 82,606 △ 26,559 △ 32.2

17 集計寄附金 400,102 500,002 △ 99,900 △ 20.0

18 集計繰入金 2,508,131 3,734,833 △ 1,226,702 △ 32.8

19 集計繰越金 50,000 50,000 0 0.0

20 集計諸収入 1,423,245 1,472,479 △ 49,234 △ 3.3

21 集計市債 5,384,800 5,287,900 96,900 1.8

計 41,370,000 42,700,000 △ 1,330,000 △ 3.1

市税.

11,581 百万円. 28.0%

分担金負担金. 1,046 百万

円. 2.5%

繰入金繰越金. 

2,558 百万円. 6.2%

財産収入・寄附金. 456 百万円. 
1.1%

諸収入. 1,423 百万円. 3.4%

地方交付税. 

10,050 百万円. 24.3%

地方譲与税等. 

2,390 百万円. 5.8%

国県支出金等.

6,481 百万円. 15.7%

地方債.

5,385 百万円. 
13.0%

歳入目的別内訳
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歳出（目的別）

款 歳出項目 平成29年度(千円) 平成28年度(千円) 増減（千円） 増減比（％）

01 集計議会費 266,376 275,224 △ 8,848 △ 3.2

02 集計総務費 4,327,331 5,432,158 △ 1,104,827 △ 20.3

03 集計民生費 13,575,313 13,040,589 534,724 4.1

04 集計衛生費 2,493,122 2,461,181 31,941 1.3

05 集計労働費 60,812 71,186 △ 10,374 △ 14.6

06 集計農林水産業費 2,053,472 2,454,123 △ 400,651 △ 16.3

07 集計商工費 2,034,053 3,197,181 △ 1,163,128 △ 36.4

08 集計土木費 5,203,548 4,829,075 374,473 7.8

09 集計消防費 1,417,312 1,477,761 △ 60,449 △ 4.1

10 集計教育費 4,513,170 4,515,484 △ 2,314 △ 0.1

11 集計災害復旧費 11,000 28,000 △ 17,000 △ 60.7

12 集計公債費 5,364,491 4,868,038 496,453 10.2

13 集計予備費 50,000 50,000 0 0.0

計 41,370,000 42,700,000 △ 1,330,000 △ 3.1

議会費, 266百万

円, 0.6%

総務費, 4,327

百万円, 10.5%

民生費, 13,575百万円, 
32.8%

衛生費, 2,493百万円, 6.0%

労働費, 61百万円, 0.2%農林水産業費, 2,054,百万円 5.0%

商工費, 2,034百万円, 4.9%

土木費, 5,204百万

円, 12.6%

消防費, 1,417

百万円, 3.4%

教育費, 4,513百万

円, 10.9%

災害復旧費, 11百

万円, 0.0% 公債費, 5,365百万

円, 13.0%

予備費, 50百万円, 
0.1%

歳出目的別内訳
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歳出（性質別）

性質 平成29年度(千円) 平成28年度(千円) 増減（千円） 増減比（％）

人件費 5,622,337 5,710,018 △ 87,681 △ 1.5

物件費 7,163,219 7,187,335 △ 24,116 △ 0.3

維持補修費 112,139 131,278 △ 19,139 △ 14.6

扶助費 5,306,313 5,295,958 10,355 0.2

補助費等 5,538,869 5,528,493 10,376 0.2

普通建設事業費 6,192,117 7,665,193 △ 1,473,076 △ 19.2

災害復旧費 11,000 28,000 △ 17,000 △ 60.7

公債費 5,364,491 4,868,038 496,453 10.2

積立金 436,868 736,267 △ 299,399 △ 40.7

投資及び出資金 116,000 0 116,000 皆増

貸付金 1,018,932 966,692 52,240 5.4

繰出金 4,437,715 4,532,728 △ 95,013 △ 2.1

予備費 50,000 50,000 0 0.0

計 41,370,000 42,700,000 △ 1,330,000 △ 3.1

※平成28年度歳出　性質別区分の変更があります　　

人件費. 5,622百万円. 
13.6%

物件費. 7,163百万円. 
17.3%

維持補修費

. 112百万円. 0.3%

扶助費. 5,306百万円. 
12.8%

補助費等. 5,539百

万円. 13.4%

普通建設事業費. 

6,192百万円. 15.0%

災害復旧費. 11百万

円. 0.0%

公債費. 

5,365百万円. 13.0%

積立金. 437百万

円. 1.0%

投資及び出資金. 116

百万円. 0.3%

貸付金. 1,019百万円. 
2.5%

繰出金. 4,438百万円. 
10.7%

予備費. 50百万円. 
0.1%

歳出性質別内訳
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事　　　　　　項 期　　　　　間

「会議録調製事務及び会議録印刷製本業務」
及び「委員会等記録作成業務」

平成30年度まで 12,560

安曇野市議会だより印刷業務 平成30年度まで 2,910

内部情報系パソコン賃貸借 平成30年度から平成34年度まで 43,160

地理情報システムサーバ機器等賃貸借 平成30年度から平成34年度まで 21,870

地理情報システムサーバ機器等保守業務 平成30年度から平成34年度まで 38,495

課税管理システム機器等リース 平成30年度から平成34年度まで 31,174

家屋経年異動判読調査 平成30年度から平成31年度まで 29,808

たつみ認定こども園建設工事監理業務 平成30年度まで 8,100

たつみ認定こども園建設工事 平成30年度まで 382,724

明科南認定こども園建設工事監理業務 平成30年度まで 10,044

明科南認定こども園建設工事 平成30年度まで 504,021

安曇野市生きもの調査業務 平成30年度まで 1,566

生産設備取得補助事業 平成30年度から平成31年度まで 66,666

信州安曇野ハーフマラソン実行委員会補助
金

平成30年度まで 25,500

教育旅行に対する助成事業 平成30年度から平成31年度まで 1,000

都市計画基本図修正業務 平成30年度まで 17,000

三郷文化公園体育館大規模改修工事監理業
務

平成30年度まで 11,000

三郷文化公園体育館大規模改修工事 平成30年度まで 343,200

穂高南小学校長寿命化改良工事監理業務 平成30年度まで 22,920

穂高南小学校長寿命化改良工事 平成30年度まで 541,588

ＩＣＴ機器等リース 平成30年度から平成34年度まで 62,337

無形民俗文化財記録作成推進支援業務 平成30年度から平成31年度まで 1,762

文書管理・検索システム構築業務 平成30年度まで 2,808

　(単位：千円）

限　度　額

３⃣　債務負担行為
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平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧

ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ハード 財産管理課 ＡＥＤ維持管理費 2,660 AEDの使用頻度が増えていることから、新たな公共施設にAEDを配備する。また、
定期的に消耗品等の交換を行い、適切な維持管理をする。

ソフト 長寿社会課 地域福祉計画推進策定事業 368
第2期計画に基づき、庁内ワーキンググループ及び策定・推進委員会で施策の検
証をするとともに第3期計画を策定することにより、地域での（福祉）活動の増進が
見込める。

ソフト 長寿社会課 福祉医療費給付事業 586,258 乳幼児（～中学卒業まで）、障がい者、母子、父子家庭の医療費自己負担分の給
付により、安心した家庭生活が営める。

ソフト 長寿社会課 福祉医療費貸付事業 6,732
医療費の支払いが困難な貸付対象者に対し、無利息で貸し付け、福祉医療費支給
時に相殺する。このことにより早期受診が躊躇なくでき、重症化を防ぐことができ
る。

ソフト 長寿社会課 臨時福祉給付金給付事業 267,114 昨年に引き続き低所得者に対し、臨時的な給付を行うことで、消費税引き上げの影
響を緩和し、生活の支援を図る。

ソフト 長寿社会課 災害弔慰金等支給事業 500 見舞金を速やかに支給することにより、生活者への不安が緩和され、罹災者の生
活再建への意欲向上が期待できる。

ソフト 長寿社会課
シルバー人材センター運営助成事
業 10,138 高齢者の生きがいづくり活動、高齢者福祉の推進に寄与する団体への補助金交

付。

ソフト ○ 長寿社会課 入浴料金割引券交付事業 39,601
高齢者の外出を促して社会参加の促進を図り、健康増進と福祉向上を目的として、
 70歳以上の住民で申請した方に市に届け出をおこなっている施設で使用できる、１
枚あたり300円の割引券を年間24枚交付する。

ソフト 長寿社会課 配食サービス事業 21,340
食事の用意が困難で見守りが必要な概ね65歳以上の一人暮らしの人や障がい
者、高齢者のみの世帯に栄養バランスに配慮したお弁当をお届けするとともに安
否確認を行うことにより、安心して在宅生活ができる。 

ソフト 長寿社会課 健康長寿のまちづくり推進事業 4,706 健康増進や介護予防のために健康づくりの活動を定期的に行う団体に支援をする
ことにより、高齢者の運動機能の向上を目的とし健康長寿の増進に役立てる。 

ソフト 長寿社会課 老人福祉施設入所措置事業 92,568
環境的・経済的な理由によって在宅において生活することが困難な場合に、福祉事
務所長が養護老人ホームに措置入所することにより生活支援や社会参加をするた
めに必要な指導及び訓練等が受けられる。 

ソフト 長寿社会課 老人福祉施設等管理事業 124,236 大規模な修繕等は市が受け持ち、民間業者等が有するノウハウを運営に活用する
ことにより、住民サービスの質の向上が図られる。 

ソフト ○ 福祉課
しゃくなげの湯家族風呂（暖らんの
湯）利用補助 594 介護を必要とする障がい者へしゃくなげの湯家族風呂利用料の補助を行う。

ソフト 健康推進課 予防接種委託事業 259,984
予防接種法で規定されている定期の予防接種を実施できるように接種券等の送付
を行うことにより、感染予防、発病防止、重症化予防、感染症のまん延予防などを
図る。

ソフト 健康推進課 健康管理システム保守改修業務 6,704 市民の健康データを蓄積し一元的に管理することで、効果的な保健指導を実施す
ることができる。

ソフト 健康推進課 健康づくり事業 6,799
若年者健診の実施により若年者の死亡や生活習慣病による障害を予防する。 
健康づくり推進員や食生活改善推進員の活動により地域全体の健康づくりに対す
る意識を向上させる。

ソフト 健康推進課 成人検診事業 74,309 各種がん検診の受診率向上のため、受診申込者通知、未受診者通知を適宜発送
し受診勧奨を行う。

ソフト 健康推進課 保健指導・特定保健指導 10,141

健診結果に基づき関係機関と連携して効果的な保健指導により、生活習慣病の発
症予防重症化予防に取り組む。生活習慣病発症との関連が高いといわれている歯
周疾患の重症化を予防するため、特定健診時に歯科健診を導入し、重症化予防に
取り組む。

ソフト 介護保険課 介護保険施設整備等補助事務 225,106
第6期介護保険事業計画に基づく介護保険施設、認知症対応型共同生活介護1施
設、小規模多機能型居宅介護施設1施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護施設1施設に対し、県の補助金を原資に補助を実施する。

ソフト 国保年金課
後期高齢者医療人間ドック等助成
事業 19,495 後期高齢者医療被保険者を対象に、人間ドック・脳ドックの受診費用の一部を助成

し、費用の負担軽減を図るとともに、早期発見・早期治療により重症化を予防する。

（１）　健康長寿のまちづくり

14 



平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧

ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 政策経営課 福岡市東区への住民交流事業 864
福岡市の博多どんたく港まつりに合わせて、住民交流事業を実施し、東区演舞台、
どんたくパレードに参加する中で、友好交流推進協定締結都市である福岡市東区
との交流を図る。

ソフト 政策経営課 東金市との青少年交流事業 281 昨年度11月に実施した同事業を、青少年が参加し易い夏休期間中に実施する。

ソフト 〇 政策経営課
2020東京オリンピックホストタウン
事業 2,060

2020東京オリンピックに向けて、オーストリアカヌー連盟役員の受け入れを行う。こ
の受け入れ事業をとおして、オリンピックへの市民意識を高め、国際交流へ多くの
市民が係わることができる。

ソフト 政策経営課 市内国際交流団体への補助事業 894
市内で活動している国際交流団体への支援として、実施事業に対して補助金を交
付することにより、各団体の主体的な活動を促し、国際交流の推進を図ることがで
きる。

ソフト 福祉課 自立支援給付事業 1,392,348 地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実など障がい
者、障がい児の日常生活や社会生活を総合的に支援する。

ソフト 福祉課 障害児通所支援給付事業 61,968 地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実など障がい児
の日常生活や社会生活を総合的に支援する。

ソフト 福祉課 児童発達支援事業 13,236

平成29年度は、発達段階の中で不足していた月例に対し相談事業「はいはいたっ
ちの相談日」を実施。 
早期に療育に対する専門機関（児童発達支援事業）へ移行するための方法につい
て検討する。 

ソフト 福祉課 ひきこもり支援事業 1,024

　一般市民を対象に講演会の開催、ひきこもり者の家族の支援のための家族会の
設立、ひきこもり支援事業のプロジェクト、庁内連携会議の実施。 
　重点事業として新たな社会資源としてひきこもりからの回復のための居場所づくり
についての検討を庁内連携会議で検討する。 

ハード 子ども支援課 女性保護事業 1,595 緊急避難施設の整備を行うことにより、ＤＶ被害者等の安全を確保することができ、
被害者の不安を解消できる。

ソフト 子ども支援課 子育て応援手当給付事業 40,478
保育所等を利用せず、家庭内保育を実施している第2子以降の児童1人に対し、月
額3,000円の手当を支給することにより、子育て世代の経済的負担を軽減させ、子
育て世代の移住定住が期待できる。

ハード 子ども支援課 明科南認定こども園建設事業 336,843 新園舎敷地の造成工事を完了させる。 
その後進める園舎新築工事を滞りなく進める。

ハード 子ども支援課 三郷北部認定こども園建設事業 533,588 新園舎の完成。必要備品消耗品の購入配置。 
子どもたちの教育・保育環境の充実。

ソフト 子ども支援課 公立認定こども園管理費 1,282,898 公立認定こども園を適切に管理・運営することにより、発達段階に応じた質の高い
教育・保育及び子育て支援の提供ができる。

ソフト 子ども支援課 公立認定こども園給食運営費 346,151

 
・児童に安全安心な給食を提供する。　 
・給食施設の衛生・安全点検を行う。 

ソフト 子ども支援課 子どものための教育・保育給付 270,628
私立の保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業を利用する子どもに対し
て、教育・保育給付費を負担するとにより、すべての子どもが発達段階に応じた幼
児期の教育・保育を受けられる。

ソフト 子ども支援課 小規模保育施設整備事業 60,000 小規模保育施設の設置者に整備に係る補助金を交付して、施設整備を行い、３歳
未満児の受け皿を拡大することにより、待機児童の解消を図る。

ソフト 子ども支援課 幼稚園就園奨励費 5,652 国における補助基準を基に、補助金の交付を行い、保護者の負担軽減を図る。

ハード ○ 子ども支援課 施設改修工事（給食室） 730 給食室の衛生環境改善を図り、園児が安心・安全な環境の中で生活できるように
する。

ソフト 子ども支援課 穂高幼稚園給食運営費 12,307 児童に安全安心な給食を提供する。また、給食施設の衛生・安全点検を行う。 

ソフト 〇 健康推進課 母子・子育て相談事業 3,521 母子保健コーディネーターとして保健師を配置し、相談・支援の窓口対応を行う。

ソフト 〇 健康推進課 産後ケア事業 1,596
医療機関等へ宿泊や母乳相談の委託を行う(H29年10月から開始予定)ことにより、
産後の不安等の解消を図る。

ソフト 健康推進課 不妊・不育症治療費助成事業 18,846 該当医療機関における不妊不育治療費の一部を助成する。

（２）　豊かな人を育むまちづくり
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平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧

ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 健康推進課 在宅（休日）当番医制事業委託 6,830 休日等において、二次救急病院の負担軽減も視野に入れながら、地域のかかりつ
け医が急病者の対応に当たり、地域の「安心」を提供する。

ソフト 健康推進課
病院群輪番制負担金（松本広域
圏） 20,740 松本医療圏における救急医療対応実施機関に対する負担金。

ソフト 健康推進課 妊婦・乳児一般健康診査事業 83,379 母子手帳交付時に妊婦一般健康診査受診券を発行し、出産に向けての経済的負
担を軽減する。

ソフト 健康推進課 乳幼児健診・教室・相談 22,126
乳幼児健診を実施することで、児の異常の早期発見・早期対応による健全な成長
を促すとともに、母親の孤立化や育児不安を軽減し、安心した育児と虐待防止がで
きる。

ソフト 健康推進課 妊産婦・新生児訪問指導事業 3,360 妊産婦・新生児に個別訪問することで、育児不安を軽減し健やかな発達の支援と
虐待予防ができる。

ソフト 商工労政課 若者及び女性起業支援事業 2,740
平成29年4月1日時点で35歳未満の者又は女性が新たに起業をする際に必要な経
費の内、広告宣伝費・人件費・使用料等の一部及び借家の賃貸借料の一部を補助
する。

ハード 都市計画課
公園施設の維持補修・更新・バリア
フリー化事業 97,540 老朽化した遊具等公園施設の補修・更新と、バリアフリーを考慮してトイレ、園路の

改修を行う。

ハード 都市計画課 三郷文化公園体育館大規模改修 229,405 老朽化のため各所に不具合が生じている体育館の大規模改修を行う。 

ソフト 〇 学校教育課 活力ある学校のあり方検討会議 347 教育的な視点から少子化に対応した活力ある学校づくりのための方策を、教育関
係者により検討する。

ソフト 学校教育課 入学準備金貸付制度 77,556 高校や大学等への入学に要する費用の支出が困難な家庭に対して、入学準備金
の貸し付けを無利子で行い、未来を担う人材の育成に寄与する。

ソフト 学校教育課 スクールバス運行事業 78,692
遠距離通学になる児童生徒が安全で安心した通学が行えるようにスクールバスを
運行する。

ソフト 学校教育課 学校行事バス運行事業 11,759 市バス又は民間バスを利用して学校行事における児童生徒の運搬を行い、保護者
負担の軽減を図る。

ハード 学校教育課 老朽教職員住宅の整理 8,164
老朽化した住宅4戸（宮南2戸（旧「ねむの木」1戸を含む）、柏矢町2戸）を解体して
管理戸数の適正化を図るとともに、用地を財産管理部局へ所管換えして公有財産
の有効活用に資する。

ソフト 学校教育課 学校システム管理事業 27,428
各学校の校務用・教育用サーバと教育委員会サーバをネットワーク接続し、情報の
共有化、セキュリティの確保、高速化を図り、事務の効率化と共通管理システムの
一元管理を図る。

ソフト 学校教育課 中学生放課後等学習支援 454
学習理解や学力向上を望む中学生を対象として、放課後や長期休業を利用した補
習授業を含む「学習支援活動」をサポートする。（5教科・年間24回・7校分：年間840
時間）

ソフト 学校教育課 小学校外国語指導助手配置事業 24,855
日本人及び外国人外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、児童の国際的視野の育成と
コミュニケーション能力の素地を養うと共に、英語教科化に向けての教職員の研修
を実施する。

ハード 学校教育課
防災機能強化事業
（屋内運動場非構造部材耐震化工
事）

100,955 災害時に避難所となる屋内運動場の天井材や照明器具等の非構造部材の耐震化
工事を実施し、安全と安心を確保する。

ハード 学校教育課 長寿命化改良事業 76,746
老朽化した穂高南小学校の南校舎を今後30年以上使用できるよう構造体等の長
寿命化対策工事を実施するとともに、老朽対策工事を実施して健全な施設環境を
提供する。

ソフト 〇 学校教育課
電子黒板の導入及び校内放送ネッ
トワーク改修 19,611

電子黒板等の情報機器（ＩＣＴ）の整備により、ＩＣＴ機器を活用した分かりやすい授
業と既に老朽化した校内放送ネットワークの再構築を図り、子どもの充実した学校
教育環境を整備する。

ソフト 学校教育課 中学校外国語指導助手配置事業 34,944
外国人外国語指導助手（ＡＬＴ）を各校に配置し、生徒の国際的視野の育成とコミュ
ニケーション能力の素地を養うと共に、英会話能力向上のため英語課外授業を各
校で実施する。

ソフト 学校教育課
中学生海外ホームステイ交流派遣
事業 8,855

グローバル化する国際社会に対応できる人材の育成を目指し、海外でホームステ
イを行い、国際感覚を養うと共に英会話能力の向上と英語で積極的にコミュニケー
ションを図ろうとする生徒を育成する。

ハード 生涯学習課 豊科公民館駐車場整備事業 57,800 旧豊科支所跡地を豊科公民館駐車場や災害時の周辺住民の避難場所等の活用
のため整備。
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平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧
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H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 生涯学習課
児童クラブ(放課後子ども健全育成
事業） 78,912 定員枠を拡大し受入れ児童数を増やす。

ソフト 生涯学習課 生涯学習推進計画 1,922 平成30年度から平成39年度を計画期間とした「第２次生涯学習推進計画」の策定。

ソフト 生涯学習課 安曇野検定実施事業 2,984
安曇野市ゆかりの人物を中心とした準備講座の内容から出題する検定を実施す
る。また、県補助金交付を要件に安曇野に伝わる昔話をまとめた図書を作成し、そ
の内容から出題するジュニアの部を実施する。

ソフト 生涯学習課 子ども会育成会支援事務 8,543 心豊かな子どもの育成の事業実施へ補助金を交付。

ソフト 生涯学習課 放課後子ども教室 8,884 市内の小学生全員を対象として放課後の安全・安心の居場所づくりと異世代・異年
齢交流による様々な体験や集団遊びの場を提供する。

ソフト 生涯学習課 地区公民館支援事業 32,592 地区公民館の活動と建設に係る経費に対して補助金を交付する。

ハード 〇 生涯学習課 文書館等改修事業 307,760 堀金公民館講堂と歴史的価値のある公文書を保管・活用する文書館を整備する。

ハード 〇 生涯学習課 南部総合公園体育施設建設事業 66,781 市公式スポーツ施設整備計画（H27.6策定）に盛り込まれている総合体育館整備の
ため、基本設計の作成、測量・地質調査等を行う。

ソフト 生涯学習課 スポーツ教室等開催事業 6,567
成人向けのスポーツ教室と併せ、子どもや親子向けの教室を開催する。
幼少時の運動能力の促進を図るため、コオーディネーショントレーニング事業を実
施する。

ソフト 文化課 芸術教育普及事業 4,209

全ての市民がすぐれた文化芸術に接することができるよう、芸術公演やコンサート
などの内容を充実させ、鑑賞の機会を作る。 
東京藝術大学連携事業、文化講演会などの実施。諸団体と協働による文化事業の
実施する。

ソフト ○ 文化課 文化振興計画推進事業 1,369
市民が豊かで特徴ある文化資源や文化活動を継承し、「安曇野の文化」を保持・育
成していくために、新たな長期的な視野に立った指針が必要不可欠であることか
ら、個別計画である「第2次文化振興計画」を策定する。

ソフト 文化課
安曇野髙橋節郎記念美術館教育
普及事業 5,258

髙橋節郎の没後１０周年を記念し企画展「髙橋節郎の軌跡～心象と幻想～（仮
称）」を開催し、豊田市美術館髙橋節郎館や安曇野市民所有の作品を借用し、髙橋
節郎の全盛期の作品展示を行う。 また、第６回そば猪口アート公募展では、増大す
る費用と業務の削減を図りながら、髙橋節郎が芸術活動の主なフィールドとした工
芸分野の振興を図る。

ソフト 文化課 文化財保全事業 4,231
安曇野市内にある文化財の保全を図るため、文化財の指定に関する事務手続きを
行う。 
また、指定文化財の保存管理のための方針、計画を定め支援を行う。

ソフト 文化課 地域史研究と文化財保存・活用 6,811
地域史解明と、文化財の保全を図るための記録保存・調査を進め保存活用を図
る。 
また、指定文化財の公開のための周辺整備と市民へ向けた啓発活動を推進する。

ソフト ○ 文化課 公文書館開館準備 8,407 公文書館開館に向けた準備全般を行う。

ソフト 文化課 埋蔵文化財保護事業 16,405
埋蔵文化財包蔵地内の開発行為について、文化財保護法に基づき保護対策を進
める。 
また記録保存（発掘調査）により得られた資料についての保存活用を図る。

ソフト 文化課 豊科郷土博物館教育普及事業 4,836 多くの市民に安曇野の文化や歴史に親しんでもらうため、企画展を開催するととも
に、各種講座を行う。博物館構想に掲げた コンパクト展示を引き続き行う。

ソフト 文化課 貞享義民記念館教育普及事業 1,300 義民の顕彰、人権尊重の精神を広く市民へ啓発していく。貞享義民の参考図書を
作成する。

ソフト 〇 図書館交流課
三郷交流学習センター開館記念コ
ンサート 3,742

三郷交流学習センター開館記念イベントとして開催。子どもから大人まで幅広い年
齢層の市民に、より質の高い鑑賞事業を提供する。コンサートの中ではリズムを感
じて貰えるワークショップを行う。

ハード 図書館交流課 三郷交流学習センター整備事業 657,476 平成29年度末に三郷交流学習センターの新設と三郷図書館の開館により、新たな
交流の場、学習の場が生まれる。

ソフト 図書館交流課 図書館資料収集事業 45,819 図書館資料の収集を行う。（新聞・雑誌　5,137千円、通常図書購入費25,000千円、
三郷・堀金計画購入図書13,972千円、学校調べ学習用図書1,000千円　他）

ソフト 生涯学習課
第２次安曇野市スポーツ推進計画
の策定 1,350 平成23年度に策定した安曇野市スポーツ振興計画が平成29年度で終了するた

め、新たな計画を策定する。

ソフト 生涯学習課 体育団体等支援事業 11,800 スポーツ推進を図っている団体等（体育協会、スポーツ少年団）に対する支援を行
う。また、全国大会以上の競技会に参加する個人・団体等に激励金を交付する。

ソフト 生涯学習課 市民スポーツ祭の開催 1,500 市民の多くの方々が参加する市民スポーツ祭を実行委員会等と連携し、開催す
る。
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平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧

ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 農政課
総合見直し業務（農業振興地域整
備促進事業） 4,357 農振法に基づく5年に一度の見直し業務を委託することで、効率的で適正な計画変

更を図る。

ハード 農政課 安曇野の里湧水探索路改修事業 62,508 平成8年に整備された湧水探索路は劣化が激しく危険な状態であるため、平成28
年に引き続き改修工事を実施する。

ハード 農政課
大浴場改修工事（ファインビュー室
山） 86,502

建設から17年経過し、各所に劣化が生じているため、平成28年度、29年度の債務
負担行為により,全面改修を実施する。利用者の安心・快適な利用と都市と農村の
交流促進を図る。

ソフト 農政課
農業生産振興事業（市再生協事
業） 7,070

市農業再生協議会において、農業技術向上検証事業等により所得の向上や環境
の保全対策検証に取組む。また、これらの情報を農家に提供する。

ソフト 農政課 産地パワーアップ事業 18,665
地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲ある農業者
等が高収益な作物、栽培体系への転換を図るための取り組みを総合的に支援す
る。

ソフト 農政課 経営所得安定対策等推進事業 24,000 市農業再生協議会へ交付金を交付することにより、経営所得安定対策等推進事業
事務等の円滑化及び農家への交付金交付の適正な推進を図る。

ソフト 農政課 苗箱施薬剤購入補助事務 14,000 稲作の病害虫防除対策及び農業経営の安定を図るため、苗箱施薬剤購入費の一
部助成を行うことにより、全国トップクラスの一等米比率を安定して維持する。

ソフト 農政課 市農業振興作物等推進事業 57,100
農業振興事業及び需要に即応した米作りを推進するため、米の生産数量目標の範
囲内で米を作付けする者に対し、担い手支援・生産振興作物推進等の補助金を交
付する。

ソフト 農政課 玉ねぎ機械化体系支援事業 5,725 　玉ねぎの機械化により栽培面積を拡大を図る農家へ、機械化用苗の購入、機械
の購入に対し補助を行う。

ソフト 農政課 畜産農家支援事業 4,975

・環境対策の一環として、畜産農家が購入する資材に対して補助する。（1/2補助、
上限あり） 
・家畜伝染病予防法に規定された疾病の定期検査に対する補助等。（1/3補助） 
・畜環リース事業により建設した堆肥舎等に係る利子に対する補助。 

ソフト 農政課 三郷堆肥センター運営事業 29,898 市内の自然環境を保全し、市民の生活環境を保持するため、畜ふん尿等を原料と
した優良な完熟堆肥を製造することにより、市の有機農業を恒久的に発展させる。

ソフト 農政課 農業用機械施設整備事業 23,700
認定農家や集落営農組織が取得する農業用機械・施設に対して補助金交付を行
い、農業の機械化を図る。

ソフト 農政課 農地集積事業 20,000 機構集積協力金を活用し、農地中間管理機構を介した農地の集積集約化を図る。

ソフト 農政課 新規就農者支援事業 51,500 国及び市の給付金制度を活用し、新規就農者の確保・育成を図る。

ソフト 〇 農政課 荒廃わさび田再生検証事業 2,000 実証ほ場を選定し施行方法の検証を行うとともに、検証業務を通じ低コストでの栽
培方法を見出すことにより、荒廃化したわさび田を 復旧させ、生産振興に繋げる。

ソフト 農政課 荒廃農地解消事業 11,300
荒廃農地を再生する個人・団体を支援するために、国の交付金、市単の補助金を
交付することにより、再生作業が活性化され、 全体面積の減少へ繋がるとともに、
農地を保全する。

ソフト 農政課 中山間地域直払事業 17,389 中山間地域において農業・農村の持つ多面的機能を確保するため、農地を守る協
定を締結することにより、農業生産活動を継続 し、農用地の保全に繋げる。

ソフト 農政課 有害鳥獣防止対策事業 11,266
国の交付金を活用した広域獣害防護柵の設置や、個人で設置する侵入防止柵お
よび防止装置への補助等を行うなど未然の防止対策を複合で 組合せ対策を講じて
いくことにより、農作物被害の軽減を図ることができる。

ソフト 農政課 海外輸出販路開拓事業 9,540 ・H28年度より、JAあづみが取り組んでいる“りんご”の輸出事業に対しての補助
・海外プロモーション協議会へ事業補助金

ソフト 農政課 農業塾等助成事業 1,509 市民に農業学習の場を提供している農業塾、体験農場において行われている農業
者育成に係る事業を支援するため、補助金を計上。

ハード 耕地林務課
農業用水路改修工事(土地改良施
設維持管理適正化) 10,656 計画的に水利施設の整備を行うことにより、施設の長寿命化が進み、維持管理の

軽減や農業経営の安定化が図れる。 

ハード 耕地林務課 農業施設維持工事（市単） 32,917 地域から改善要望のある農業用排水路等の維持補修工事を行うことにより、施設
の長寿命化が進み維持管理の軽減や農業経営の安定化が図れる。

ハード 耕地林務課 県営土地改良負担金 35,279
県営事業により土地改良施設の機能更新を行い、安定した農業用水を確保し、維
持管理の軽減が図れる。また、基幹農道に歩道を整備し、農業者等の安全確保が
図れる。

ハード 耕地林務課
農業用排水路工事・農道舗装工事
（団体営） 28,026 梓川土地改良区が行う水路改修工事に対し建設負担金を支出し、土地改良区の

経費の負担軽減を図る。

ハード 耕地林務課
ほ場整備負担金（経営体育成基盤
整備） 28,527 ほ場整備事業により土地区画整理を行うことで作業効率が向上するとともに、担い

手への農地集積が図れる。

ソフト 商工労政課 安曇野市勤労者互助会運営事業 4,250 安曇野市勤労者互助会の事業を支援する。 

（３）　活力あふれるまちづくり
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平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧

ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 商工労政課 勤労者支援事業 52,300
当該団体の福利厚生事業活動を支援する。 勤労者の生活の安定を図り、福祉の
向上に資するため、勤労者資金融資あっせんや融資に対する利子補給を行う。 

ソフト 商工労政課 雇用対策事業 190 職場定着セミナー、労働相談会を開催する。 

ソフト 商工労政課 ふるさとハローワーク管理事業 3,067 松本公共安定所と共同で市内を中心とした就職希望者の相談業務をふるさとハロ
ワークで行う。 

ソフト 商工労政課 経営改善普及事業 19,990
安曇野市商工会経営支援員による市内事業者の経営相談や経営改善を行う事業
を支援する。

ソフト 商工労政課 地域総合振興事業 45,470 新そばと食の感謝祭等、地域の活性化を担うイベントに対しその費用の一部を負
担する。 

ソフト 〇 商工労政課 商業事業者支援事業 378 明科駅前の国道歩道整備に伴い、駅周辺商業再生について検討する。 

ソフト 商工労政課 地域経済活性化住宅助成事業 66,709 経済波及効果の高い事業であることから、地域経済の活性化と人口減対策として、
継続して取り組む。

ソフト 商工労政課 市制度資金貸付事業 928,938
市内金融機関（八十二銀行、長野銀行、松本信用金庫及び長野県信用組合）に斡
旋資金を預託し、市内企業の運転・設備等に必要な資金の貸し付けを行い、市内
企業の経営の安定と生産性の向上を図る。

ソフト 商工労政課 空き店舗等活用促進事業 13,624 市内の空き店舗において新たに事業を行う者に対して、その家賃の2分の1（上限5
万円）を補助する。

ソフト 商工労政課 企業サポート事業（工業系） 4,922
補助金を活用した企業等の状況や企業からの要望も踏まえて、補助率や限度額の
見直し等により助成制度の再構築を進める。ポータルサイトの成果を出すため、登
録企業の拡大・RSS機能の追加により、市からの情報提供を積極的に行う。

ソフト 商工労政課 企業助成事業 126,048
市商工業助成制度10メニューの利用促進を行い、企業誘致の推進・市内企業の業
績向上を図る。特に、生産設備取得事業の新規雇用要件を緩和し、中小企業の雇
用を守り、生産性向上を支援する。

ソフト 商工労政課
地域資源活用型連携推進モデル
型事業 1,482

モデル的な農商工連携事業として、新たな地域資源ホップの生産と地ビールの製
造を推進し、地域の活性化に繋げるための域内消費喚起策を講じ、具現化に向け
た取り組み支援を行う。

ソフト 商工労政課 首都圏等市場ニーズ調査 800
市総合戦略により、地域資源を最大限に活かした商品等について、首都圏の主婦
及び流通業者のモニター調査を実施し、商品開発の基礎資料収集と事業者におけ
る経営革新に繋げる契機を促す。

ソフト
観光交流促

進課
天蚕振興事業 6,423 天蚕飼育林の栽培エリアを拡大し、天蚕繭の収量の拡大を図る。また、安曇野市

天蚕センターを拠点に、関係産地と連携した広域観光ルートを整備する。

ソフト
観光交流促

進課
外国人誘客事業 11,600

地方創生推進交付金を活用し、海外エージェントの招聘やインバウンド商談会への
参加等、外国人誘客のための営業活動を安曇野市観光協会と連携し実施するとと
もに、外国語対応研修会の開催等、受入体制を強化する。

ソフト
観光交流促

進課
海外プロモーション事業 15,000 市観光協会、市商工会などで組織する安曇野市海外プロモーション協議会におい

て、海外に向けてAZUMINOの情報発信を行い、外国人旅行者の誘客を図る。

ソフト
観光交流促

進課
広域連携観光誘客事業 8,059 県や周辺市町村、観光施設等と連携し、観光誘客の推進や、松本空港の利用促進

等の事業に取り組む。

ソフト
観光交流促

進課
観光イベント事業 36,723

魅力ある観光イベントの開催を通じ、市域外から来訪者を呼び込む。更には観光や
二地域居住による交流人口を拡大させ、観光振興による他産業への経済波及を拡
大し、地域経済の活性化に向けた取り組みを推進する。

ハード
観光交流促

進課
しゃくなげの湯周辺整備事業 339,938 安曇野しゃくなげの湯周辺整備及びしゃくなげ荘・温泉健康館の解体工事等、観光

拠点としての基盤整備により滞在時間の延長を図る。

ハード
観光交流促

進課
合戦小屋トイレ整備事業 46,036 合戦小屋トイレの新築工事により、施設を快適に利用いただき、来訪者の満足度

の向上を図る。

ハード
観光交流促

進課
観光案内看板整備事業 10,000 都市再生整備計画事業により、安曇野市内水辺の里認定区域内の観光案内看板

の整備を行う。

ハード 〇
観光交流促

進課
自然交流センター｢せせらぎ｣の運
営管理事業 2,197

現在閉鎖されている展望デッキを市民や来訪者が利用できるよう修繕を行い、施
設の有効活用を図ると共に、雄大な安曇野の自然景観を楽しんでもらい来訪者の
滞在時間の延長を図る。

ソフト
観光交流促

進課
御宝田水のふるさと公園の管理事
業 1,234 御宝田遊水池の草刈整備業務委託等を行い施設の適正な管理により自然とのふ

れあう場を提供し、滞在時間の延長を図る。

ソフト 都市計画課 立地適正化計画策定業務 5,508
人口減少、少子高齢化社会の本格的な到来が予想される中、都市機能の高度化・
居住環境の向上及び防災機能を確保したコンパクトシティーを目指すため、「立地
適正化計画」を策定する。 

ソフト 農委事務局 農地台帳整備事業 2,682 農地台帳を活用し、荒廃農地パトロール実施結果、経営意向調査結果を基に農地
情報の更新を行い、農地の流動化を促進させる。

ソフト 農委事務局 農業者年金事業 195 農業者年金加入推進リーフレットを作成し、農業者年金加入資格者への加入推進
を積極的に行い、加入者の増加を図る。
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平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧

ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 危機管理課 防災組織支援事業 6,582 自主防災組織の活性化のため、地域自主防災会議の開催。
資機材整備と防災訓練への補助金交付。

ソフト 危機管理課 災害対策事業 26,640 飲料水、食料、日用品、資機材を計画的に購入して備蓄するとともに、指定避難所
で使用する資機材を備蓄するため、防災倉庫を整備する。

ハード 危機管理課 消防施設維持整備事業 81,890 消防団詰所の計画的な耐震施工と耐震性防火水槽の整備。

ハード 〇 危機管理課
緊急告知機能付き防災ラジオ等導
入事業 12,048

防災行政無線からの緊急情報をあづみ野エフエムの周波数76.1MHzに割り込ませ
て放送するシステムとこれに対応した緊急告知機能付き防災ラジオの導入。 

ソフト 〇 地域づくり課
地域（区）訪問型高齢者交通安全
教室 250

多発する高齢者の交通事故防止策を通安全ミュージカルや反射神経テストを通し
てわかりやすく実践、体験する地域（区）訪問型の高齢者交通安全教室を開催す
る。

ソフト 地域づくり課
総合的な安全・安心対策のための
啓発 500 高齢者宅家庭訪問では、加齢に伴う交通事故への備えと複雑化する犯罪被害から

身を守る総合的な安全・安心対策を紹介した啓発冊子を配布する。

ソフト 地域づくり課 防犯灯LED化更新事業 56,387 市内全域に設置されている電球や蛍光灯等の防犯灯をＬＥＤ防犯灯に更新する。
H29実施地域は、豊科地区（高家・田沢・光）／穂高地区（穂高・柏原・北穂高）。

ソフト 地域づくり課 弁護士による無料法律相談 856 定期的な弁護士相談を実施することにより、問題や疑問の解消へとつながってい
る。

ソフト 〇 地域づくり課 消費生活啓発活動 864
　長野県の制度により認定された市内居住の消費生活サポーターの皆さんの協力
を得ながら、家庭訪問等を中心とした啓発活動に力を入れ、特殊詐欺被害防止に
つなげ消費者被害から市民を守ります。

ソフト ○ 長寿社会課 福祉避難所備品整備事業 487 指定福祉避難所の備品を年次購入することにより、災害時に要配慮者の行動を支
援できる。

ソフト 環境課
第2次安曇野市環境基本計画策定
業務 4,456

現行の安曇野市環境基本計画の進捗状況を踏まえ、平成20年度からの社会情勢
の変化や、関連計画との整合性を勘案した上で、第2次安曇野市環境基本計画を
策定する。

ソフト 環境課 環境フェア事業 3,214 10周年を迎える事業。環境に関する課題を市民が共有できる場を提供するととも
に、「環境基本計画」で定められた取り組みを広く紹介する。

ソフト 環境課 水資源対策協議会 800 現行の「安曇野市水資源対策協議会」を母体とした協議会を設置し、水資源の涵
養、保全、有効利用、資金調達等に関する調査、研究、広報、啓発を行う。

ハード 環境課 合葬墓造成事業 30,480
少子化、核家族化などでお墓を建てても管理することが困難な方など、安心して使
用できる（多数の遺骨を一緒に共同埋蔵する墓）合葬墓を穂高墓地公園内に建設
する。

ソフト 環境課 空家対策事業 373
管理不十分や、長期間放置されていることにより、周辺環境に悪影響を及ぼしてい
る空家が増加していることから、立入検査を行い特定空家の認定、空家相談会を
開催する。

ソフト 〇 環境課 猫不妊・去勢手術費用補助 249 飼い主のいない猫の増加を防止し、猫被害の拡大を止めるため、動物愛護団体に
対して、地域猫の去勢・不妊手術費用を補助する。

ソフト 環境課 合併浄化槽補助事業 18,016 下水道事業計画区域外での合併処理浄化槽設置者に対し補助金を交付する。た
ま、国費、県費の適正な申請手続きをする。 

ソフト 環境課 環境調査測定事業 9,571 騒音、農薬、ダイオキシンなどの公害測定を行い、環境基準の達成状況を常に監
視することで、生活環境の向上を図る。

ソフト 環境課 臭気対策事業 4,077 臭気指数規制の導入により、悪臭による苦情が頻発する事業所に対して臭気指数
測定を行い、基準を超過した事業所に対して指導等を行い、臭気の低減を図る。

ソフト 廃棄物対策課 不法投棄対策事業 7,477
悪質な不法投棄を防止し、不法投棄をさせないまちづくりのため、監視連絡員を委
嘱しパトロールを実施する。また、不法投棄された廃棄物は 呼び水とならないよう
早期に撤去し処分する。

ソフト 廃棄物対策課 廃棄物収集運搬事業 333,455 可燃ごみ・不燃ごみの収集業務の委託、及び市民が分別排出した資源物の収集
運搬・保管・中間処理を業者に委託し、資源物のリサイクルをする。

ソフト 廃棄物対策課 ごみ減量化推進事業 9,608 ごみの減量化とリサイクル推進を進めるため、分別排出・資源化を進める。

ソフト 廃棄物対策課 三郷最終処分場埋立業務委託 4,970 三郷一般廃棄物最終処分場に搬入されたガラス・陶器・家庭焼却灰の埋立て処分
業務を委託する。

ソフト 廃棄物対策課 リサイクルセンター施設管理事業 7,278 ごみ減量化・資源化推進のため、利用者への適正な分別指導を行う。また、開場日
の混雑時に整理等をし、円滑な施設運営を行う。

ソフト 廃棄物対策課 環境活動支援事業 23,986
各自治会環境部に交付金を交付し、指定集積所の管理やごみ分別の適正化推
進、地域一斉清掃などの地域活動を支援し、住民協働により生活 
環境の保全を図る。

ハード 廃棄物対策課 生活雑排水処理場施設改修事業 53,329 遊休化した敷地・施設部分を併設された穂高リサイクルセンターとして拡充を行い、
利用者の利便性の向上を図る。

（４）　環境を守り、安全・安心なまちづくり
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ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 福祉課 子ども学習支援事業 372
生活困窮世帯の子どもに対して東日本大震災時に学習支援を行いノウハウのある
大学生が学習・居場所づくり等の支援を行うことにより貧困の連鎖を食い止める。

ソフト ○ 福祉課 就労準備支援事業 1,200 一般就労が困難な困窮者に対して、就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活
自立段階から有期で実施し、一般就労につなげる。

ソフト 福祉課 生活保護費給付事業 774,280 要保護者に対し生活維持と自立支援を図るため、適正な生活扶助、医療扶助等を
給付する。保護費の支給により最低限度の生活維持が可能になる。

ソフト 福祉課 社会就労センター管理費 80,707 社会就労センターの管理運営を指定管理者へ委託。民間のノウハウ等を活かし、
事業の効率化・安定化が期待できる

ソフト 耕地林務課 活動組織支援補助 217,500
近年、農村部の高齢化、混在化、過疎化等の進行に伴う集落営農の機能低下によ
り、農地や農業用施設等の維持保全が困難になっているため、地域住民の取り組
みにより、地域資源が適切に保全管理される。

ソフト 耕地林務課 有害鳥獣捕獲事業 12,158
猟友会に委託して定期的な有害鳥獣捕獲、クマ個体数調整、緊急対応を行うほ
か、錯誤捕獲については信州大学にも併せて対応を委託することにより、計画的に
駆除を進めることができる。

ソフト 耕地林務課
長峰山森林体験交流センター指定
管理 13,912 長峰山森林体験交流センターを指定管理者が管理することにより、利用者のニー

ズに応じて効果的、効率的に施設運営をすることができる。

ハード 耕地林務課 松くい虫被害対策更新伐事業 35,673 　松くい虫被害の激害地において更新伐を実施し、被害材も含めた森林資源の有
効活用を図りながら、有用な広葉樹に更新して里山の再生を図る。

ソフト 耕地林務課
松くい虫防除対策事業市単補助事
業 33,019

　個人庭園松や地域神社林等の所有者や管理者が実施する、薬剤散布や樹幹注
入による予防対策費用や被害木の伐倒処理経費に対して補助金を交付する。 
　松くい虫被害のまん延防止や枯死木の倒木による二次被害を防止する。

ハード 耕地林務課 森林造成事業（補助） 17,500
長野県が定める「信州の森林づくり事業」を推進するため、個人林等の森林施業に
対し、事業実績に応じて市が嵩上補助を行う。事業の実施により森林整備が活性
化する。

ハード 耕地林務課 林道烏川線重点整備事業 56,420
補助事業を活用し、林道烏川線の改良工事を実施する。工事を実施し土砂崩落等
の危険箇所を改善することにより、利用者が安心して安全に林道を通行することが
できる。

ハード 耕地林務課 林道一の沢線重点整備事業 14,718
補助事業を活用し、林道一の沢線の改良工事を実施する。工事を実施し土砂崩落
等の危険箇所を改善することにより、利用者が安心して安全に林道を通行すること
ができる。

ハード 〇 耕地林務課 農村公園遊具更新事業 5,670 農村公園内の経年劣化した遊具更新することで、市民が安心安全に利用すること
ができる。

ソフト 商工労政課 駅関連施設管理事業 17,439 ・ＪＲ営業線無人駅での乗車券類等の発券業務 
・ＪＲ営業線駅の駐輪場等の管理 

ソフト 商工労政課 市営駐車場管理業務 2,653 ・安曇野インターチェンジ東駐車場、一日市場駐車場、豊科駅駐車場等の管理 

ソフト 監理課 有料道路通行料金負担軽減事業 8,418 三才山トンネル等有料道路を利用する通勤・通学・通院者に対して、「時間帯割引
券」を販売する。

ソフト 監理課
建設技術者等資格取得費補助金
交付事業 1,260 建設業者が負担する資格取得費用の１/２以内の額（上限10万円）を補助する。

ソフト 監理課 県営新設改良事業負担金 19,000 急傾斜地崩壊対策、兼用側溝整備等の事業実施に向けて、事業費の一部を負担
する。

ソフト 監理課 国県事業推進事業 899 国道19号明科駅前歩道整備事業の、国と地元の調整、用地事務を行う。
梓橋交通量推計に伴う効果検証を行い、渋滞解消に向けた協議を進める。 

ソフト 監理課 土地台帳、公図管理事務 18,458 法務局から送付される異動通知書に基づき、地籍情報のデータ更新業務を委託す
る。 

ソフト 監理課 道路台帳加除事業 24,134 道路台帳の調整と保守のため、過年度工事個所等のデータの更新業務を委託し、
道路行政の基礎的資料とするほか、台帳図はＨＰ上での閲覧を可能とする。 

ハード 建設課 市道新設改良事業(市単独) 370,000 生活道路の整備 ・拡幅。

ハード 建設課 市道新設改良事業(合併特例債) 53,500 幹線道路の整備 と歩道の整備。

ハード 建設課 市道新設改良事業(交付金) 247,000 幹線道路の整備や歩道等安全施設の整備。

ハード 建設課 河川改修事業 13,000 河川改修工事を行い、河川の溢水を防止する。

ハード 建設課 道路災害復旧事業 11,000 道路災害の復旧工事を行う。

ソフト 建設課 道路施設の維持補修 202,500 一般交通に支障を及ぼさないよう、道路を常時良好な状態に保つように維持管理
を行う。

ソフト 建設課 除雪融雪事業 104,996 市道1,694kmの内、873kmを除雪路線、104kmを融雪路線に指定をし、迅速に対応
できるよう除融雪業務の委託を行う。
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ハード 建設課 道路橋梁修繕事業(交付金) 220,000 橋梁、道路舗装の計画的な修繕工事および点検を行う。

ハード 建設課 交通安全施設の整備 30,000 区やPTAなどからの要望に応じながら、交通事故が起こりにくい道路環境の整備を
行う。

ハード 都市計画課 街路整備事業（交付金） 389,160 機能的な都市を形成するため都市計画道路の整備を行う。（吉野線）

ハード 都市計画課 都市再生整備計画事業(交付金） 44,200 地域の活性化と商店街の再生に繋げるため、穂高駅周辺整備をおこなう。また、明
科駅については、まちづくり基本方針に基づき関係機関との調整を図る。

ソフト 建築住宅課 緑のまちづくり事業 8,324 住宅地の緑化向上のため、住宅新築、誕生、小学校入学、結婚の記念として記念
樹の配布を行う。また、生垣設置等をする場合に補助金の交付を行う。

ソフト 建築住宅課 既存建築物耐震改修促進事業 20,698 耐震診断を行い住宅の安全性を確認し、必要に応じて行う耐震補強工事に対し補
助を行う。

ソフト 建築住宅課 拠点地域等住宅購入費助成事業 20,000 対象区域において、住宅を新築又は取得等をして住民登録をした人へ補助金（200
千円/戸）を交付する。

ハード 建築住宅課
公営住宅等長寿命化計画に基づく
改修工事 36,353 市公営住宅等長寿命化計画に基づく修繕及び耐久性の向上等を図る改善を行う。

ソフト 経営管理課 水道事業出資金 116,000 水道事業の統合により明科地域から豊科地域への送水ができるようになるため、
豊科・明科の送水管布設、豊科配水池等の整備を行う。

ソフト 総務課 平和都市宣言事業 2,402 広島平和記念式典へ市内中学校７校から代表生徒を派遣すると共に、安曇野市平
和のつどいを開催する。

ソフト 総務課 寄附採納事務 337,778

安曇野産にこだわった魅力的な特産品、工業製品などのお礼の品を取り揃え、全
国からふるさと寄附を募集するとともに、前年度の寄附者に対する繋がりを大切に
し、特典付き観光冊子と冊子に掲載されている施設で利用できるクーポン券を送付
する。

ソフト 総務課 ファイリングシステム事務 2,586 全庁に導入したファイリングシステムを維持していくための管理業務を委託し、ファ
イル基準表の分類と、文書事務システム（文書登録）における分類を一致させる。

ソフト 職員課 人事評価による人事管理事業 2,765 人事評価の全職員への処遇反映を行うとともに、複線型昇任制度の構築をする。

ソフト
人権男女共
同参画課

人権のつどい 473 中学生人権作文コンテスト優秀作品の発表や、講演会の実施。

ソフト
人権男女共
同参画課

男女共同参画フォーラム 32 男女共同参画推進会議、コミュニケーターと共催によるフォーラムの開催。

ソフト 生涯学習課 人権・平和特別授業 2,104 市内の小学４年生全児童を対象に人権・平和特別授業を実施。

ソフト 生涯学習課 人権尊重作文集 225 市内小中学生の作品による人権尊重作文集を作成し、周知・広報する。

ソフト 行政管理課
行財政改革大綱・実施計画進行管
理事業 84 行政改革推進委員会へ進捗状況等の報告を行い意見を求める。

ソフト 行政管理課 公共施設管理方針調整事業 254 公の施設を適切に管理できる指定管理者の選定を行う。

ソフト 政策経営課 第２次総合計画等策定事業 8,184 将来にわたり中長期的に計画的かつ安定的に効率性の高い行政運営を行うため
に、平成30年度を始期とする「第2次安曇野市総合計画」を策定する。

ソフト 政策経営課 行政評価事業及び実施計画 242
行政評価を予算及び実施計画へ反映できる仕組みを実践する。 
行政評価で見えた課題に対応すれば、確実に市民サービスの向上、事務事業のス
リム化及び効率化につながる。

ソフト 政策経営課
デマンド交通運行管理システム導
入 5,515

現行のシステムがH29年8月上旬で保守期間が終了することに伴い新たなシステム
を5年間のリース契約により導入する。クラウド化により今まで以上にサポート強化
が図れる。 

ソフト 政策経営課
地域公共交通網形成計画策定業
務 3,619 地域公共交通網形成計画を策定することで安曇野市にとって望ましい公共交通網

の姿を明らかにすることができる。 

（５）　協働によるまちづくりと行政サービスの向上
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平成29年度一般会計当初予算　主要事業一覧

ソフト
ハード

新規〇 担当課等 主要事業名称
H29予算額

（千円）
事業内容

ソフト 秘書広報課 広報あづみの発行・配布 36,557
市民ニーズを把握する中で、より読みやすく、分かりやすい市政情報の提供に努め
る。また、広報委員等を組織し、一層積極的に情報発信する。

ソフト 秘書広報課
インターネットやコミュニティーFMに
よる市政情報の発信 15,795 ホームページやツイッター、コミュニティーFMを活用して一層積極的に情報発信す

る。

ソフト 税務課 家屋経年異動判読調査 8,316 前回撮影と最新撮影の航空写真の照合により、経年による家屋の新増築・滅失の
異動を把握する。 
 

ソフト 税務課
地方税電子申告支援サービス事
業 5,659

エルタックスを使用した給報等支払報告書、法人の電子申告及び国税連携による
確定申告書のデータ取り込みの推進を図り、納税者の利便性の向上と課税事務の
効率化、コスト削減に努める。

ソフト 税務課 課税客体調査事業 36,957
定期的な(評価替えに合わせ3年に１度)航空写真の撮影を行い、経年変化を捕捉し
たうえで賦課基準日の正確なデータに基づいた固定資産税(土地・家屋)の課税を
行う。 

ソフト 収納課 納税コールセンター業務委託 5,366 　新規滞納者を増やさないようにコールセンターから初期未納者に対して架電を行
い自主納付を促す。

ソフト 財産管理課 市有財産管理費 1,889 低未利用地及び低未利用施設を処分することにより、維持管理費の低減と自主財
源の確保が図れ、新たな宅地供給の促進と税の増収が見込まれる。

ソフト 財産管理課 総合管理業務 84,023
庁舎の管理を総合管理で一元的に業務委託する事により、管理業務間の調整の
手間が省け、きめ細やかな運用が図れ、市民サービスの向上と庁舎の長寿命化に
繋げることができる。

ソフト 地域づくり課 協働のまちづくり推進事業 10,523 　「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進行動計画」
に基づき、諸事業を実施する。

ソフト 〇 地域づくり課 まちづくり推進会議の設置 455 　多様化・複雑化した地域課題を解決する仕組みとして、「まちづくり推進会議（推
進会議・ワーキンググループ）」を設置する。 

ソフト 市民課 証明書コンビニ交付事業 6,238
コンビニエンスストア（主要4社）にて、住民票の写し、印鑑証登録明書、戸籍謄抄
本等の発行が、12月29日から1月3日を除き、6時30分から23時まで利用可能とす
る。

ソフト 明科地域課
あやめスポーツ大会・明科地域市
民運動会と明科地域文化祭の開
催

1,434
スポーツや運動を通じて地域の親睦、市民同士の交流、体力・健康づくりを図るこ
とを目的に開催する。 
また、日頃の生涯学習活動の成果を発表するため、文化祭を開催する。

ソフト 議会事務局
議会だよりの発行、議会映像配信
他 15,085

議会の審議概要などについて年４回広報紙を発行する。本会議や委員会の会議録
を作成するとともに、会議録や本会議のライブ中継及び録画映像をインターネットを
通じて配信する。
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単位：千円

平成29年度
当初予算

平成28年度
当初予算 比 較

対前年度
比率  ％

41,370,000 42,700,000 △ 1,330,000 △ 3.1

12,217,500 12,502,701 △ 285,201 △ 2.3

1,039,600 1,032,502 7,098 0.7

9,053,828 8,855,021 198,807 2.2

2,514 2,512 2 0.1

821 1,118 △ 297 △ 26.6

1,143 1,150 △ 7 △ 0.6

964 975 △ 11 △ 1.1

1,482 1,487 △ 5 △ 0.3

80,301 85,224 △ 4,923 △ 5.8

16,204 32,164 △ 15,960 △ 49.6

22,414,357 22,514,854 △ 100,497 △ 0.4

63,784,357 65,214,854 △ 1,430,497 △ 2.2

平成29年度
当初予算

平成28年度
当初予算 比 較

対前年度
比率  ％

収益的収入 2,336,825 2,321,106 15,719 0.7

収益的支出 2,009,851 2,078,922 △ 69,071 △ 3.3

資本的収入 242,193 75,166 167,027 222.2

資本的支出 1,581,868 1,343,759 238,109 17.7

収益的収入 4,029,779 4,111,116 △ 81,337 △ 2.0

収益的支出 3,895,290 3,950,991 △ 55,701 △ 1.4

資本的収入 1,070,593 993,977 76,616 7.7

資本的支出 2,549,176 2,501,039 48,137 1.9

安曇野市下水道事業会計

安曇野市上川手山林財産区特別会計

安曇野市北の沢山林財産区特別会計

安曇野市有明山林財産区特別会計

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計

安曇野市穂高山林財産区特別会計

安曇野市産業団地造成事業特別会計

安曇野市観光宿泊施設特別会計

特別会計合計

総　計（一般会計+特別会計）

会　計　名　等

安曇野市水道事業会計

安曇野市介護保険特別会計

平成29年度安曇野市各会計予算額一覧

会　計　名

安曇野市一般会計

安曇野市国民健康保険特別会計

安曇野市後期高齢者医療特別会計
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