
平成３１年度

飯山市当初予算の概要

長野県飯山市



（単位：千円）

総 額：２２２億９千万円 （221億2千万円）

一 般 会 計 ：１４０億８千万円 （134億8千万円）

特 別 会 計 ： ７３億５千万円 （77億6千万円）

水道事業会計： ８億６千万円 （8億8千万円）

( )内は、前年度

[凡例] ● 新規事業 ◎ 一部新規・拡充・事業費増等 ○ 継続事業 ◇ 特別会計

自然共生による新しい価値観の発信

まちの玄関・顔づくり・土地利用と環境 ４千２百万 (5千7百万)

飯山の四季の美しさを活用したまちづくり

産業連携・自然景観 １億３百万 (4千3百万)

克雪・利雪・自然エネルギー ７億３千８百万 (6億2千8百万)

環境保全 １億３千５百万 (1億1千6百万)

情報化と情報発信 ４千５百万 (9百万)

◎農福連携推進事業 6,316(2,085) 〇菜の花の里づくり事業 8,800(10,200) ○河川利用

活性化事業 1,080(1,208) ○景観形成推進事業 10,100(11,211) ◎まち並整備事業

75,350(16,600) ○まち並整備支援事業 1,600(1,800)

◎除雪機械整備事業 45,300(44,589) ◎除雪対策事業 673,000(569,000) ○住宅除雪支援

事業 3,600(3,800) ◎高齢者等玄関先除雪支援事業 7,672(4,500) ◎住宅屋根克雪化事業

5,950(3,000) 〇自然エネルギー活用事業 900(3,000) ●除雪支援隊推進事業 1,500(-)

◎環境調査美化推進事業 5,733(4,723) ◎岳北広域分担金（衛生費） 98,858(81,803) ◎

環境･ごみ減量･再資源化推進事業 2,817(2,497) ○リサイクル推進事業 27,800(26,975)

◎Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業 600(535) ◎◇ＣＡＴＶ整備事業 41,000(8,900) ●市勢要覧作

成事業 2,700(-) ●飯山雪国大学事業子ども体験教室STEM教育事業 1,100(-)

◎都市計画変更事業 14,280(10,626) ○都市計画環境整備事業 5,800(6,600) 〇飯山駅

観光案内所利用客等駐車場整備事業 22,000(40,000)

１、仕事と子育てのまるごと応援で若者が住みたくなるまちづくり

２、自然環境と高速交通網を活用した産業を育成するまちづくり

３、防災体制と医療介護体制の充実で親も子どもも安心できるまちづくり

４、ＩＣＴ教育と国際交流を通じて生きていく力と郷土愛を育成するまちづくり

★…重点目標に該当する事業は、それぞれ色を一致させています。

「いいやまづくり」重点目標
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観光振興 １億８千１百万 (2億4千8百万)

農業振興 ２億６千２百万 (2億3千9百万)

地域産業おこしと若者定住

高速交通網による交流の促進

道路・公園整備 ３億１千４百万 (3億1百万)

上下水道整備 １億４千８百万 (1億3千6百万)

公共交通 ９千９百万 (1億4百万)

国際交流・姉妹都市交流 ８百万 (1千1百万)

産業技術支援 ２千８百万 (1千8百万)

◎市道舗装修繕事業 70,000(50,000) ○交付金道路新設・改良事業 18,000(30,192) ◎市

道改良事業 35,000(8,500) 〇橋りょう整備事業 24,560(42,000) ○協働のみちづくり事

業 24,000(24,000) ●県施行道路改良事業 1,702(-) ◎都市公園施設整備事業

2,300(2,000) 〇飯山城址整備事業 138,000(144,300)

〇都市下水路管理事業 1,600(7,100) ◎◇斑尾簡水整備事業 6,750(2,800) ●◇公共下水

道耐震化事業 39,400(-) ◎◇市単公共下水道事業（飯山） 9,900(5,500) ◎◇農業集落

排水公共編入事業 52,600（10,000）◎◇農業集落排水特環編入事業 37,400（34,000）

〇広域観光推進事業 29,300(30,000) 〇観光交流センター等運営事業 42,000(42,000)

〇観光局運営事業 50,000(50,000) ○宿泊施設整備補助事業 2,500(2,500) ◎かわまち

づくり事業 3,000(2,500) ◎インバウンド推進事業 4,200(2,400) ○観光施設整備事業

7,750(31,420) ◎観光イベント等補助事業 2,605(2,110) ○誘客宣伝観光振興事業

11,500(13,100) ○夏まつり事業 2,400(2,400) 〇まちなか観光推進事業 1,400(2,837)

○桜広場交流施設拡張整備事業 17,000(59,400) 〇飯山雪まつり事業 5,195(5,195) 〇

ヘルスツーリズム推進事業 1,500（2,000） ●小菅の里運営事業 846(-)

○国際交流事業 4,655(6,784) 〇都市交流推進事業 3,000(4,000)

〇公共交通運行事業 89,000(94,625) ◎二次交通展開事業 9,900(9,600)

○地域おこし企業人交流事業 5,700(5,900) ○起業支援ネットワーク推進事業

11,000(11,936) ●長野県立大学連携事業 5,900(-) ●職人技能後継者育成支援事業

5,000(-)

○経営所得安定対策等推進事業 6,190(6,300) 〇農業資金融資利子補給事業 252(300)

◎経営体育成支援事業 10,789(3,000) ○農地利用集積円滑化事業 3,654(4,397) ◎新

規就農総合支援事業 17,300(12,711) ○地区農業再生推進事業 580(740) ○国営開発農

地振興対策事業 800(800) ◎農業振興対策事業 8,200(10,962) ○中山間地域等直接支払

い事業 80,584(80,620) ◎農村多面的機能支払交付金事業 75,944(75,040） 〇土地改良

施設維持管理適正化事業 1,458(6,457) ◎湛水防除施設管理事業 7,455(7,330) ◎市単

土地改良事業 9,000(5,000) ◎中部土地改良区補助事業 7,740(3,800) ○県施行農地整

備事業 1,000(700) ○協働のむらづくり事業 6,600(7,000) ○農業施設修繕事業

2,200(2,500) ◎森林整備事業 16,000(5,371) 〇鳥獣対策事業 1,640(1,667) ○協働の

もりづくり事業 1,020(1,030) 〇そば振興事業 900（1,854） 〇遊休荒廃農地対策事業

800（1,200）●みゆきポーク生産振興対策事業 2,120(-)
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たくましさと郷土愛を育てる教育

飯山らしい教育の推進 １億３千３百万 (1億6千2百万)

生涯学習・芸術文化・スポーツ振興 ４億 (9千6百万)

地域福祉・高齢者・障がい者・介護 １億８千万 (1億2千3百万)

子どもから高齢者まで安心して暮らせるまち

商工業振興 ５億６千５百万 (5億6千5百万)

人権・男女共同参画 ２百万 (2百万)

〇商工業振興事業 5,225(8,306) ○中小企業資金預託信用保証事業 308,392(311,128) 〇

伝統産業振興事業 1,489(3,077) ◎工場用地等取得費補助事業 19,073(13,770) ◎企業誘

致対策事業 20,300(5,200) ○工業団地整備事業 1,750(974) ○労働厚生事業

7,000(7,085) ○工業用地価格安定対策事業 201,318(215,463)

移住定住・住宅 ６億 (2億2千3百万)

◎定住支援事業 6,900(6,300) ◎移住支援事業 19,800(9,100) ◎移住・定住推進事業

6,800(6,200) ◎飯山市移住定住促進住宅整備事業 223,050(94,800) ◎さわやか婚活応援

事業 1,398(1,100) ◎市営住宅整備事業 143,500（22,000） ◎若者住宅整備事業

194,270（83,200） ●金山区住宅用地地質調査事業 3,900（-）

◎学力向上総合対策事業 19,342(16,339) ◎英語教育推進事業 25,759(23,615) ◎中学

校国際交流事業 6,500(3,400) ◎総合教育推進事業 3,300(2,570) ◎教育指導主事設置

事業 2,334(2,312) ○冬期学校スポーツ振興事業 3,250(3,500) 〇特別支援教育支援員

配置事業 9,080(10,928) 〇不登校児童生徒支援事業 3,031(3,022) ○小中学校図書館図

書整備事業 4,085(4,300) 〇小中学校ICT教育推進事業 18,290(48,477) ○小学校施設

整備事業 11,000(13,500) ◎中学校施設整備事業 2,160(1,500) ◎心の教室相談員設置

事業 2,782(2,644) ◎平和学習事業 799(794) ○育英資金貸付事業 1,000(1,000) ◎中

学校部活動支援事業 1,465（1,344) ●統合型校務支援システム導入事業 1,283(-) ●

教師用教科書指導書購入事業 7,450(-) 〇中学校スクールバス運行事業 9,600(23,046)

◎高校生チャレンジ支援事業 300(100)

○公民館事業 750(761) ○飯山雪国大学事業 2,050(2,080) ○地区館事業 1,425(1,425)

○芸術文化振興事業 1,460(1,500) 〇読書普及事業 4,800(4,800) ◎文化財保存管理事

業 3,500(150) ○文化財調査事業 750(2,700) ◎文化的景観保護推進事業 8,000(2,481)

○ふるさと学習推進事業 930(992) ◎企画展開催事業 2,300(2,000) ◎スポーツ振興事

業 7,300(7,100) ○ジュニアスポーツ振興事業 6,600(7,700) ○スポーツツーリズム推

進事業 4,050(3,590) ◎体育施設整備事業 27,700(8,384) ◎第70回全国高等学校総合ス

キー体育大会開催事業 95,000(34,331) ◎飯山市民体育館耐震化事業 208,400(6,300)

○飯山市文化交流館運営事業 8,550(10,000) ●文化交流館営繕事業 2,285(-) ●丸山邦

雄顕彰事業 14,100(-) ●女性センター未来事業 200(-)

◎人権同和教育推進事業 1,443(1,248) ◎男女共同参画推進事業 974(401)

○社会福祉協議会運営事業 31,170(31,435) 〇民生児童委員活動事業 10,906(12,576)

◎社会福祉推進事業 1,029(933) ○介護保険利用者負担軽減特別対策事業 300(320)

◎◇介護給付費等費用適正化事業 256(100) ◎生活困窮者自立支援事業 12,065(11,720)

◇包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,796(2,950) ◇生活支援体制整備・認知

症支援事業 2,040(2,395) ○北信圏域権利擁護センター運営事業 3,056(3,064) ◇総合

相談・権利擁護事業 494(510) ○高齢者在宅福祉利用券事業 57(60) ○重度要介護高齢

者家庭介護者慰労金等給付事業 8,500(5,100) ◇家族介護支援事業 5,985(6,600) ◎高

齢者生きがい対策事業 21,492(21,681) ○障がい者地域生活支援拠点事業

3,454(3,523) ○母子通園施設運営事業 4,340(4,462) ◎重度心身障がい者介護慰労金

支給事業 1,100(720) ◎地域障がい福祉推進事業 3,936(3,246) ◎◇地域自立生活支援

事業 7,671(6,890) ◎障がい者・寝たきり老人等タクシー乗車券給付事業 929(856) ◎

人工透析患者補助事業 450(400) ○障がい者・高齢者にやさしい住宅改修促進事業

1,260(1,260) 〇中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業 2,470(2,600) ●北

信広域連合老人ホーム建設工事分担金 54,909(-)
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防災・防犯・安全 ５億１千５百万 (3億9百万)

子育て支援 ６億５百万 (6億1千3百万)

健康づくり １億５千万 (1億5千1百万)

活力あるふるさとづくり・その他 ７億４千３百万 (11億5千2百万)

医療体制整備 １億６千６百万 (1億6千3百万)

○児童手当給付事業 264,672(268,980) ◎児童扶養手当等給付事業 95,470(67,050) 〇

子どもインフルエンザワクチン予防接種助成事業 4,400(5,550) ◎幼稚園就園奨励事業

13,814(13,688) ◎児童クラブ等運営事業 33,606(33,478) ○延長保育委託事業

5,700(6,000) ◎通園バス運行事業 9,200(8,188) ○一時預かり委託事業 264(628) ○

児童福祉施設整備事業 7,567(33,700) ◎医療給付事業(市単：子ども、妊産婦、重度心身

障害者（精神３級、精神１、２級：精神以外通院）、高校生通院の拡充分を含む)

122,950(124,000) ○家庭児童相談室設置事業 6,842(6,900) 〇飯山市子ども館等運営事

業 35,836(39,123) 〇子育て世代包括支援センター事業 4,800(5,368)

◇特定健康診査等事業 15,644(15,762) ◎◇人間ドック費用助成事業 13,510(12,970)

○市民健康大学 760(764) ○健康増進事業 24,800(25,641) ◇健康増進プログラム支援

事業 897(943) ◇介護予防・生活支援サービス事業 24,445(25,651) ◇介護予防ケアマ

ネジメント事業 2,978(3,189) ◇一般介護予防事業 24,660(24,829) ◎母子保健事業

19,426(19,488) ◎こうのとり支援事業 4,050(2,700) 〇市民健康診査事業

13,256(15,710) ○飯山市ピロリ菌検査補助事業 800(1,000) 〇精神保健事業 2,164

（2,146) ●保健センター改修事業 2,300(-) ●市民健康づくり拠点整備事業 300(-)

◎地域中核医療機関支援事業 137,987(137,983) ◎医師招へい推進事業 24,180(21,080)

○無医地区出張診療所事業 3,733(4,112) 

○防災対策整備事業 3,500(3,700) ◎新防災行政無線システム整備事業 314,500(8,100)

◎災害復旧事業 1,527(1,000) 〇住宅耐震対策事業 2,415(2,600) ○自主防災会育成強

化事業 450(500) ◎防災・減災対策事業 5,950(1,760) ◎岳北広域分担金(消防費)

41,851(25,237) ◎消防防災施設整備事業 39,000(21,268) ◎危険空き家対策事業

12,100(1,162) 〇市民交通安全事業 680(800) ○交通安全施設整備事業 8,000(8,800)

○街灯LED化補助事業 4,500(5,000) 〇消費者問題対策事業 553(700) ◎消防団ＡＥＤ整

備事業 3,228(968) ◇城山雨水排水ポンプ場整備事業 59,000(227,700) ●業務継続計画

策定事業 2,750(-) ●排水ポンプ車配備事業 14,384(-) ●ブロック塀撤去等安全対策事

業 200(-)

○庁舎整備事業 16,500(9,700) 〇集中管理公用車更新事業 3,995(9,337) 〇統合型

GIS整備事業 1,600(3,000) 〇庁内システム更新事業 27,337(36,224) ◎職員研修事

業 6,400(2,600) ◎議員研修事業 2,029(1,660) ○政務活動事業 1,920(1,920) ◎

経済センサス基礎調査 1,150(10) ◎農林業センサス調査 4,750(10) ●全国消費実態

調査 1,000(-) ●国勢調査 250(-) ◎長野県議会議員一般選挙執行事業

9,197(4,030) ●参議院議員通常選挙執行事業 15,755(-) ○政策推進事業 490(400)

◎道路台帳整備事業 4,000(2,900) ○未登記対策事業 450(500) ○市民税等賦課事業

827(843) ○市税収納率向上対策事業 1,865(2,126) ●資産税賦課事業 23,992(-)

◎ふるさと寄付金推進事業 500,000(1,000,000) ◎市報発行事業 5,000(4,646) ◎表

彰事業 512(498) 〇区長行政事務委託事業 21,947(22,800) ○ＮＰＯ活動支援推進事

業 1,400(1,400) ○輝く地域づくり支援事業 3,000(3,000) ◎地域おこし協力隊事業

37,000(16,000) ○若者活動支援事業 500(500) ○活性化センター整備事業

2,600(6,000) 〇コミュニティ助成・地域活動助成事業 8,000(12,000) ◎◇地方公営

企業法適用事業（公共）6,380(6,000)（特環）2,127(2,000)（農集）2,127(2,000) ●

産学官連携農業ビジネス支援事業 490(-) ●共同集会施設建設事業 10,000(-)

●(仮称)いいやま塾開催事業 3,400(-) ●総合窓口相談員設置事業 3,431(-) ●公民

館施設整備事業 5,600(-) ●青少年ホーム照明LED化事業 940(-) ●図書館照明LED化

事業 1,700(-) ●美術館照明LED化事業 3,300(-)

表-4



飯山市第５次総合計画

後 期 基 本 計 画
2018年度～2022年度

戦略プロジェクト

主要対象事業一覧表
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①仕事と子育てのまるごと応援で
若者が住みたくなるまちづくり

飯山市は、人口の減少が続いてきています。人口の社会動態を見ても、飯山市への転入よりも転出が多く、

特に若者世代が飯山市から出て行ってしまっています。

この転出を抑制し、人口の維持に向けて、若者定住・移住の推進、若者世代の人口減少を抑制する

取組をしていきます。

若者定住・転出抑制プロジェクト

（飯山市に住み続けられる暮らしやすさの基盤づくり）

【これまでの取組】

○飯山市への移住定住セミナーを開催し、相談会を実施。

○移住定住者向けへの体験企画の提供や積極的な情報発信。

○移住者への住宅整備及び各種補助事業等の実施

上記内容等により平成29年度は88名の移住者を受け入れる。

【今後の方向性】

若者向けの安価な住宅整備など、定住に結び付ける暮らしやすいまちづくり
を推進します。

＜平成31年度の取組＞

■若者世代の定住に結び付けるため、移住定住促進住宅の建設・若者住宅の
建設・老朽化した市営住宅の建て替えの実施。

■地元高校生に市内企業を知ってもらうため、市内企業展示説明会の開催。

■共同集会施設建設支援や、若者や女性の意見を政策に活かすための、（仮
称）いいやま塾の開催。

【移住定住推進課】

・飯山市移住定住促進住宅整備事業（223,050千円）・市営住宅整備事業

（143,500千円）・若者住宅整備事業（194,270千円）・移住・定住推

進事業（6,800千円）・さわやか婚活応援事業（1,398千円）・定住支

援事業（6,900千円）・移住支援事業（19,800千円）

「飯山市子ども館」を拠点とした子育て支援の

トータル化プロジェクト

【これまでの取組】

○子育て支援の拠点施設として、児童センター、児童クラブ、子育て支援セ
ンター、病後児保育、放課後デーサービス機能を有した複合施設「飯山市子
ども館「きらら」が平成30年6月に開館。

○平成30年度より、妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポートを提供す
るとして、「飯山市子育て世代包括支援センター」を開設。

【今後の方向性】

「飯山市子ども館」を拠点とし、子育て環境の更なる充実を図ることで、
『子育てするなら飯山市』の実現を目指します。

＜平成31年度の取組＞

■子どもや保護者、地域の人など様々な世代が集まり、子育て世代をみんな
で支えていく施設運営。

■「子ども館」周辺の安心・安全な交通確保のための道路整備。

■妊娠期から子育て期にわたり切れ目ない支援を推進し、安心して子どもを
産み育てられるセンター運営。

【保健福祉課】

・子育て世代包括支援センター事業（4,800千円）

【子ども育成課】

・飯山市子ども館等運営事業（35,836千円）

【まちづくり課】

・まち並整備事業（「きらら」周辺整備分）

【企画財政課】

・共同集会施設建設事業（10,000千円）

・（仮称）いいやま塾開催事業（3,400千円）

表
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②自然環境と高速交通網を活用
した産業を育成するまちづくり

北陸新幹線飯山駅が開業し首都圏・北陸圏・関西圏との往来が短時間で可能となりました。 開業効果を市
域の経済効果に波及されるため、周遊施策、滞在型観光プログラムづくりを推進し交流人口増を目指します。
また、新たな観光産業の創出、既存産業の育成により雇用の機会、場を提供し、若者の流出を抑制し、市外か
らの移住・定住促進につなげていきます。

【これまでの取組】

○まち並修景等支援、案内人の配置、寺巡りサイン整備等を行い、回遊性の
あるまちなか観光を推進。

【今後の方向性】

飯山駅を中心とした駅前のにぎわい創出。まちなか観光推進による誘客・集
客を図り観光・交流客増による経済波及効果を目指します。

＜平成31年度の取組＞

■寺町シンボル広場での観光案内を拡充やインバウンド向け飲食店マップの

更新、寺院由来サインの整備及びまち並修景等支援

■駅前市有地への企業誘致の推進、観光案内所の利便性向上のための駐車場
整備

■善光寺とのタイアップによる仁王像イベントの実施

【商工観光課】

・まちなか観光推進事業（1,400千円）

・企業誘致対策事業（6,166千円）★

・飯山駅観光案内所利用客等駐車場整備事業（22,000千円）

【まちづくり課】

・都市計画変更事業（14,280千円）

・まち並整備支援事業（1,600千円）

恵まれた自然環境・水・高速交通網を活かした“シリコンバレー

化“プロジェクト

【これまでの取組】

○創業・起業者への支援、起業支援センターの運営により起業者の流入を促
進。

○工場団地の整備、企業への助成による企業支援。

【今後の方向性】

ＡＩやＩＴ、ＩｏＴをテーマとした事業者の誘致、起業支援による若者雇用
環境の整備と市産業のブランド化を推進します。

＜平成31年度の取組＞

■起業支援センターを活用したサテライトオフィスの誘致

■伝統産業後継者等の育成支援

■長野県立大学と連携し若手事業者の育成を通じて、新たな社会的ビジネス
を創出

【商工観光課】

・起業支援ネットワーク推進事業（11,000千円）

・職人技能後継者育成支援事業（5,000千円）

【雇用ビジネス推進課】

・長野県立大学連携事業（5,900千円）

日本のふるさとをまるごと堪能！市街地の寺町リゾート化

プロジェクト

表
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【今後の方向性】

飯山駅を起点とした広域連携をさらに充実させ、「信越自然郷」を世界で戦

える観光地へ育成する。

【商工観光課】

・インバウンド推進事業（4,200千円）二次交通展開事業（9,900千円）

・宿泊施設等整備補助事業（2,500千円）

【広域観光推進室】

・広域観光推進事業（29,300千円）

【これまでの取組】

○地域住民と共に、菜の花の里づくりや市民公園の整備。

○市民、来訪者が共に楽しめる飯山城址公園の整備。

【商工観光課】

・ヘルスツーリズム推進事業（1,500千円）・小菅里の家運営事業（846千円）

【広域観光推進室】

・地域おこし企業人交流事業（5,700千円）

【道路河川課】

・かわまちづくり事業（3,000千円）

官民連携ビジョンに基づいた遊休地・施設の
“地域の宝”化プロジェクト

信越自然郷を軸とした世界で戦える広域連携・

国際観光地化プロジェクト

＜平成31年度の取組＞

■外国人が訪れやすい環境づくりのための各種事業の実施。

【今後の方向性】

空店舗や遊休公共施設等を官民連携で再生化を図り、住民同士のコミュニ

ティの活性化などの確保を図ります。

＜平成31年度の取組＞

■菜の花公園や城址公園の整備。

■矢落ヶ池公園整備。（今年度完成予定）

【農林課】

・菜の花の里づくり事業（8,800千円）

【まちづくり課】

・飯山城址整備事業（138,000千円）

・都市公園施設整備事業（2,300千円）・まち並整備事業（75,350千円）

【今後の方向性】

雪冷熱の研究や飯山市の豊かな自然を活かした自然エネルギー（水力発電
等）の活用。

＜平成31年度の取組＞

■雪冷熱の利活用の研究・支援（雪室施設）

【これまでの取組】

○外国人に向けた観光誘客宣伝や宿泊しやすい施設整備への支援。

○飯山駅を起点とした各観光拠点を繋ぐ交通支援。

【これまでの取組】

○雪冷熱の活用方法についての研究や社会的実験。

四季を通じた山のアウトドアスポーツの聖地化

プロジェクト

【これまでの取組】

○飯山駅観光センター・飯山駅アクティビティセンターにおけるアウトドア
スポーツ等観光プランの提案

【今後の方向性】

アクティビティセンターや新幹線飯山駅の利便性を強みとし、飯山市の山岳
高原資源を活用したアウトドアスポーツの聖地化を目指します。

＜平成31年度の取組＞

■観光交流センター・飯山駅アクティビティセンターでのアウトドアスポー
ツの提案充実。

■新たなプランとしてヘルスツーリズムプログラムの作成やかわまち事業の
推進。

【企画財政課】

・自然エネルギー活用事業（900千円）

飯山市版、自然エネルギーを活用した

持続可能な社会実現プロジェクト

表
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【これまでの取組】

○新規就農者への各種支援の実施による農業後継者の育成。

○農業経営安定化に向けた支援。

○障害者就労継続Ａ型事業所への農福連携。

各種支援策による新規就農者支援と農業経営支援
プロジェクト

【今後の方向性】

研修から就農までのきめ細かな支援策を用意し、新規就農支援を行います。
また、地域農業を振興し儲かる農業を目指します。

【農林課】

・農福連携推進事業（6,316千円）・新規就農総合支援事業（17,300千円）

・農業振興対策事業（8,200千円）・そば振興事業（900千円）

・みゆきポーク生産振興対策事業（2,120千円）

・地区農業再生推進事業（580千円）・経営体育成支援事業（10,789千円）

・遊休荒廃農地対策事業（800千円）

・農地利用集積円滑化事業（3,654千円）

＜平成31年度の取組＞

■新規就農者が定着して営農を継続できるように、国及び市独自の支援策に
より支援。

■基幹品目であるアスパラ、きゅうりに加え新たに白ネギ、ぶとう、プラム
等の産地化に向けた支援と合わせて、そば振興対策、みゆきポーク生産維持
に向けた支援の実施。

道の駅「花の駅千曲川」の拡張整備による

回遊型観光の振興プロジェクト

【これまでの取組】

○道の駅「花の駅千曲川」の拡張予定地の整備。

【今後の方向性】

道の駅「花の駅千曲川」の拡張整備により店舗・休憩場所を増やし、市街地
から回遊させ、市内の回遊型観光の実現を目指します。

＜平成31年度の取組＞

■道の駅「花の駅千曲川」拡張予定地整備及び拡張計画の策定。

【商工観光課】

・桜広場交流施設拡張整備事業（17,000千円）

表
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③防災体制と医療介護体制の充実で
親も子どもも安心できるまちづくり

市民アンケートにより、医療や介護、子育て等への不安や負担、そして雪のある生活や自然災害に対する不
安などを抱えていることがわかってきています。そのため、引き続き安心して住むことができる地域づくりを一層
進める取組をしていきます。

【これまでの取組】

○既設防災行政無線の老朽化に伴い、防災無線のデジタル化へ向けた基本設
計。

【今後の方向性】

デジタル防災行政無線の整備及び情報伝達の多重化を図ること等で、防災体
制の充実を進めます。

＜平成31年度の取組＞

■デジタル防災行政無線の整備及び情報伝達の多重化を図るための整備工事。

■移動系アナログ防災行政無線の老朽化に伴い、IP無線を導入。

≪その他防災関連対策≫

■樋門の内水排除対策として、排水ポンプ車の購入・配備。

【危機管理防災課】

・新防災行政無線システム整備事業（314,500千円）

・業務継続計画策定事業（2,750千円）

【道路河川課】

・排水ポンプ車配備事業（14,384千円）

地域中核医療機関の機能充実でみんなが元気に

暮らせる健康都市化プロジェクト

【これまでの取組】

○医師不足の解消及び地域中核医療機関機能充実を図るため日赤への

支援。

○市独自の施策として医学生奨学金の貸付制度の実施。

【今後の方向性】

今後も医師不足の解消や地域中核医療機関の充実を図るために各種事業を進

めます。

＜平成31年度の取組＞

■市民の健康を守り、安心して暮らせるまちづくりを進めるために日赤への
支援や、市内の医療機関に医師としてその業務に従事しようとする意思を有
する学生への奨学資金の貸与。

【保健福祉課】

・地域中核医療機関支援事業（137,987千円）

・医師招聘推進事業（24,180千円）

新たな情報伝達システムを中核とした防災体制の進化

プロジェクト

表
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【今後の方向性】

市民の健康づくりのために、運動習慣が身につけられるような施設

整備を進めます。

【これまでの取組】

○乳幼児・児童、障害者、ひとり親家庭、妊産婦等への医療負担への支援。

○インフルエンザ予防接種費用の助成。（1歳から中学3年まで）

【今後の方向性】

北信広域連合が行う、千曲荘に代わる老人ホームの建設整備を支援すること
により、高齢者が安心できるまちづくりを進めていきます。

＜平成31年度の取組＞

■千曲荘に代わる老人ホームの建設。

【保健福祉課】

・北信広域連合老人ホーム建設費（54,909千円） ◇

子育て世代支援推進プロジェクト 市民の健康増進プロジェクト

【保健福祉課】

・健康増進事業（24,800千円）・市民健康診査事業（13,256千円）

・飯山市ピロリ菌検査補助事業（800千円）

・飯山市民健康づくり拠点整備事業（300千円）

＜平成31年度の取組＞

■生活習慣病の抑制や健康づくりのため、年間を通じて運動ができ、健康指
導等もおこなえる施設整備の研究。

【今後の方向性】

妊娠期から子育て期にわたり切れ目ない支援を推進し、安心して子どもを産
み育てられる体制の充実を進めます。

＜平成31年度の取組＞

■各種医療費の助成を継続するともに、新たに高校生の通院医療費について
も助成を行い、制度の拡充を進めます。

【保健福祉課】

・医療給付事業（122,950千円）

・子どもインフルエンザワクチン予防接種助成事業（4,400千円）

高齢者関連施設の誘致でおだやかな人生を

応援するプロジェクト

【今後の方向性】

高齢者向け関連施設等の建設を誘致し、医療機関との連携も実施して、移住
対策、経済対策として進めていきます。

＜平成31年度の取組＞

■日常生活を支える様々なサービスの確保を含めた、サービス付き高齢者向
け住宅の誘致を進めるための、高齢者向け施設候補地の調査。

特別養護老人ホーム等関連プロジェクト

【これまでの取組】

○北信広域連合において、老朽化した千曲荘の建て替えとして、整備を行う
老人ホーム建設地の整備。

【これまでの取組】

○各種検診や健康教室を開催し、健康増進を図る。

表
－
１
１



【保健福祉課】

・重度心身障がい者介護慰労金支給事業（1,100千円）

・高齢者生きがい対策事業（21,492千円）

・住宅除雪支援事業（3,600千円）

・高齢者等玄関先除雪支援事業（7,672千円）

【雇用ビジネス推進課】

・除雪支援隊推進事業（1,500千円）

【移住定住推進課】

・住宅屋根克雪化事業（5,950千円）

若者と高齢者共存のまちプロジェクト

【これまでの取組】

○在宅介護の支援や生きがいづくり、地域活動の場の提供・支援。

○高齢者等の除雪支援として、各種事業の実施。

【今後の方向性】

若者の雇用機会の創出等も含めた、介護の充実したまちとして安心して住む
ことのできる地域づくりを目指します。

＜平成31年度の取組＞

■介護慰労金については、３万円から５万円へ支給額を増額し、支援強化を
行います。

■高齢者等への除雪支援を強化して、住みよいまちづくりを進めます。
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④ＩＣＴ教育と国際交流を通じて生きていく力と
郷土愛を育成するまちづくり

飯山市の将来を担う子ども達にとって必要な学力・体力の向上につながる取組を進めるとともに、児童・生徒
の減少に対し、小・中学校とあわせ、保育園についても適正規模についての検討を進めていきます。

【これまでの取組】

○検討委員会で保育園、小中学校の課題検討を行い、望ましい保育教育環境
についての答申を受ける。

○国際化に向けて交流事業や英語教育の推進や学力向上を図るための支援員
の配置。

【今後の方向性】

子どもの減少に対して、保育園、小・中学校の適正規模等について

方向性を出し、それに沿った各種事業の実施を進めます。

＜平成31年度の取組＞

■各種施設の修繕や検討委員会答申を基にした、適正規模・適正配置計画に
ついて新たな委員会を設けて具体化していきます。

■国際化に向けた英語教育や学力向上につながる取り組みを引き続き行いま
す。

【子ども育成課】

・学力向上総合対策事業（19,342千円）

・英語教育推進事業（25,759千円）

・中学校国際交流事業（6,500千円）

教育の情報化、ＩＣＴを活用した

「学びのイノベーション」プロジェクト

【これまでの取組】

○小・中学校へのデジタル機器の導入。

○デジタル機器を用いてＩＣＴを活用した授業の実施。

【今後の方向性】
市内全ての小・中学校へのデジタル機器の導入を進めるとともに、グローバ
ル社会に適応した国際競争力を持った人材の育成を進めます。

＜平成31年度の取組＞

■中学校の生徒用タブレット端末整備に加え、小・中学校教師用ＰＣ、中学
校の学習支援ソフト導入により情報活用能力を育成。

■公民館でのＳＴＥＭ教育に係る講座の開催。

【子ども育成課】

・小中学校ＩＣＴ教育推進事業（18,290千円）

・統合型校務支援システム導入事業（1,283千円）

【市民学習支援課】

・飯山雪国事業子ども体験教室STEM教育事業（1,100千円）

たくましい子ども達を育てるための

適正規模検討プロジェクト
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【今後の方向性】

ふるさと飯山市を愛し、若者が帰ってきてくれる、郷土愛を育む教育を推進
します。

【これまでの取組】

○これからの飯山市を担う若者（高校生）の活動への支援。

高校生チャレンジ支援事業プロジェクト

【今後の方向性】

高校生が提案する、市を活性化させるための事業に対して支援を進めていき
ます。

【企画財政課】

・高校生チャレンジ支援事業（300千円）

＜平成31年度の取組＞

■高校生の自由な発想を尊重するため、交付申請者を高等学校長から当該高
校生の代表者に改め、申請者を市内に限定せず、この地域（下高井農林高
校）に通学する生徒を加えます。

【これまでの取組】

○小・中学生がふるさとの自然や歴史・文化及び民俗行事等を体験する各種
事業の実施。

【雇用ビジネス推進課】

・産学官連携農業ビジネス支援事業（490千円）

【子ども育成課】

・総合教育推進事業（3,300千円）・中学校部活動支援事業（1,465千円）

【市民学習支援課】

・ふるさと学習推進事業（930千円）

＜平成31年度の取組＞

■総合的な学習の時間や特色ある教育を支援し、小学校５年生は千曲川での
ラフティング体験等、飯山独自の教育を推進。

■郷土の歴史・文化・自然などに係る伝統文化を学ぶ体験学習会等を開催し、

ふるさと学習の推進を図ります。

■チャレンジショップへの支援

ふるさとを愛しふるさとに帰るための

教育推進プロジェクト

プロジェクト以外の特記事業

【スポーツ推進室】

・第70回全国高等学校総合スキー体育大会開催事業

（95,000千円）

第７０回全国高等学校総合スキー体育大会の

開催にむけて

＜平成31年度の取組＞

■平成32年度の大会の開催に向け、施設整備（圧雪車購入等）と選手強化。

★ 事業費については予算から、一部抜粋しています。
◇ 内容上、予算名称と事業名が異なっています。

体育施設の整備

＜平成31年度の取組＞

■マレットゴルフ場の利便性を高めるために、休憩所の建設。

■市民体育館の耐震化工事

【スポーツ推進室】

・体育施設整備事業 （18,900千円） ★

・飯山市民体育館耐震化事業（208,400千円）

公共施設のLED化

＜平成31年度の取組＞

■各公共施設LED照明の普及を順次図ることによる電力消費量軽減。

【市民学習支援課】

・青少年ホーム照明LED化事業（940千円）

・図書館照明ＬＥＤ化事業（1,700千円）

【文化交流課】

・美術館照明LED化事業（3,300千円）
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