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災害復旧と防災・減災 移住・定住観光・交流人口の増

★災害復旧 254,701千円
被災した住宅の応急修理及び被災家屋の撤去の

支援や生活支援等

●新防災行政無線システム整備 236,239千円
防災体制の充実を図るため、デジタル無線の整備

及び情報伝達の多様化

◎城山雨水排水ポンプ整備 250,000千円
浸水から市街地の道路や建物を守るため、雨水

排水施設の改築・機器の更新及び耐震化

◎防災・減災対策 13,000千円
避難所設備や備蓄物資の拡充及び地域の自主防災

力の強化推進

◆災害復旧に係る令和元年度からの繰越分
1,012,007千円

被災者支援や、公共施設の復旧経費等

◎若者夫婦や子育て世代を応援する
定住支援 11,380千円
住宅整備に係る支援の拡充

●移住支援 16,200千円
移住者の住宅建設や購入への支援の継続

●飯山市移住定住住宅整備 207,700千円
新たな移住定住促進住宅（金山:１棟８戸）の

整備

●若者住宅整備 178,500千円
若者向けの住宅（木島・長峰・上倉）の建設の

継続

●・・・継続事業 ★・・・新規事業

◎・・・拡充事業 ◆・・・繰越事業

★自転車活用推進 29,803千円
自転車を活用した観光地域づくり

●第70回全国高等学校総合スキー体育
大会の開催 38,900千円
冬季インターハイの開催による交流人口増

★屋内運動場の人工芝化整備 58,000千円

多様な利用を可能とする運動場の人工芝化整備

★公民連携 1,700千円
民間との連携により、公有財産の活用方法

の検討及び基本計画の策定

◎ヘルスツーリズムの推進 5,000千円
森林セラピーを中心とした「健康」に係る観光

商品の研究

「災害復旧と防災・減災」「観光・交流人口の増」「移住・定住」等に力を入れ、

『暮らしやすいまちづくり』をめざします。

移住・定住



（単位：千円）

総 額：２３０億３千万円 （222億9千万円）

一 般 会 計 ：１４４億６千万円 （140億8千万円）

特 別 会 計 ： ７６億 （73億5千万円）

水道事業会計： ９億７千万円 （8億6千万円）

( )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 １千６百万 (4千2百万)

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 ２千９百万 (1億3百万)

克雪・利雪・自然エネルギー ７億１千６百万 (7億3千8百万)

環境保全 １億３千２百万 (1億3千5百万)

情報化と情報発信 ３千万 (4千5百万)

〇農福連携推進事業 2,574(6,316) 〇菜の花の里づくり事業 8,700(8,800) ◎河川利用活

性化事業 4,000(1,080) ○景観形成推進事業 9,100(10,100) 〇まち並整備事業

3,000(75,350) ○まち並整備支援事業 1,150(1,600)

〇除雪機械整備事業 37,430(45,300) 〇除雪対策事業 660,000(673,000) ○住宅除雪支援

事業 3,600(3,600) 〇高齢者等玄関先除雪支援事業 6,300(7,672) ◎住宅屋根克雪化事業

6,500(5,950) 〇自然エネルギー活用事業 1,600(900) 〇除雪支援隊推進事業

760(1,500)

〇環境調査美化推進事業 5,295(5,733) 〇岳北広域分担金（衛生費） 91,271(98,858) 〇

環境･ごみ減量･再資源化推進事業 2,400(2,817) ○リサイクル推進事業 32,700(27,800)

◎Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業 1,400(600) 〇◇ＣＡＴＶ整備事業 28,000(41,000) 〇飯山

雪国大学事業子ども体験教室STEM教育事業 500(1,100)

〇都市計画変更事業 11,000(14,280) ○都市計画環境整備事業 4,500(5,800)

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

「いいやまづくり」重点目標
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観光振興 ２億５千７百万 (1億8千1百万)

農業振興 ３億２百万 (2億6千2百万)

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 １億９千９百万 (3億1千4百万)

上下水道整備 １億６千万 (1億4千8百万)

公共交通 ９千８百万 (9千9百万)

国際交流・姉妹都市交流 ９百万 (8百万)

産業技術支援 ２千３百万 (2千8百万)

〇市道舗装修繕事業 70,000(70,000) ◎交付金道路新設・改良事業 41,000(18,000) 〇市

道改良事業 9,000(35,000) 〇橋りょう整備事業 18,000(24,560) ○協働のみちづくり事

業 18,000(24,000) 〇都市公園施設整備事業 1,400(2,300) 〇飯山城址整備事業

41,500(138,000)

◎都市下水路管理事業 6,500(1,600) ◎◇斑尾簡水整備事業 23,477(6,750) 〇◇公共下

水道耐震化事業 20,500(39,400) 〇◇市単公共下水道事業（飯山） 6,900(9,900) 〇◇農

業集落排水公共編入事業 6,000（52,600）●◇公共下水道ストックマネジメント事業

8,000(-)  ●◇特環ストックマネジメント事業 12,500(-)  ◎◇農業集落排水特環編入事

業 76,000（37,400）

〇広域観光推進事業 22,000(29,300) 〇観光交流センター等運営事業 41,963(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) ◎インバ

ウンド推進事業 6,750(4,200) ◎観光施設整備事業 13,378(7,750) 〇観光イベント等補

助事業 2,605(2,605) ○誘客宣伝観光振興事業 12,461(11,500) ○夏まつり事業

2,400(2,400) 〇まちなか観光推進事業 1,400(1,400) ◎桜広場交流施設拡張整備事業

61,000(17,000) 〇飯山雪まつり事業 5,195(5,195) ◎ヘルスツーリズム推進事業 5,000

（1,500） 〇小菅の里運営事業 846(846) ●自転車活用推進事業 29,803(-)

◎国際交流事業 5,600(4,655) ◎都市交流推進事業 3,500(3,000)

〇公共交通運行事業 87,900(89,000) 〇二次交通展開事業 9,900(9,900)

○地域おこし企業人交流事業 5,600(5,700) ○起業支援ネットワーク推進事業

9,601(11,000) 〇長野県立大学連携事業 5,000(5,900) 〇職人技能後継者育成支援事業

3,000(5,000)

○経営所得安定対策等推進事業 5,430(6,190) 〇農業資金融資利子補給事業 212(252)

〇経営体育成支援事業 7,500(10,789) ○農地利用集積円滑化事業 1,816(3,654) ◎新

規就農総合支援事業 23,407(17,300) ◎地区農業再生推進事業 800(580) ○国営開発農

地振興対策事業 800(800) 〇農業振興対策事業 7,500(8,200) ○中山間地域等直接支払

い事業 79,061(80,584) ◎農村多面的機能支払交付金事業 79,979(75,944） ◎土地改良

施設維持管理適正化事業 9,042(1,458) ◎湛水防除施設管理事業 8,000(7,455) 〇市単

土地改良事業 8,500(9,000) 〇中部土地改良区補助事業 7,060(7,740) ◎県施行農地

整備事業 39,000(1,000) ○協働のむらづくり事業 6,600(6,600) ◎農業施設修繕事業

3.000(2,200) 〇森林整備事業 8,200(16,000) 〇鳥獣対策事業 1,700(1,640) ○協働の

もりづくり事業 1,020(1,020) 〇そば振興事業 743（900） 〇遊休荒廃農地対策事業

500（800）〇みゆきポーク生産振興対策事業 1,800(2,120) ●米ブランド化推進事業

1,509(-) ●豚コレラ緊急対策事業330(-)
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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 １億８千万 (1億3千3百万)

生涯学習・芸術文化・スポーツ振興 １億９千３百万 (4億)

地域福祉・高齢者・障がい者・介護 ３億８千５百万 (1億8千万)

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 ５億７千１百万 (5億6千5百万)

人権・男女共同参画 １百万 (2百万)

◎商工業振興事業 6,140(5,225) ◎中小企業資金預託信用保証事業 311,461(308,392) ◎

伝統産業振興事業 2,832(1,489) ◎工場用地等取得費補助事業 33,589(19,073) 〇企業誘

致対策事業 6,500(20,300) ◎工業団地整備事業 2,600(1,750) ○労働厚生事業

6,995(7,000) ○工業用地価格安定対策事業 201,000(201,318)

移住定住・住宅 ４億３千２百万 (6億)

◎定住支援事業 11,380(6,900) 〇移住支援事業 16,200(19,800) 〇移住・定住推進事業

6,000(6,800) 〇飯山市移住定住促進住宅整備事業 207,700(223,050) ◎さわやか婚活応

援事業 2,500(1,398) 〇市営住宅整備事業 10,000（143,500） 〇若者住宅整備事業

178,500（194,270）

◎学力向上総合対策事業 20,984(19,342) ◎英語教育推進事業 27,879(25,759) 〇中学

校国際交流事業 4,764(6,500) ◎総合教育推進事業 5,000(3,300) ○冬期学校スポー

ツ振興事業 3,000(3,250) ◎特別支援教育支援員配置事業 13,188(9,080) 〇不登校児童

生徒支援事業 3,043(3,031) ○小中学校図書館図書整備事業 4,000(4,085) ◎小中学校

ICT教育推進事業 23,000(18,290) ○小学校施設整備事業 9,600(11,000) ◎中学校施設

整備事業 50,000(2,160) ◎心の教室相談員設置事業 3,533(2,782) ◎平和学習事業

833(799) ○育英資金貸付事業 1,000(1,000) ◎中学校部活動支援事業 2,198（1,465)

〇統合型校務支援システム導入事業 1,098(1,283) 〇教師用教科書指導書購入事業

6,659(7,450) 〇高校生チャレンジ支援事業 300(300)

○公民館事業 730(750) ○飯山雪国大学事業 1,853(2,050) ○地区館事業 1,300(1,425)

○芸術文化振興事業 9,900(10,010) ●図書館環境整備事業 6,000(-) 〇読書普及事業

4,500(4,800) 〇文化財保存管理事業 2,850(3,500) ○文化財調査整備事業 458(750)

◎文化的景観保護推進事業 32,843(8,000) ○ふるさと学習推進事業 900(930) ◎企画展

開催事業 6,477(2,300) 〇スポーツ振興事業 7,295(7,300) ○ジュニアスポーツ振興事

業 5,700(6,600) ○スポーツツーリズム推進事業 4,050(4,050) 〇体育施設整備事業

8,800(27,700) ●体育施設芝生化等整備事業 58,000(-) 〇第70回全国高等学校総合ス

キー体育大会開催補助事業 38,900(95,000) 〇丸山邦雄顕彰事業 2,035(14,100) 〇女性

センター未来事業 200(200)

〇人権同和教育推進事業 1,080(1,443) 〇男女共同参画推進事業 333(974)

◎社会福祉協議会運営事業 32,583(31,170) 〇民生児童委員活動事業 10,659(10,906)

◎社会福祉推進事業 1,443(1,029) ○介護保険利用者負担軽減特別対策事業 300(300)

〇◇介護給付費等費用適正化事業 260(256) ◎生活困窮者自立支援事業

12,217(12,065) 〇◇包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,593(1,796) 〇◇生

活支援体制整備・認知症支援事業 809(2,040) ○北信圏域権利擁護センター運営事業

3,042(3,056) 〇◇総合相談・権利擁護事業 494(494) ○高齢者在宅福祉利用券事業

50(57) ○重度要介護高齢者家庭介護者慰労金等給付事業 8,000(8,500) 〇◇家族介護

支援事業 5,985(5,985) ◎高齢者生きがい対策事業 24,642(21,492) ○障がい者地域

生活支援拠点事業 3,438(3,454) ○母子通園施設運営事業 3,879(4,340) 〇重度心身

障がい者介護慰労金支給事業 1,150(1,100) ◎地域障がい福祉推進事業 5,695(3,936)

◎◇地域自立生活支援事業 9,201(7,671) 〇障がい者・寝たきり老人等タクシー乗車券

給付事業 929(929) 〇人工透析患者補助事業 450(450) ○障がい者・高齢者にやさし

い住宅改修促進事業 1,260(1,260) ◎北信広域連合老人ホーム建設工事分担金

209,958(54,909) ●認知症対応型グループホーム整備支援事業 47,162(-)
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防災・防犯・安全 ５億７千８百万 (5億1千5百万)

子育て支援 ５億９千８百万 (6億5百万)

健康づくり １億５千万 (1億5千万)

活力あるふるさとづくり・その他 ９億３千３百万 (7億4千3百万)

医療体制整備 １億７千５百万 (1億6千6百万)

◎児童手当給付事業 254,486(264,672) 〇児童扶養手当等給付事業 72,077(95,470) 〇

幼稚園就園奨励事業 3,124(13,814) ◎児童クラブ等運営事業 36,792(33,606) ◎延長保

育委託事業 6,000(5,700) ◎通園バス運行事業 13,234(9,200) ◎一時預かり委託事業

689(264) ◎児童福祉施設整備事業 40,300(7,567) 〇医療給付事業123,845(122,950)

〇飯山市子ども館等運営事業 26,600(35,836) 〇子育て世代包括支援センター事業

3,660(4,800) ●幼児教育無償化事業 17,306(-)

〇◇特定健康診査等事業 15,926(15,644) 〇◇人間ドック費用助成事業 13,510(13,510)

○市民健康大学 760(760) ○健康増進事業 24,800(24,800) 〇◇健康増進プログラム支

援事業 897(897) 〇◇介護予防・生活支援サービス事業 20,861(24,445) 〇◇介護予防

ケアマネジメント事業 2,985(2,978) 〇◇一般介護予防事業 23,324(24,660) ◎母子保

健事業 21,310(19,426) 〇こうのとり支援事業 4,000(4,050) ◎市民健康診査事業

14,679(13,256) ○飯山市ピロリ菌検査補助事業 800(800) 〇精神保健事業 2,120

（2,164) ◎保健センター改修事業 3,600(2,300) 〇市民健康づくり拠点整備事業

100(300) ●骨髄バンクドナー助成事業 300(-)

◎地域中核医療機関支援事業 147,399(137,987) 〇医師招へい推進事業 24,180(24,180)

○無医地区出張診療所事業 3,400(3,733) 

◎防災対策整備事業 10,000(3,500) 〇新防災行政無線システム整備事業

236,239(314,500) 〇災害復旧事業 900(1,527) 〇住宅耐震対策事業 2,400(2,415) ○

自主防災会育成強化事業 450(450) ◎防災・減災対策事業 13,000(5,950) 〇岳北広域分

担金(消防費) 15,694(41,851) 〇消防防災施設整備事業 22,500(39,000) 〇危険空き家

対策事業 12,578(12,100) ◎市民交通安全事業 1,100(680) ○交通安全施設整備事業

8,000(8,000) ○街灯LED化補助事業 3,000(4,500) 〇消費者問題対策事業 476(553)

◎◇城山雨水排水ポンプ場整備事業 250,000(59,000) 〇ブロック塀撤去等安全対策事業

200(200)  ●美術館防犯カメラ設置事業 1,000(-)

○庁舎整備事業 11,000(16,500) 〇統合型GIS整備事業 1,300(1,600) 〇庁内システム

更新事業 23,500(27,337) 〇職員研修事業 3,000(6,400) 〇議員研修事業

1,900(2,029) ○政務活動事業 1,920(1,920) 〇経済センサス基礎調査 100(1,150)

〇農林業センサス調査 40(4,750) ◎国勢調査 12,000(250) ○政策推進事業 400(490)

〇道路台帳整備事業 4,000(4,000) ○未登記対策事業 400(450) ○市民税等賦課事業

800(827) ◎市税収納率向上対策事業 2,131(1,865) 〇資産税賦課事業

13,684(23,992) ◎ふるさと寄付金推進事業 750,000(500,000) 〇市報発行事業

5,079(5,000) 〇表彰事業 498(512) 〇区長行政事務委託事業 21,000(21,947) ○輝

く地域づくり支援事業 3,000(3,000) 〇地域おこし協力隊事業 25,800(37,000) ○若

者活動支援事業 500(500) ◎活性化センター整備事業 5,000(2,600) ◎コミュニティ

助成・地域活動助成事業 11,300(8,000) 〇◇地方公営企業法適用事業（公共）

159(6,380)（特環）54(2,127)（農集）54(2,127) 〇産学官連携農業ビジネス支援事業

180(490) 〇(仮称)いいやま塾開催事業 3,000(3,400) 〇総合窓口相談員設置事業

3,640(3,431) 〇公民館施設整備事業 3,000(5,600) ●普通財産管理事業 1,500(-) 

●公民連携推進事業 1,700(-)  ●戸籍住民基本台帳システム改修事業 20,405(-)  ●コ

ンビニ交付サービスシステム改修事業715(-)

●生活支援・地域ささえあいセンター運営事業 5,556(-) ●被災者生活再建支援事業

17,375(-) ●被災住宅応急修理事業 93,750(-) ●被災家屋撤去事業 88,500(-) ●災害廃棄

物等処理事業 10,000(-) ●災害派遣職員受入事業 3,728（－）●道路維持作業車購入事業

35,792(-)

災 害 復 旧 経 費 ２億５千５百万

表-4


