
　

景観づくり　7,400 万円　（9,200 万円）
　○まち並整備事業（支援含む） 5,592万円　○景観形成整備事業 1,276万円　○菜の花の里づくり事業 451万円
克雪・自然エネルギー　４億 6,600 万円　（4億 9,000 万円）  
　○除雪対策事業 4 億 3,870 万円　○除雪機械整備事業 1,800 万円  ○住宅除雪支援事業 480 万円　
   ◎住宅屋根融雪事業 270 万円　○自然エネルギー活用研究事業 100 万円
環境保全　3,800 万円　（4,000 万円）  
　◎環境 ･ごみ減量 ･再資源化推進事業 498 万円　○環境調査美化推進事業 377 万円　○水環境保全事業 130 万円

新幹線駅周辺整備・まちづくり　49億 2,900 万円（33億 3,900 万円）
　○区画整理事業 11 億 8,000 万円　○駅西地区整備 (駅西線含む )事業 5 億 655万円
　○立体駐車場整備事業 6 億 3940万円　○新幹線飯山駅統合整備事業 9 億 7530万円　
　○公共施設用地及び代替地取得事業 1 億 3,300 万円　○都市計画環境整備事業 900 万円　　
　○（仮）飯山ぷらざ建設事業 14 億 3,573 万円　○新幹線駅周辺下水道整備事業 1,895 万円
道路整備　4億 7,000 万円（7億 3,700 万円）
　○都市計画道路静間線整備事業 2 億 7,300 万円　○協働のみちづくり事業 2,290 万円
　○道路新設・改良事業 1 億 3,570 万円
公園整備　2,500 万円（6,300 万円） 
　○飯山城址整備事業 2,200 万円　○都市公園施設整備事業 280 万円
上下水道整備　6,200 万円（1億 700万円）
　○簡水整備事業 2,821 万円　●簡水 ･上水統合事業 90 万円　○戸狩終末処理場長寿命化・耐震化事業 1,940 万円　
　●農集瑞穂浄化センター EMBC排水処理システム導入事業 1,330 万円　○農集常盤第一公共下水道編入事業 700 万円

農業振興　1億 8,200 万円（1億 9,700 万円）
　◎新規就農総合支援事業 925 万円　○農業振興対策事業 259 万円　○地区農業再生推進事業 233 万円
　○農産物販売推進事業 173 万円　○元気な農業づくり支援事業 180 万円　○中山間地域等直接支払い事業 8,322 万円
　○市単土地改良事業 900 万円　○農業用水路保全事業 90 万円　○協働のむらづくり事業 700 万円
　○県施行農地整備事業 1,210 万円　○協働のもりづくり事業 138 万円　◎農村多面的機能支払交付金事業 1,650 万円　
商工業振興・産業技術支援　6億 1,700 万円（7億 9,300 万円）
　○地域資源活用型起業支援事業 600 万円　○住宅リフォーム支援事業 500 万円　○企業誘致対策事業 241 万円
　○本町アーケード整備事業 4,200 万円　○工場用地等取得費補助事業 1,345 万円　○商工業振興事業 1,000 万円
　◎土産品開発支援事業 230 万円　
移住定住推進　4,400 万円（3,000 万円） 
　○三世代等同居住宅建設支援事業 459 万円　◯移住定住推進事業 500 万円　◎移住定住支援住宅建設促進事業 710 万円
　◎さわやか婚活応援事業 178 万円

飯山らしい教育の推進　１億 6,500 万円（2億 1,600 万円）
　●城南中学校移転事業 670 万円　●小中学校教員育成事業（奨学金） 3,256 万円　○学力向上総合対策事業 964 万円
　○わかる授業・確かな学力育成事業 153 万円　○小中学校英語指導助手招致事業 1,550 万円
   ○小学校施設リニューアル事業 1,600 万円　◎冬期学校スポーツ振興事業 374 万円　
　○不登校児童生徒支援事業 270 万円　○飯山らしい教育推進事業 252 万円  ●中学校給食センター移転事業 1,347 万円  
　○平和学習派遣事業 58 万円　○中学校国際交流事業 278 万円　○ティームティーチング教員加配事業 412 万円
　◎小中学校施設整備事業 2,482 万円
文化・スポーツ振興　6,800 万円（7,900 万円） 
　○芸術文化振興事業 331 万円　◎文化財調査事業 1,198 万円　●文化的景観保護推進事業 200 万円　
　◎スポーツ振興事業 900 万円　○ジュニアスポーツ振興事業 768 万円  ○飯山雪国大学事業 288 万円
　○企画展開催事業 198 万円　　

観光・交流　1億 7,200 万円（1億 1,300 万円） 
　◎広域観光推進事業 5,892 万円　◎新幹線開業 PR推進事業 3,000 万円　○誘客宣伝観光振興事業 990 万円
　○観光局運営事業 4,000 万円　●斑尾高原トイレ整備事業 1,000 万円　○飯山雪まつり事業 509 万円
　○スポーツツーリズム推進事業 95 万円　○国際交流事業 693 万円　○姉妹都市・観光都市交流事業 226 万円
　○インバウンド推進事業 220 万円
公共交通　1億 200万円（1億 5,800 万円） 
　○公共交通運行事業 7,183 万円　○北陸新幹線鉄道整備事業 3,000 万円

一般会計総額：168億 7,000万円　（161億 4,000万円）
各特別会計総額：  76 億 2,000 万円　（  77 億 1,000 万円）
水道事業会計：    7 億 2,000 万円　（    8 億 7,000 万円）
総　　　　　額　252億 　　　万円　（247億　　　　円）

第 5 次総合計画・基本構想の
　　　　　　　　　　実現を目指して
　飯山市第５次総合計画・基本構想で掲げる将来都市
像の『自然と共生する豊かな暮らし「技と縁のまち　
飯山」』実現のための 6つの基本的な方向に沿って事
業を実施していきます。
　ここでは、特徴的な事業をお知らせします。

●新規事業　◎一部新規拡充等　○継続事業　（　）前年度事業費

自然共生による新しい価値観の発信
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高齢者・障がい者福祉・介護　5億円（4億 8,500 万円）
　○高齢者生きがい対策事業 2,778 万円　○地域自立生活支援事業（介護保険） 759 万円　
　○介護予防すこやか・はつらつ支援事業 (介護保険 ) 2,679 万円
　○障害者・高齢者にやさしい住宅改修促進事業 126 万円　●臨時福祉給付金事業 7,155 万円
子育て支援　6億円（6億 4,000 万円）
　○児童医療給付事業（0～中 3） 2,181 万円　○子育て支援事業 217 万円　○学童クラブ運営事業 4,295 万円
　○家庭児童相談室設置事業 636 万円　○第３子以降保育料等無料化（3,175 万円）
　◎子ども・子育て新制度対応事業 209 万円　●かるがも支援事業 72 万円　●子育て世帯臨時特例給付金事業 3,159 万円
健康づくり　9,300 万円（9,200 万円）
　◎人間ドック費用助成事業 (国保 ) 1,155 万円　◎健康増進事業 2,896 万円
　◎特定健康診査等事業 (国保 ) 1,647 万円　○市民健康診査事業 1,500 万円
医療体制整備　1億 7,600 万円（1億 8,200 万円）
　○地域中核医療機関支援事業 1 億 6,043 万円　○医師招へい推進事業 550 万円 
　○無医地区出張診療所事業 702 万円　●救急医療体制支援事業 277 万円　
防災・防犯・安全　3,900 万円（7,800 万円）
　○自主防災会育成強化事業 245 万円　○消防防災施設整備事業 3,068 万円　○防災減災対策事業 98 万円
　○住宅耐震対策事業 202 万円　○防災対策整備事業 450 万円　○交通安全施設整備事業 530 万円
　○空き家対策推進事業 242 万円
活力あるふるさとづくり・その他　2億 4,100 万円（1億 3,600 万円）
　●地域おこし協力隊事業 351 万円　◎輝く地域づくり支援事業 300 万円　○市税収納率向上対策事業 193 万円
　◎消費者問題対策事業（消費生活センター設置） 95 万円　●市制 60周年記念事業 74 万円
　○ふるさと寄付金推進事業 1 億 191万円　○集落合併支援事業 10 万円　○市長選挙執行事業 1,300 万円
　○市議会議員選挙執行事業 1,760 万円

事業

飯山の四季の美しさを活用したまちづくり

子どもから高齢者まで安心して暮らせるまち

高速交通網による交流の促進

たくましさと郷土愛を育てる教育

地域産業おこしと若者定住
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◎人間ドック費用助成事業 (国保 ) 1,155 万円　5万
◎特定健康診査等事業 (国保 ) 1,647 万円　

間 費用助 事業 (国保 ) , 万
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