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池田町組織の一部変更 

 
 

 

 

各課・学校・公共施設 電話番号一覧 
（市外局番 0261） 

 

池田町役場(代表) 62-3131 池田保育園 62-2043
池田町公民館
（交流センター）

62-2058

総務課 総務係・消防防災係 62-3131 会染保育園 85-5508 池田町総合体育館 62-7654

総務課 課税・収納係 62-3131 池田小学校 62-2006 池田町図書館 62-5659

企画政策課 62-3129 会染小学校 62-2023
北アルプス展望美術館
(池田町立美術館)

62-6600

住民課 62-2203 高瀬中学校 62-2171 池田町多目的研修センター 62-2066

健康福祉課（やすらぎの郷） 61-5000 池田工業高等学校 62-3124
シェアベースにぎわい（池田町まち
なかの賑わい拠点施設） 85-2628

産業振興課 62-3127 安曇養護学校 62-4920 池田町創造館 62-6065

建設水道課 62-3130 池田児童クラブ 62-8969 池田町観光協会(観光推進本部) 62-9197

池田町教育委員会 61-1430 会染児童センター 62-1222 池田町社会福祉協議会 62-9544

火事・救急

警察への通報

もしものときの
緊急ダイヤル

119（北ｱﾙﾌﾟｽ広域南部消防署　62-0119）

110（池田町警部交番　62-4110）
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今年度の予算の全体像（平成 31 年度予算の概要） 

 

○今年度の予算の基本的な考え方 
今年度の予算は、今後 10 年間の町政運営の基本計画である「池田町第６次総合計画」のスタ

ートの年度であり、同計画の基本理念「温かい心・豊かな文化・活力ある産業が育ち魅力あふれ

る美しいまち」に基づき予算を編成しました。 

 社会情勢などにより高度化・多様化する町民ニーズに柔軟に対応するため、必要なサービスの

「選択と集中」を行い、更なる町民サービスの向上を目指し、継続事業である社会資本総合整備

計画、農地耕作条件改善事業、穂高広域施設組合新ごみ処理施設建設負担金などの大型事業の確

実な実施と、人口減少の克服と地方創生を実現するための「あづみ野池田総合戦略」をベースに、

子育て支援・教育の充実・福祉の向上・産業振興に財源を重点配分しています。 

 「わかりやすい町の仕事」は、町民のみなさまに池田町の予算を具体的に知っていただくため、

本年度実施する事業について、わかりやすい言葉で作成していますので、みなさまの税金がどの

ように使われ、町政に反映されているかをご確認いただきたいと思います。 

町民のみなさまが、本書により町政の問題点、疑問点を見いだしていただき、今後のまちづく

りのための議論の一助として有効にご活用されますようお願いします。 

 

 

○予算の総額は 73 億 8,709 万円 
今年度の予算は、一般会計で昨年度比 7.8 ポイント減の 50億 8,900万円、国民健康保険特

別会計など５特別会計予算の総額は、5.2ポイント増の19億3,442万円、水道事業会計は16.1

ポイント増の 3 億 6,367 万円（収益的収支と資本的収支の合計から減価償却費 8,368 万円を

除く）、全会計を合わせた予算総額は、3.7ポイント減の 73億 8,709万円です。 
 

 

今年度の各会計予算額 （カッコ内は昨年度の予算額） 
 

一般会計 50 億 8,900 万円 （55 億 1,900 万円） 

   

特別会計 19 億 3,442 万円 （１8 億 3,903 万円） 

内訳   

国民健康保険 11 億 87 万円 （10 億 2,745 万円） 

後期高齢者医療 1 億 3,771 万円 （01 億 3,677 万円） 

下水道事業 6 億 8,129 万円 （06 億 5,971 万円） 

簡易水道事業 846 万円 （00 億 901 万円） 

工場誘致等 ,609 万円 （00 億０,609 万円） 

   

水道事業会計   

収益的収入 2 億 4,095 万円 （02 億 4,475 万円） 

収益的支出 1 億 8,216 万円 （01 億 8,228 万円） 

資本的収入 262 万円 （  11   259 万円） 

資本的支出 2 億 6,519 万円 （ 2 億 1,009 万円） 
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平成31年度　一般会計予算　構成比

町税

9億1,928万円

〔18.0%〕

使用料・手数料

6,625万円

〔1.3%〕

その他

6億340万円

〔11.8%〕

地方交付税

18億8,140万円

〔37.0%〕

国庫支出金

3億2,407万円

〔6.4%〕

県支出金

3億8,070万円

〔7.5%〕

町債

6億3,990万円

〔12.6%〕

その他

2億7,400万円

〔5.4%〕

歳入

町民税

4億4,448万円

〔48.3%〕固定資産税

3億8,943万円

〔42.4%〕

軽自動車税

3,828万円

〔4.2%〕

町たばこ税

4,709万円

〔5.1%〕

町税の内訳

議会費

6,193万円

〔1.2%〕

総務費

7億693万円

〔13.9%〕

民生費

13億9,129万

円

〔27.4%〕

衛生費

4億3,463万円

〔8.5%〕

労働費

1,080万円

〔0.2%〕

農林水産業費

4億7,169万円

〔9.3%〕

商工費

1億4,967万円

〔2.9%〕

土木費

5億7,401万円

〔11.3%〕

消防費

1億9,998万円

〔3.9%〕

教育費

4億6,113万円

〔9.1%〕

公債費

5億9,058万円

〔11.6%〕

災害復旧費

3,136万円

〔0.6%〕

予備費

500万円

〔0.1%〕

歳出（目的別）

人件費

7億9,373万円

〔15.6%〕

扶助費

4億3,749万円

〔8.6%〕

公債費

5億9,058万円

〔11.6%〕

普通事業建設費

8億5,724万円

〔16.8%〕

災害復旧費

3,136万円

〔0.6%〕

物件費

9億5,983万円

〔18.9%〕

維持補修費

2,180万円

〔0.4%〕

補助費等

6億7,258万円

〔13.2%〕

積立金

2,890万円

〔0.6%〕
繰出金

6億6,049万円

〔13.0%〕

投資等

3,000万円

〔0.6%〕

予備費

500万円

〔0.1%〕

歳出（性質別）

歳出予算総額

50億8,900万円

※人件費・・・・議員報酬手当・委員等報酬・特別職員給与・職員給与・

地方公務員共済組合等負担金・災害補償費等

※物件費・・・・賃金・旅費・交際費・需用費・役務費･委託料・備品購入費等

※補助費等・・・報償費・負担金・補助費及び交付金・公課費等

※公債費・・・・地方債の元利償還金

歳出予算総額

50億8,900万円

町税予算額
9億1,928万円

歳入予算総額

50億8,900万円

自主財源 31.2%

依存財源 68.8%

※その他　　分担金　負担金　財産収入　寄附金
　　　　　　繰入金　繰越金　諸収入

※その他　　地方譲与税　利子割交付金　配当割交付金
　　　　　　株式等譲渡所得割交付金　地方消費税交付金
　　　　　　自動車取得税交付金　環境性能割交付金
　　　　　　地方特例交付金　交通安全対策特別交付金

義務的経費 35.8%

投資的経費 17.4%

その他の経費 46.8%
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平成 31 年度の主な新規事業・拡充事業を紹介します 

 

【見出しの説明】 

新規…平成 31 年度の新規事業 

拡充…継続事業のうち、予算増額等、内容を拡充した事業 

継続…継続事業のうち、特色のある事業等 

 

総務課 

[総務係] 

新規 役場庁舎外壁改修 800 万円 

新規 公民館跡地ミニ公園整備事業 5,500 万円（公民館移転跡地をミニ公園として整備） 

新規 池田町議会議員一般選挙 677 万円（平成 31 年４月 21 日投開票 定数 12 人） 

新規 池田町長選挙 590 万円（任期：2020 年３月 19 日。任期の終わる日の前 30 日以内に投開票の

予定） 

新規 参議院議員通常選挙 717 万円（任期：2019 年７月 28 日。任期の終わる日の前 30 日以内に投

開票の予定） 

継続 長野県議会議員一般選挙 367 万円（平成 31 年４月７日投開票 定数１人） 

[消防防災係] 

新規 災害時避難済みイエローマイバッグ 214 万円（避難が済んだ際に家屋に表示する買い物にも使え

るバッグを製作し、全戸配布） 

新規 八幡神社防火水槽撤去 378 万円 

[課税係・収納係] 

拡充 町民法人税の減税 （10 月１日から税率 8.4％を 7.2％に引き下げ） 

拡充 長野県地方税滞納整理機構負担金 168 万円（大口困難案件の徴収業務を機構が実施） 

拡充 土地鑑定評価事業 567 万円（2021 年度評価替えに係る鑑定評価） 

 

企画政策課 

[町づくり推進係] 

新規 地域おこし協力隊起業支援補助金 100 万円（退任後、池田町に定住定着し、池田町内で起業する

隊員又は元隊員に起業に必要な費用のうち、上限 100 万円を補助） 

新規 専門学校整備事業 1,000万円（学校法人日本アルプス国際学院に貸し付ける第２校舎（教育会館）

を改修。費用は賃料に上乗せして回収） 

新規 都市再生整備計画事後評価 205 万円（計画最終年度を迎える社会資本総合整備計画の事後評価を

実施） 

新規 法道公民館、旧広津町営住宅解体 340 万円（住民がいない法道地区の公民館と、老朽化により危

険な旧広津町営住宅を解体） 

拡充 結婚推進事業委託料 145 万円（いけだＤＩネット事業、参加女性旅費支給の婚活イベント開催） 
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継続 広域連携推進事業 14 万円（北アルプス連携自立圏で行う若者交流事業の負担金） 

継続 結婚新生活支援事業費補助金 30 万円（新婚生活のための引越費用、住居費の補助金） 

継続 元気なまちづくり事業補助金 500 万円（まちづくり事業、資材支給事業を行う自治会・団体等に

交付。まちづくり事業に、自治会で購入する備品（机、椅子）の補助を H30 から追加） 

継続 てるてる坊主のふるさと応援寄付金（ふるさと納税） 1,468 万円（寄付者への返礼品など） 

継続 公共施設個別施設計画（長寿命化計画）策定（2 年事業最終年） 290 万円 

[財政係] 

新規 旧上原商店事務所解体 550 万円（遊休財産活用のため） 

[移住定住促進係] 

継続 地域おこし協力隊活動事業  665 万円（人口減少に対応した移住定住事業の推進を図るため隊員

２名分の賃金・活動経費） 

継続 移住定住補助金 570 万円（移住希望者が新築・中古住宅購入する場合、住宅取得、居住環境整備

費用の補助） 

継続 広域連携推進事業 122 万円（北アルプス連携自立圏で行う首都圏移住相談、移住促進広域パンフ

レット作成・移住セミナー出展事業の負担金） 

 

住民課   

[住民係] 

新規 人権啓発活動活性化事業 33 万円（小学校児童による花の育成、講演会の開催、文集の制作） 

継続 出産祝金 150 万円（出生者一人当たり 3 万円を支給） 

[環境整美係] 

拡充 穂高広域施設組合新ごみ処理施設整備費 １億 7,529 万円（穂高広域施設組合新ごみ処理施設改築

に伴う施設整備費分担金） 

継続 交通災害共済掛金 280 万円（全町民公費負担） 

継続 町営バス運行委託 4,623 万円（町営バス 6 路線の運行委託） 

継続 広域連携推進事業 80 万円（北アルプス連携自立圏で行う消費生活センター負担金） 

継続 太陽光発電システム設置補助金 120 万円（住宅用太陽光発電設備設置補助） 

 

健康福祉課   

[福祉係] 

新規 自殺対策事業 15 万円（啓発、相談業務） 

継続 長寿祝金 101 万円（長寿の祝い金として、100 歳時 2 万円、88 歳時 1 万円を支給） 

継続 広域連携推進事業 191 万円（北アルプス連携自立圏で行う障害者相談支援事業負担金） 

継続 その他障害者福祉事業 ２億 3,705 万円 

[地域包括支援センター] 

新規 在宅医療・介護連携支援センター運営負担金 61 万円（北アルプス連携自立圏で行う在宅医療・介

護関係者に関する相談支援事業の負担金） 

継続 生活支援体制整備事業委託料 446 万円（生活を支えあう仕組みづくりを構築 池田町社協に委託） 
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継続 認知症初期集中支援チーム運営負担金 118 万円（北アルプス連携自立圏で行う事業への負担金） 

継続 広域連携推進事業 95 万円（北アルプス連携自立圏で行う成年後見支援センター負担金） 

継続 在宅介護者給付金 214 万円（在宅で重度の要介護高齢者又は重度の心身障がい者を介護する） 

[健康増進係] 

新規 感染症風しん予防事業 310 万円（条件に該当する町民を対象に風しん抗体検査とＭＲ予防接種を

実施） 

新規 歯科検診 24 万円（40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の方を対象に歯周病予防のための検診） 

継続 予防接種事業 1,908 万円（インフルエンザ、高齢者肺炎球菌など） 

継続 安曇総合病院増改築工事補助金 3,000 万円（あづみ病院新病棟建築工事費のうち、町負担分 4

億円を H27 から 10 年間にわたり補助。(H28～36 の補助金は毎年 3,000 万円)） 

継続 はつらつ健康スタンプ事業 42 万円（健康状態を把握し、健康増進に積極的な取り組みを応援。「健

康診査」受診を必須として、健康教室参加や目標などに取り組むとスタンプが貯まり、町内商工会加

盟店などの商品券が贈られる） 

 

産業振興課 

[農政係] 

拡充 農業次世代人材投資資金 750 万円（次世代を担う農業者志向の 50 歳未満の者に、就農支援 1

人 150 万円、夫婦の場合 225 万円を給付。給付期間は最長 5 年間） 

継続 海外販路開拓等推進事業 600 万円（農産物・特産物の海外への販路開拓、輸出調査等事業 事業

を行う池田町海外販路等推進協議会への補助金） 

継続 ハーブセンター指定管理料 1,474 万円（ハーブセンターの指定管理） 

[花とハーブの里推進係] 

拡充 花とハーブの里再ブランド化事業  707 万円（ハーバルヘルスツーリズム事業、ハーブガーデン

の充実、薬香ハーブの普及推進、ハーブに係る人材の育成など） 

継続 花の里づくり推進補助金 68 万円（「各戸一坪花づくり運動」に取り組み、花やハーブの苗を購入

した団体に３万円、個人に１万円を補助） 

各自治会へ交付する花の里づくり推進委員会活動費交付金は従来どおり交付 

継続 地域おこし協力隊活動事業 680 万円（花とハーブの里事業の推進を図るため隊員２名分の賃金・

活動経費） 

[耕地林務係] 

継続 多面的機能支払交付金事業 6,569 万円（農業を支える共用の設備を維持管理するための地域の共

同作業に支払われる交付金） 

継続 農業競争力強化基盤整備事業 6,825 万円（会染西部地区ほ場整備事業） 

継続 農地耕作条件改善事業 １億 4490 万円（鵜山ワイン用ブドウ畑農薬飛散防止ネット、十日市場排

水路整備） 

継続 松くい虫防除対策事業補助金 300 万円（薬剤購入、防除費用への補助） 

[商工係] 

新規 まちなか活性化支援事業 700 万円（商工会によるまちなか活性化の取り組みへ補助） 

新規 創業支援事業 330 万円（店舗リフォーム、新規創業者支援、空き店舗活用家賃のための補助） 
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拡充 小規模事業経営者支援事業 900 万円（商工会による小規模事業経営者支援事業への補助） 

継続 広域連携推進事業 137 万円（北アルプス連携自立圏で行う雇用促進事業の負担金） 

継続 まちなかの賑わい拠点施設指定管理料 230 万円（まちなかの賑わい拠点施設の指定管理） 

継続 まちなか賑わい推進事業委託料 250 万円（まちなかの賑わいを創出するための委託料） 

継続 地域おこし協力隊活動事業 738 万円（特産品開発、まちなか活性化のため隊員２名分の賃金・活

動経費） 

[観光係] 

拡充 外国人旅行者誘致事業 2,350 万円（外国人旅行者の誘客推進及び外国人受入体制整備） 

継続 まちなかサイン整備事業 400 万円（まちなかにサイン看板を設置） 

継続 広域連携推進事業 37 万円（北アルプス連携自立圏で行う観光振興事業の負担金） 

 

建設水道課 

[建設管理係・土木係] 

継続 町道旧県道線（池田豊町）改良 1,400 万円（延長 35.5ｍ・幅 9.25ｍ） 

継続 舗装個別施設修繕事業 1,010 万円（策定した舗装個別修繕計画に基づく道路舗装の修繕） 

継続 道路橋等の定期点検修繕事業 844 万円（道路橋 112 橋のうち、22 橋を点検、３橋を修繕工事） 

継続 町道八代線（陸郷日向）改良 5,450 万円（下部工 1 基・上部工 1 基） 

継続 町道登波離橋線（陸郷小実平）改良 4,360 万円（延長 100ｍ・幅 4ｍ） 

継続 町道 251 号線（池田三丁目）改良 1 億 920 万円（延長 300ｍ・幅 9.25ｍ） 

継続 住宅・建築物安全ストック形成事業 532 万円（住宅や集会施設の耐震診断及び改修費への補助） 

[下水道事業] 

新規 ストックマネジメント計画策定事業 1,860 万円（ストックマネジメント計画策定により中長期の

安定した経営を図る） 

継続 企業会計移行委託料 1,233 万円（下水道事業会計を企業会計へ移行するための例規整備など） 

 

学校保育課 

[学校保育係] 

新規 信州池田町学びの郷保小中 15 年プラン事業 71 万円（保小中の連続した学びが求められる背景と

子どもの姿を振り返り、2022 年度実施に向けて全教職員でよりよい保小中連携のあり方を研究。教職

員が一体となって保育・授業の充実を目指す） 

新規 幼児教育の無償化（10 月１日から。ただし、池田町認定こども園利用で 1 号認定子どもの預かり

保育は対象外） 

☆０～2 歳 住民税非課税世帯の子ども 

☆3～5 歳 幼稚園、保育園、認定こども園及び地域型保育を利用するすべての子ども 

拡充 小中学校給食費の一部町負担 1,284 万円（児童生徒一人あたり２万円分の給食費を負担） 

拡充 こども子育て支援体制整備総合推進事業 81 万円（保育の質の向上のための研修を開催） 

継続 就学援助費 717 万円（低所得世帯への学用品費や給食費などの援助） 
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[認定こども園] 

新規 認定こども園エアコン設置 1,069 万円（池田保育園、会染保育園にエアコンを設置） 

[小学校・中学校] 

新規 小学校教科書指導書及び対応備品購入 611 万円（4 年毎の教科書改訂時、教員用指導書及び対応

備品（ＤＶＤ等）の購入） 

継続 小学校教育支援員の加配 1,255 万円（社会性の遅れや偏りがみられる児童生徒に配慮し、学級全

体が落ち着いて活動に取り組めるよう支援員８名を配置） 

継続 中学校教育支援員の加配 927 万円（きめ細かな学習支援のため専科講師２名。生徒の他、家庭に

も支援する登校支援員（講師）１名） 

[児童センター] 

継続 放課後児童クラブ等 1,607 万円（児童センター・クラブ運営の外に、小学校の空き教室や公共施

設を利用し放課後子ども教室の充実を図る） 

[子ども子育て推進室] 

継続 入学祝金 539 万円（子供の成長に合わせ、小学校入学時 5 万円、中学校入学時 3 万円を支給） 

[文化財保護活用推進室] 

拡充 文化財保護活用推進経費 645 万円 

継続 文化財管理施設整備事業 2,564 万円（図書館移転後に建物を改修し、文化財管理施設とし文化財

の保管及び一部公開） 

 

生涯学習課 

[公民館] 

新規 交流センター管理経費 1,597 万円（池田町交流センター「かえで」の管理経費、オープニングイ

ベント経費、開館準備経費） 

継続 地域おこし協力隊活動事業  96 万円（町民活動サポートのための隊員１名分の賃金・活動経費） 

継続 広域連携推進事業 13 万円（北アルプス連携自立圏で行う図書館相互利用促進事業の負担金） 

[総合体育館] 

拡充 総合型地域スポーツクラブ補助金 330 万円（大かえで倶楽部運営補助金） 

継続 松本山雅ホームタウン事業 54 万円（松本山雅ＦＣと連携したスポーツ振興と町のＰＲ） 

[クラフトパーク係] 

継続 北アルプス展望美術館指定管理料 2,259 万円（北アルプス展望美術館の指定管理） 

 

  

9



北アルプス連携自立圏 

大北地域では、人口減少や少子高齢化が進む中でも住民生活が充実することを目的に、「北アルプス連携

自立圏」を平成 27 年 3 月 29 日に発足。県からの補助金を活用し、若者の結婚、子育て支援、移住定住

促進等に大北 5 市町村が連携して取り組んでいます。 

事業期間は平成 28～31 年度までの 4 年間で、平成 31 年度は、「若者交流・結婚支援」、「移住交流」、

「広域観光」、「就労支援」、「福祉」、「医療・保健」、「圏域マネジメント能力の強化」及び「図書館相互利

用」事業を継続するとともに、今年度新たに市町村間で協議が整った「病児保育の検討・運営事業」、「在

宅医療・介護連携支援センターの運営」を実施する計画です。 

 

【平成31年度】　北アルプス連携自立圏事業一覧

町単独
事業分

大町市へ
の負担金

1 若者交流・結婚支援
大北地域及び池田町内で出会い
のイベント等を開催

企画政策課　町づく
り推進係、生涯学習
課　生涯学習係

153万円 13万円 140万円

2 病児保育運営事業
市立大町病院内に設置する施設
で病児保育を行う

学校保育課
学校保育係

3 移住交流
都市部での移住セミナー開催、移
住希望者に対する大北地域の魅
力体験ツアーの開催等

企画政策課
移住定住促進係

241万円 120万円 121万円

4 北アルプス地域旅行商品造成促進事業
北アルプス地域への旅行商品の
造成促進

産業振興課
観光係

36万円 36万円

5 就労支援
大北地域の企業と新規学卒者等
を対象とした企業説明会の開催

産業振興課
商工係

14万円 14万円

6 成年後見支援センター運営事業
大町市に設置された成年後見支
援センターの運営

健康福祉課　地域
包括支援センター

95万円 95万円

7 消費生活センター運営事業
大町市に設置された消費生活支
援センターの運営

住民課
環境整美係

80万円 80万円

8 障害者相談支援事業
障害者の相談・支援業務を、大北
圏域障害者総合支援センター（ス
クラムネット）に委託

健康福祉課
福祉係

191万円 191万円

9 認知症初期集中支援チーム運営事業
専門家による認知症の初期集中
支援チームの設置及び運営

健康福祉課　地域
包括支援センター

118万円 118万円

10
在宅医療・介護連携支援センター運営
事業

地域包括支援センター等からの在宅医
療・介護連携に関する事項の相談を受
け付けて支援を行う

健康福祉課　地域
包括支援センター

61万円 61万円

11 未就学児眼科屈折検査事業
未就学児の視覚検査を行う屈折
検査装置の整備

健康福祉課
健康増進係

0万円 0万円

12 健康づくり意識啓発事業
大北地域住民を対象とした健康づ
くり講演会の開催

健康福祉課
健康増進係

5万円 5万円

13 圏域マネジメント能力の強化
行政力向上のための市町村職員
研修、圏域全体の活性化に向け
た調査研究等

総務課　総務係 8万円 8万円

14 図書館相互利用促進事業
大北地域の図書館の相互利用促
進

生涯学習課
生涯学習係

13万円 13万円

合　計 1015万円 133万円 882万円

事業費の内訳
事業名 事業概要 担　当 事業費
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事業推進イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※＜タイプⅢ＞：広域連合が事業主体となり事業実施。事業例：合同調査研究 
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社会資本整備総合交付金事業 

 町では、まちなか(中心街)の様々な課題の解決を図るため、国の交付金「社会資本整備総合交付金」

を活用して、平成27～31年度の5年間にわたり、交流センター建設や公園・道路等を整備します。 

 なお、31年度は以下のとおり実施する予定です。 

 

[道路改良] ※担当：建設水道課 土木係 建設管理係 

  継続 町道 251 号線(あづみ病院南側⇔県道上生坂信濃松川停車場線高瀬薬局前) 

     延長 300m・幅７m(一部 9.25ｍ) 

      ・工事 1 億円 

      ・設計(負担金) 500 万円 

      ・物件補償等 420 万円 

          合計 1 億 920 万円 

 

[公民館跡地ミニ公園整備事業] ※担当：総務課 総務係 

  継続 現公民館と教育会館を取り壊し、ミニ公園を整備 

      ・工事 5,000 万円 

      ・工事監理委託料 500 万円 

          合計 5,500 万円 

 

[まちなかサイン整備事業] ※担当：産業振興課 観光係 

  継続 観光資源への道順、史跡案内等を示す案内看板を設置 

      ・製作設置工事 400 万円 

 

[文化財管理施設整備事業] ※担当：学校保育課 文化財保護活用推進室 

  継続 現在の図書館が移転した後の建物を文化財管理施設として活用 

      ・工事 1,809 万円 

      ・工事監理委託料 64 万円 

          合計 1,873 万円 

 

[まちなか活性化支援事業] ※担当：産業振興課 商工係 

  新規 商工会が実施するまちなか活性化事業に対する補助 

      ・商工会への補助金 700 万円 

 

[事後評価] ※担当：企画政策課 町づくり推進係 

  新規 5 年間に実施した事業の効果や指標の最終目標値の実現状況等を評価 

      ・評価委託料等 205 万円 

 

次ページに全体の事業概要を掲載しました  

計画事業の実施にあたっては、景気動向による建設単価の上昇、事業の見直し等により、事業

費や事業内容、事業箇所等が変更になる場合がありますので、その都度議会と協議するととも

に、町民の皆様にお知らせします。 
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総務課 
 

総務係              役場庁舎１階 ４番窓口 電話 0261-62-3131 

[主な業務] 

 条例、規則等の制定及び改廃、公告式 

 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分 

 職員の給与、研修、福利厚生 

 広報広聴 

 庁舎内外の管理 

 

消防防災係           役場庁舎１階 ４番窓口 電話 0261-62-3131 

[主な業務] 

 消防、防災及び災害救助、消防団、防災行政無線 

 日赤社資 

 

課税係・収納係        役場庁舎１階 ５番窓口 電話 0261-62-3131 

[主な業務] 

 町税(町民税･固定資産税･軽自動車税･町たばこ税･国民健康保険税等),県民税の賦課・徴収 

 土地台帳等の閲覧 

 所得証明書等の各種証明書発行 

 

選挙管理委員会        役場庁舎１階 ４番窓口 電話 0261-62-3131 

[主な業務] 

 選挙に関すること 

 

固定資産評価審査委員会   役場庁舎１階 ５番窓口 電話 0261-62-3131 

[主な業務]  

 固定資産課税台帳に登録された価格についての異議申し立ての審査に関すること 

 公用車の安全運転管理 

 文書の収受、配布 

 情報公開 
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庁舎管理経費　　2,980万円 町長選挙費　　　590万円

担当：総務課　総務係 担当：総務課　総務係

　庁舎の維持管理のための経費で、主に光熱水
費、修繕費、宿直業務・用務員業務の委託料、
防災行政無線や電気設備など庁舎内施設、機器
等の保守管理委託料、事務機器のリース料、庁
舎敷地・駐車場の借上料などの予算を計上して
います。
　

　池田町長選挙に係る経費です。投開票に従事
する職員に支払う手当が主な経費で、そのほか
立会人に支払う報酬や各種委託料があります。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

工事・施設修繕費　　　　　　    1,005万円
光熱水費　　　　　　　　　　 　　560万円
庁舎宿直業務・用務員業務委託料    399万円
事務機器借上料　　　　　　　　 　252万円

職員手当　　　　　　　　　 　　　190万円
開票立会人等報酬　　　　　　　　   53万円
ポスター掲示板設置・撤去委託料　   71万円
電算委託料　　　　　　　　　　　　50万円

広報広聴経費　　465万円 役場職員の給与　７億513万円

担当：総務課　総務係 担当：総務課　総務係

　主に毎月発行の「広報いけだ」印刷及び公式
ホームページ運用のための経費です。
　なお、広報紙及びホームページに有料広告を
掲載し、自主財源の確保に努めています。

　特別職・一般職の給料と手当を支給する予算
です。特別職は町長、副町長、教育長の３人が
在職しています。また、一般職とは特別職を除
く正規職員を指し、平成31年3月1日時点で
95名が在職しています(一般会計から支出して
いる職員数）。
　給料とは職員に対して支払う基本給の額で、
手当には扶養手当や通勤手当、期末勤勉手当な
どがあります。また、共済組合負担金は、健康
保険や年金を扱う共済組合に対して町(事業主)
が納める負担金額です。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

印刷製本費（広報）　　　　　  277万円
ホームページ保守管理委託料　  174万円
ＣＭ大賞作成謝礼　　　　　　　　5万円

　財源 　財源
広報紙等有料広告掲載料等       12万円
池田町の負担額　　　　        453万円

各種補助金や手数料　　  　2,677万円
池田町の負担額　　　　6億7,836万円

【特別職】給料　　　　　　2,151万円
　　　　　手当　　　　　　　856万円
　　　　　共済負担金等　　1,045万円
【一般職】給料　　　 　3億2,137万円
　　　　　手当　  　  　2億4,618万円
　　　　　共済負担金等      9,707万円

　平成31年度は池田町長選挙のほかに長野県
議会議員一般選挙、池田町議会議員一般選挙、
参議院議員通常選挙が執行されます。

役
場
庁
舎
の

太
陽
光
発
電
設
備

広
報
い
け
だ
の
発
行
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防災対策事業費　1,175万円 空家対策事業費　120万円

担当：総務課　消防防災係 担当：総務課　消防防災係

　災害時の迅速な対応や復旧に係る各種計画・
マニュアルの作成や防災に関する啓発活動を
行っています。
　また、台風状況や降雨量などの気象状況がリ
アルタイムでわかる気象観測システムを導入し
ていますので、ホームページでご覧ください。

　弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下や通
過する可能性がある場合や、震度4の地震が発
生した場合などにJアラートが起動し、防災無
線でお知らせします。
　町ではＪアラートの整備や防災無線の整備を
行い、危険が迫っている場合、いち早く皆様に
お伝えできるよう環境整備につとめています。

　近年増加傾向にあり、社会問題化している空
家（利活用ができない空家）対策を行います。
本年度は、町内の空家の実態把握を行うこと
と、空家解体に対し補助金を制度化します。
　解体補助金は１件当たり20万円を上限と
し、危険な状態にある空家の解体を促します。
　
　危険な状態の空家を放置すると、近隣の皆さ
んに迷惑がかかるだけでなく、鳥獣のすみかに
なったり、倒壊の危険性が生じますので、所有
者は適正な管理・解体をお願いします。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　　防災無線管理業務委託料　　　220万円
　　気象観測システム使用料　　　106万円
　

　　空家対策業務委託料　　　　　  50万円
　　空家解体事業補助金　 　　　 　60万円

常備消防経費　1億6,080万円 非常備消防経費　3,392万円

担当：総務課　消防防災係 担当：総務課　消防防災係

　北アルプス広域連合常備消防費として消防署
の事業運営のため、大北地区の市町村同士が負
担金を支出します。（負担金額は均等割、人口
割に基づいています）

　池田町消防団活動に係る車両の維持管理、装
備品の整備など団運営に係る経費を計上してい
ます。
　消防団は６つの分団と4つの隊（ラッパ隊、
救護隊、バイク隊、女性消防隊）で構成され、
団長以下230人が活動しています。

　　　出初式

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　　北アルプス広域連合常備消防費負担金
　　　　　　　　　　　　　　1億6,080万円

　　消防団員退職報償費　　　　　550万円
　　費用弁償（火災出動等）　　　318万円
　　公務災害補償共済基金負担金　489万円
　　分団交付金　　　　　　　　　906万円

　財源
　　消防団員退職報償金　　　　　550万円
　

広域 消防車両
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町税の賦課・徴収事務経費　2,152万円

担当：総務課　課税係・収納係　

　主な経費（当初予算額） 　財源

徴収嘱託職員報酬　　　　　　278万円
電算システム委託料　　　　1,032万円
エルタックスシステム委託料　343万円
土地鑑定評価事業委託料　　　567万円

徴税費県委託金　 　　　   1,490万円
証明閲覧手数料　　　 　    　  60万円
督促手数料等　　　   　    　   20万円
池田町の負担額                  1,403万円

　町税の額を決定したり、徴収したりするための費用です。
　【一般会計】個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税
　【特別会計】国民健康保険税

個人町民税

4億1,700万円

44％

法人町民税

5,900万円

６％

固定資産税

３億8,900円

41％

軽自動車税

3,400万円

４％

町たばこ税

5,000万円

５％

町税収入のうち，個人町民税と固定資産税が全体の85％を占め、
町税の基幹税目となっています。

町税収入の内訳（平成29年度一般会計） 単位：％

98.3 98.4 98.3 98.5
98.8

93.1 93.4 93.6
94.1

95.4

92

93

94

95

96

97

98

99

100

H25 H26 H27 H28 H29

現年課税分のみ

滞納繰越分含む

徴収率の推移（直近５年間） 単位：％
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企画政策課 
 

町づくり推進係         役場庁舎１階 ３番窓口 電話 0261-62-3129 

 [主な業務] 

 自治会 

 総合計画、社会資本総合整備計画、総合戦略等の各種計画策定 

 広域行政 

 結婚推進 

 姉妹都市等の交流 

 情報・統計        

 美しいまちづくり 

 開発、景観 

 ふるさと納税 

 

財政係              役場庁舎１階 ３番窓口 電話 0261-62-3129 

[主な業務] 

 財政計画 

 予算の編成及び執行管理 

 町債及び一時借入金 

 契約等の締結 

 基金の管理及び処分 

 町有財産の取得、管理及び処分 

 

移住定住促進係         役場庁舎１階 ３番窓口 電話 0261-62-3129 

[主な業務] 

 移住定住推進 
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自治振興経費　1,167万円 交流事業　　60万円　

担当：企画政策課　町づくり推進係 担当：企画政策課　町づくり推進係

　地域づくりの根幹をなす33自治会の活動を
支援します。主な経費として、町の各種事業等
への協力に対し活動費を交付しています。

　自治会活動費交付金の算定基準
　◇平均割（1～30戸以下）　46,000円
　　　　　（31～50戸） 　　37,500円
　　　　　（５１戸以上） 　　30,000円
　◇世帯割　平坦部　　　　　　1,500円
　　　　　　広津・陸郷地区　　1,700円
　　  （算定世帯数は4月１日現在の住基）

　平成5年に「横浜市磯子区岡村西部連合自治
会」と友好親善交流を締結し、小学生による
「海と山の体験交流会」として毎年交互に訪問
しています。
　また、平成15年度には「災害支援協定」
を、20年度には小学校間で「なかよし学校宣
言」を締結し、末永い友好交流を確認していま
す。
　今年度は、7月27日～29日の3日間、池田
町の児童が横浜を訪ねます。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

自治会活動費交付金　　　　　658万円
自治会長年報酬   　　　　　　116万円
解体工事(法道公民館ほか）　  340万円

横浜との少年少女交流事業委託料　45万円

元気なまちづくり事業　500万円 情報処理費　　　　3,289万円
担当：企画政策課　町づくり推進係 担当：企画政策課　町づくり推進係

　町民と町が一体となって「協働のまちづく
り」を推進するため、町民のみなさんが地域の
特色を活かした自主的な活動に対し補助金を交
付します。
　対象事業は「まちづくり事業」および「建設
資材支給事業」で自治会に交付します（まちづ
くり事業に限り町内で活動している団体も対象
となります）。
　併せて、町職員の自治会担当制度「自治会
パートナー」により、自治会活動をサポートし
ています。

　個人情報・行政情報を適切に管理し、事務処
理を効率的に行うため、多くの業務に導入して
いるコンピュータシステムの維持管理経費で
す。
　平成23年度から大北市町村で電算システム
の共同利用を実施し経費の削減に取り組んでい
ます。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　　元気なまちづくり事業補助金　500万円
　　(一事業上限30万円　※自治会が集会施設
　　 で使用するための机や椅子は上限50万円)

　財源
その他特定財源　　　　　　　 　　２万円
池田町の負担額　　　　　　   3,187万円

総合行政システム使用料　　　　　554万円
財務会計システム利用料・保守料　191万円
グループウェア利用料・保守料　　  93万円
基幹系システム共同利用負担金　　682万円
情報系システム共同利用負担金　　430万円
セキュリティクラウド利用負担金　250万円
備品購入費（パソコン等）　　　　400万円
マイナンバー制度関連　　　　　　198万円

一昨年の体験交流会（会場：横浜市）自治会協議会

建設資材支給事業
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ブロードバンド設備管理事業　273万円 指定統計費　　　　205万円

担当：企画政策課　町づくり推進係 担当：企画政策課　町づくり推進係

　平成21年度に総務省の情報通信基盤整備交
付金を受けて整備した広津・陸郷地区の光ファ
イバ網の維持管理費です。
　光設備をNTT東日本へ貸し付け（ＩＲＵ契
約）、管理を委託しています。
　光ファイバケーブルは、NTT東日本及び中部
電力の電柱に共架しています。

　5年毎に行われる農林業センサスは、土地資源な
ど農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明
らかにするための重要な統計調査です。
　5年毎に行われる経済センサス基礎調査は、事業
所・企業の活動の状態を調査し、事業所・企業の活
動状態等の基本的構造を全国的及び地域別に明らか
にする重要な統計調査です。

■今年度実施の主な統計調査
　・農林業センサス
　・経済センサス基礎調査
　・学校基本調査
　・工業統計調査

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

電柱共架料　　　　　　　71万円
保守管理委託料　 　　　200万円

統計調査員報酬　　　　161万円

　財源 　財源

北アルプス広域連合
経常費負担金 1,721万円

結婚推進事業 189万円

担当：企画政策課　町づくり推進係 担当：企画政策課　町づくり推進係

　北アルプス広域連合は池田町、大町市、松川
村、白馬村、小谷村の５市町村から構成されて
おり、多くの財源を各市町村からの「負担金」
で賄い運営しています。市町村単独で行うには
厳しい業務や市町村をまたぐ業務である医療、
福祉、消防、介護保険などの数々の事務をス
ケールメリットを活かし共同処理しています。
　また、広域連合とは別に、市町村が市町村の
施策・事業として圏域で方向性を共有し、連携
しながら各市町村予算で事業を実施する「北ア
ルプス連携自立圏」を発足。H28から大北5市
町村が連携し、結婚・子育て支援、移住定住促
進等に取り組んでいます。

　平成23年から取り組むお見合いマッチング
に加え、婚活イベントと事前セミナーを組み合
わせた事業を実施します。

　また、結婚新生活事業費補助金として34歳
以下で世帯所得340万円未満の新婚夫婦を対象
に住宅取得等に係る費用に対し、最大30万円
を補助します。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

北アルプス広域連合経常費負担金　1,721万円
（これ以外にも、運営施設等の負担金を

各担当課で支出しています）

結婚推進事業委託料　　　　　　145万円
連携自立圏負担金　　　　　　　14万円
結婚新生活事業費補助金　　　　30万円

　財源
広域連携推進事業交付金(県) 　　　　67万円
結婚新生活支援事業費補助金(県)　 　15万円

農林業センサス委託金(県)　　　 144万円
経済センサス委託金（県）　　　　44万円
工業統計調査委託金(県)　　　　　　8万円

光回線使用料(NTT東日本)　   51万円
ケーブル移転補償料(県)　　 150万円
池田町の負担額　　　　　　  72万円

北アルプス広域連合のロゴマーク
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美しいまちづくり推進事業 第6次総合計画スタート

担当：企画政策課　町づくり推進係

　平成23年から美しいまちづくり推進計画に
基づき、北アルプスと田園に抱かれた日本で最
も美しいまちを目指して、人づくりと環境・景
観の保全・向上を基本とした地域づくりに町を
挙げて取り組んでいます。

　平成31年度から総合計画の期間に合わせた
平成31～35年度の第３期推進計画がスタート
します。

　今後10年間の町づくりの指針となる第6次
総合計画がスタートしました。
　この計画をもとに、皆様と協働で魅力あふれ
る美しいまちとなるよう、取り組みを進めま
す。

ふるさと納税の経費　4,348万円 町債償還金（借金の返済）５億9,059万円

担当：企画政策課　町づくり推進係　 担当：企画政策課　財政係

　町では、道路や施設の整備を行うときなど
に、国や金融機関などから「町債」と呼ばれる
借金をすることがあります。借り入れる額も高
額であるために長期間をかけて返済します。

※町債には、返済額の一部または全額が地方交
付税として国から補てんされるものがありま
す。借金をする際には、最も補てん率の高い制
度資金を選択するように努めています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

ふるさと応援基金への積立  2,880万円
寄付者へのお礼等       　　 1,277万円
寄付金システム使用料等　　  152万円

借金の元金返済額　　　 　　5億6,256万円
借金の利子返済額　　　　　　　2,803万円

　財源 　財源
寄付金             　　    　 2,880万円
池田町の負担額      　  　1,468万円

地方交付税(見込み)　　　　約4億　490万円
池田町の負担額(見込み)　　約1億8,569万円

　「池田町てるてる坊主のふるさと応援寄付
金」を募り、寄付いただいた方に返礼品を送っ
ています。
　寄付金は平成29年度までに6,500万円を超
え、この寄付金を基金に積み立てたのちに、寄
付者が希望する事業に使います。
　平成29年度は第３子の保育料を減免にする
事業や、「シェアベースにぎわい」の改修事業
などに合計約1,375万円が使われました。
　今後も町の魅力を伝える返礼品などの更なる
充実を図り、寄付を呼び掛けていきます。

わが町の誇り 雄大な北アルプス展望美しいまちづくりロゴマーク

返礼品の例

(ラベンダー生花 グロッソ)

基本理念
「 温かい心・豊かな文化・活力ある産業
が育ち 魅力あふれる美しいまち 」
温かい心・文化を育て、心を通わせ、

地域の絆を強めます。
産業を発展させ、未来を拓く日本一

美しいまちを目指します。
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公共施設個別施設計画の策定 地域おこし協力隊起業支援補助金　100万円

担当：企画政策課　町づくり推進係　 担当：企画政策課　町づくり推進係　

　池田町では、平成29年３月に策定した「池
田町公共施設等総合管理計画」に基づき、公共
施設等の更新等に係る次世代への負担を減らし
つつ毎年の費用をならすため、施設ごとに中長
期計画を定める「個別施設計画」を、平成31
年度末までに策定することとしています。
　平成30年度は各施設の実態調査を行いまし
た。この結果を基に、平成31年度は個別施設
計画を策定します。
　パブリックコメント等で町民の皆様の声を伺
う予定ですので、ご協力をよろしくお願いしま
す。

　池田町では、平成26年から地域おこし協力
隊を任命し、地域協力活動に取り組みながら、
池田町への定住定着を目指しています。
　任期は最長３年ですが、池田町への定着とそ
のための起業を支援するため、任期の終了年度
又はその翌年度に、池田町内に居住して池田町
内で起業する隊員又は元隊員に、起業に要する
費用のうち100万円を限度として交付しま
す。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

計画策定支援業務委託費　　　　　 290万円 地域おこし協力隊起業支援補助金　100万円

都市再生整備計画事後評価　205万円 専門学校整備事業　1000万円

担当：企画政策課　町づくり推進係 担当：企画政策課　町づくり推進係

　平成27～31年度の5年間に実施または実施
予定の都市再生整備計画（社会資本整備総合交
付金事業）の事後評価を行います。
　事後評価の透明性、客観性、公平さの確保の
ため、評価委員会を開催し、学識経験者等の第
三者から意見を求めます。

　平成31年４月に旧福祉会館を活用し開校の
日本アルプス国際学院の第２校舎として貸付す
る教育会館を改修します。

　町が改修に要した費用は、日本アルプス国際
学院が納める賃借料に上乗せされます。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

評価委託料　　　　　　　　　200万円 建築確認手数料　　　　　　　　８万円
工事請負費　　　　　　　　　992万円

　財源 　財源
社会資本整備総合交付金(国)　100万円
町債　　　　　　　　　　　　  90万円

町の負担額　　　　　　　　1000万円
　　　（上乗せする賃借料で回収）

　　　池田町の地域おこし協力隊
　　　（平成31年３月末時点）

　隊員数　６名

　担当業務
　　移住定住促進、花とハーブの里
　　推進、特産品開発、生涯学習

　任期満了の隊員３人のうち、３人が池田町に
定着

国土交通省資料より抜粋
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【知っ得！コラム①】
結婚新生活支援事業費補助金

町では、新規に結婚した世帯の結婚に伴う住宅取得費用、住宅賃貸費用、引
越費用を支援しています。

以下の条件を全て満たす世帯が支援の対象です。
①世帯の前年の所得が340万円未満であること。
②補助の対象となる住居及び夫婦のどちらかの住民票が池田町内にあること。
③平成31年３月1日から平成32年2月29日までに婚姻届が受理された夫婦。
④婚姻届提出時点で夫婦ともに34歳以下。
⑤町税等に滞納がないこと。
⑥過去に同様の補助を受けたことがないこと。

補助金額は１世帯につき上限30万円までです。
経済的な理由で結婚に踏み切れない方々を後押しします！

【申請・お問い合わせ】
企画政策課 町づくり推進係 TEL62-3129（直通）

【知っ得！コラム②】

コミュニティ助成事業

財団法人自治総合センターでは、宝くじの収益金を財源として地域のコミュ
ニティ活動の充実、強化を図るための事業を行っています。

町では、毎年９月頃に申請の受付を行っておりますので、助成を希望される

地域団体のみなさまはご相談ください。詳しくは下記をご覧ください。

○助成対象団体(事業実施団体)

事業実施主体は市町村、コミュニティ組織、自主防災組織など地域で活動す
る団体が対象です。なお、地域で活動する団体であっても専ら趣味や芸術に特

化した団体は対象外です。

○主な助成事業

【申請・お問い合わせ】企画政策課 町づくり推進係 TEL62-3129(直通)

区 分 概 要 助成金額 

一般コミュニティ

助成事業 

地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもの

で、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業。 

100万円から 250万円 

補助率 10/10 

コミュニティセン

ター助成事業 

住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設（コミュニテ

ィセンター・自治会集会所等）の建設整備に関する事業。 

1,500万円上限 

補助率３/５ 

地域防災組織 

育成助成事業 

災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資するものの整備に関

する事業。 

30万円から 200万円 

補助率 10/10 
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◎平成30 年度末積立金の残高(見込額) 11億6,108万円

◎平成31 年度末積立金の残高(見込額) 7億9,348万円 （前年比 △ 5億4,316万円 (△ 31.7ポイント )）

◎基金の使われ方

　○財政調整基金
　　　財源が著しく不足するとき、災害に係る経費及び災害等による財源の減収をうめるとき、町債の償還の

　   財源に充てるときなど

　○減債基金

　　　町債に係る償還の財源に充てるとき

　○公共施設等整備基金

　　　公共施設等の整備及び充実を図るとき

　○福祉基金

　　　福祉活動の促進と、快適な生活環境づくり等により住みよい長寿社会と生きがいのある町づくりのための

　　事業に充てるとき

　○浅原六朗基金

　　　作家浅原六朗の功績をたたえ、記念事業及びその他の財源に充てるとき

　○土地開発基金

　　　公用もしくは公共用に使用する土地または公共のために取得する必要のある土地を取得する財源に

　　充てるとき

　○てるてる坊主のふるさと応援基金

　　　ふるさと「池田町」への想いや共感する人からの寄付金により、特色あるふるさとづくりと魅力的な

　　まちづくりを実施するとき

　○スポーツ振興基金

　　　町民の健康と体力づくり運動の普及及びスポーツの振興事業の財源に充てるとき

　○ふるさと・水と土基金

　　　土地改良施設等の機能を適正に使用するための地域活動などの支援事業を行うときの財源に充てるとき

☆一般会計の積立金(基金)の残高と借入金の推移

財政調整基金

1億7,977万円

財政調整基金

5億1,567万円

減債基金

9,500万円

減債基金

9,500万円

公共施設等整備基金

3億4,132万円

公共施設等整備基金

3億5,132万円

福祉基金

9,727万円

福祉基金

9,727万円

浅原六朗基金

1,932万円

浅原六朗基金

1,932万円

土地開発基金

2,189万円

土地開発基金

2,189万円

ふるさと・水と土基金

552万円

ふるさと・水と土基金

552万円

スポーツ振興基金

1,067万円

スポーツ振興基金

1,117万円

てるてる坊主のふるさと応援基金

2,272万円

てるてる坊主のふるさと応援基金

4,392万円

担当：企画政策課　財政係
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（注）上の各グラフの数値は、一般会計と特別会計の合計です。
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貯金（基金）残高の推移

借金返済（元利償還金）の推移（億円） （％）

（億円）

（億円）

公共施設等の整備による便益は、現世代の町民だけでなく、後世代の町民にも
ありますので、公共施設等の整備には、町民負担の世代間の公平の調整のため、
借金（町債）を活用しています。

同時に、貯金（基金積立金）を増やして、今後の公共施設等の整備後、各年度
の支出に占める借金返済の割合が多くなりすぎないように借金の額を調整できる
準備をしています。

借金の残高は減少傾向で、貯金の残高は増加傾向です。現在も、健全な財政状
況ですが、今後も、必要な公共施設等の整備と現世代の町民、また、後世代の町
民にも安定した行政サービスを提供できるように、借金と貯金をバランスよく活
用して、安定した財政運営を目指します。
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地域おこし協力隊（移住定住）　665万円 移住定住推進事業  841万円

担当：企画政策課　移住定住促進係 担当：企画政策課　移住定住促進係

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

地域おこし協力隊員賃金　  　405万円
住居借上料　　    　　　　 　146万円
公用車リース料　　　　　　  　39万円

　　　　移住定住補助金　　　　　    　 570万円
　　　　連携自立圏負担金　　　　　　  122万円
 　　　　移住体験ツアー委託料　　　       50万円

　財源

　三大都市圏から受け入れた人材が池田町に住
みながら地域協力活動を行い、地域力の維持・
強化を図っています。
　移住定住に関する活動では、池田町のＰＲ、
移住希望者の相談業務、空き家等の掘り起しに
よる住環境整備などを行っています。
　隊員自身の移住経験から実際の暮らしを伝え
られるメリットを活かし、移住希望者と同じ目
線で相談に対応しています。

　急激な人口減少抑制を目的に様々な施策で町
への移住者および定住者の増を図っています。
　都市部での移住セミナーで池田町をＰＲし、
移住体験ツアーに参加していただくことで、実
際の移住につなげます。住宅取得に対する補助
により移住者増と転出者減を図るとともに、空
き家バンク登録物件に対する改修、片付け、解
体費用の補助により、空き家を有効活用し、移
住希望者の住まいの受け皿としていきます。
　また、北アルプス連携自立圏で地域全体の相
談窓口を設置するなど協力して移住施策を推進
しています。

広域連携推進事業補助金(県)　139万円

定住促進住宅取得補助金をご活用ください。

移住者の増加と転出者の抑制を目的として、池田町に住宅を建設された方および
中古住宅を購入された方を対象に補助をします。

この補助金は池田町外から移住される方だけでなく、現在町内にお住いの方もご
利用いただけますので、積極的にご活用ください。

【補助対象者】池田町内で住宅を新築（1,000万円以上）または中古住宅を購入
（500万円以上）した方で、定住を目的として5年以上居住する予定の方

【補助額】 基本助成 10万円・・・・・・・・・・・・・・・・・・①
加算額１ 中学生以下の子ども１人につき10万円・・・・②
加算額２ 申請者が45歳以下の方５万円・・・・・・・・③
加算額３ 町外から転入された方５万円 ・・・・・・・・④
加算額４ 町内業者で施工された方（新築のみ）５万円 ・⑤

【例】
町外の30代夫婦で小学生の子どもが２人いる家族が、町内業者を利用して、住宅

を新築した場合の補助金は下記のとおりとなります。
10万円（①）＋20万円（②）＋５万円（③）＋５万円（④）＋５万円（⑤）＝

45万円

【申請方法】
企画政策課 移住定住促進係あてに交付申請書を提出してください。
なお、世帯全員の住民票、不動産登記事項証明書（建物）の原本等添付書類が必

要になります。詳細については、お問い合せください。

【申請・問い合わせ】企画政策課 移住定住促進係 ℡62-3129（直通）
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住民課 
 

住民係              役場庁舎１階 １番窓口 電話 0261-62-2203 

[主な業務] 

 来庁者の受付及び案内 

 諸届書の受付及び諸証明の交付 

 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録及び証明 

 埋火葬許可証の交付 

 国民健康保険の資格の得喪 

 出産祝金 

 国民年金 

 

環境整美係           役場庁舎１階 ２番窓口 電話 0261-62-2203 

[主な業務] 

 環境衛生 

 清掃及び廃棄物の処理 

 墓地公園の管理 

 公害防止対策 

 池田松川施設組合 

 犬の登録及び狂犬病予防 

 消費者行政 

 町営バス運行 

 交通安全及び防犯 

 交通災害共済事務 

 地球温暖化対策 

 

保険医療係           役場庁舎１階 ２番窓口 電話 0261-62-2203 

[主な業務] 

 国民健康保険の給付・被保険者の健康保持及び増進 

 後期高齢者医療制度事務 

 福祉医療 

 児童手当 
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戸籍住民基本台帳一般経費 　943万円 出産祝金          　150万円

担当：住民課　住民係 担当：住民課　住民係

　戸籍・住民票・印鑑証明などの届出、申請の
受付や発行、個人番号カード等の交付、住民基
本台帳ネットワークシステムの事業を行いま
す。
　コンピュータ化された戸籍や住民基本台帳
ネットワークシステムは経費削減のため北アル
プス広域連合でサーバの共同設置をしていま
す。

　ご出産をお祝いするとともに、お子さまの健
やかな成長を願い、生まれたお子さま一人につ
き出産祝金３万円を支給しています。
　支給にあたっては、保護者とお子さまが出生
から１年以上池田町に住所があり、町税等の滞
納がない事が要件です。

　また、小学校及び中学校入学時には別途祝金
が支給されます。（担当：健康福祉課）

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

戸籍システム等電算委託料　　 　  369万円
地方公共団体情報システム機構交付金    79万円
戸籍情報システム構築負担金　　   319万円
住基ネットシステム負担金　　　   132万円

出産祝金　　　　　　　　150万円

　財　源
個人番号カード交付補助金(国)   　78 万円
在留者事務委託金(国) 　　　　     15万円
人口動態調査交付金(県)                 2万円
証明手数料　 　　　　　       　 467万円
池田町の負担額　　　　　　   　381万円

■住民登録に関する届出
住所や世帯構成などが変わったときはすみやかにお届けください

届出の種類 届出の期間

転入届　池田町に住むようになった場合

転居届　池田町内で引っ越した場合

転出届　池田町外へ引っ越す場合 引っ越す日の14日前から

世帯変更届　世帯主変更など 変更があってから14日以内

■戸籍に関する届出

届出の種類 届出の期間

出生届 生まれた日から14日以内

死亡届 亡くなった日から7日以内

婚姻届

離婚届（協議離婚）

転籍届

住みはじめた日から14日以内

届出が受理された日から効力を発する
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交通安全対策経費　492万円 防犯対策経費　188万円

担当：住民課　環境整美係 担当：住民課　環境整美係

　交通事故のない安心・安全な町を目指
し、年に4回の交通安全運動期間中、交通
安全街頭指導所の開設や広報活動を行い、
シートベルト着用の推進、高齢者の交通事
故防止等の呼びかけ推進を行います。
　また、「中信地域町村交通災害共済事務
組合」に加盟し、万が一の交通事故に備え
た共済の推進を行っています。
　なお、平成30年度から町民全員の方の
共済掛金を全額町で負担し、加入していま
す。

　主に小中学校の登下校時間に合わせ年間
200日、登録ボランティアと町職員の延
べ500人により「青色防犯パトロール
車」による町内巡視を実施、住民と児童生
徒の安全に寄与するとともに、犯罪抑制に
努めています。
　また、町内に点在する防犯灯の新設・Ｌ
ＥＤ化及び各自治会に属さない防犯灯の電
気料を負担しています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

池田松川交通安全協会補助金　　97万円
池田・会染各支部安協補助金　　  9万円
交通災害共済掛金　　　　　　280万円

防犯灯電気料　　　　　　　88万円
大北防犯協会連合会負担金　32万円
池田町防犯組合補助金　　　30万円

　

町営バス運行事業　4,756万円 環境衛生一般経費　767万円

担当：住民課　環境整美係 担当：住民課　環境整美係

　高齢者等生活弱者、通勤通学等の利便性を考
慮し、池田町営バス全６路線（明科線・安曇野
線・松川線・池坂線・広津線・町内巡回線）の
運行管理をしています。
　普通回数券を始め、定期券（中高生・70歳
以上の方と障害者手帳
保有者が対象）や、
割引回数券（70歳
以上の方と障害者手
帳保有者が対象）
も販売しています。

　町内の美化と環境を維持するため、不法
投棄物の監視やごみ削減を広く扱う業務で
す。
　松川村と共同で運営している「池田松川
施設組合」の葬祭センター部門への負担金
が主な経費となります。なお、平成27年
度から町民の方の火葬料を全額公費負担と
し、無料化しました。
　その他、ごみ集積所改修補助や生ごみ処
理機設置補助、地下水や河川の水質検査等
を行っています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

バス運転業務委託料　　　　　　4,623万円 池田松川施設組合負担金　　　549万円

　財　源
運賃収入　　　　　　　　　1,000万円
運行協力金(生坂村・松川村) 　160万円
池田町の負担額　　　　　　3,596万円
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清掃一般経費　2億6,068万円 消費者行政経費　146万円

担当：住民課　環境整美係 担当：住民課　環境整美係

　町内各所のごみステーションから収集を
行い、燃えるごみは穂高クリーンセンター
（穂高広域施設組合運営）へ、資源物はそ
れぞれの業者へ売却しています。

　分別をしっかりすることで燃えるごみが減る
と、焼却施設の負担金が減少します。資源物に
分別された分は売却収入となるため、町の負担
が大きく減少します。

　消費者の抱える様々な問題について、平成
22年度から相談員による相談の窓口を開設
しています。相談の内容により専門窓口への
紹介なども行います。

　平成28年度から、大北地区５市町村の広
域連携により、大町市消費生活センター（市
役所内電話26-3225）を設置しました。住
民の皆様の消費生活に関する相談を広く受け
付け、住民生活の安定と住民サービスの向上
を図ります。
　相談は無料で秘密は
厳守します。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

一般廃棄物収集・処理委託料　　  1,875万円
穂高広域施設組合負担金　　　2億3,648万円

　　　　　　　　　　　

　財　源 　財　源
　　消費者行政活性化事業補助金(県)　43万円
　　池田町の負担額　　　　　　　　103万円

地球温暖化対策事業　120万円

担当：住民課　環境整美係

　地球温暖化防止対策と、限りある化石燃料の
使用削減に寄与する再生可能エネルギーの普及
を目指し、太陽光発電システムを導入する個人
住宅に対して設置補助金を交付します。

　■補助金額＝最大発電出力(kw)×3万円
　　（上限10万円）

　主な経費（当初予算額）
太陽光発電システム設置補助金　120万円

　　臨時職員賃金　　　　　　　 　　62万円
　　連携自立圏負担金
　　（消費生活センター運営事業）    80万円

可燃物処理手数料　　　　985万円
資源物等売却料　　　　　222万円
家庭雑排水汲取手数料　　　58万円
町債　　　　　　　 1億5,290万円
池田町の負担額　　　 1億816万円

【知っ得！コラム】
生ゴミ処理機の購入補助金

家庭から排出される生ごみの減量
を目的に、生ごみ処理機の購入費用
の一部を助成しています。

補助金額は、購入費の2分の1(上
限3万円）です。

バイオ式、乾燥式等の処理形式や
電動を問わず、いわゆる「コンポス
ト」等も補助対象となります。

【申請・お問い合わせ】
住民課 環境整美係

TEL62-2203

太陽光発電用ソーラーパネル
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福祉医療給付事業　6,333万円 児童手当　　1億2,565万円

担当：住民課　保険医療係 担当：住民課　保険医療係

　福祉医療とは、高校生以下の児童等、障害者
（障害の程度による制限あり）、母子・父子家
庭の方（所得制限あり）の医療費負担の軽減を
図る目的で、病気やケガで医療機関等で支払っ
た自己負担分の一部を給付する制度です。
　支給額は、患者が受けた診療等について、医
療機関等が月毎に作成するレセプト（診療報酬
明細書、調剤報酬明細書）毎に、医療保険適用
となる自己負担分（加入している医療保険の高
額療養費・付加給付、公費負担分等を除いた
額）が500円を超えた場合、500円を差し引
いた額となります。

　児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な
成長を支援するために中学校修了までの児童を
養育している保護者に支給する手当です。児童
一人につき、以下の金額の対象となる月数分
（出産等の異動がない場合4カ月分）を年3回
（支給月は６月・10月・２月）支給します。
　　■０～３歳未満：　　月額１万５千円
　　■３歳～小学校修了まで
　　　　第１子、第２子：　　月額１万円
　　　　第３子以降：　　月額１万５千円
　　■中学生：　　　　　　　月額１万円
　　■所得制限以上：　　　　月額５千円

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

児童手当　　　　　 1億2,478万円

　財源 　財源
福祉医療費給付事業費補助金(県)
　　　　　　　　　　　　2,003万円
池田町の負担額　　　　　4,330万円

児童手当負担金(国)　　8,619万円
児童手当負担金(県)　　1,928万円
池田町の負担額　　　　2,018万円

国民健康保険事業　11億87万円 後期高齢者医療制度事業　2億6,531万円

担当：住民課　保険医療係 担当：住民課　保険医療係

　国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて
加入者のみなさんに国保税を負担してもらい、
かかった医療費を補助する医療保険制度です。
その運営を国民健康保険特別会計で行います。

　主な経費（当初予算額）

　主な経費（当初予算額）

　財源

　財源

保険料　             　　　　1億112万円
後期高齢者医療基盤安定負担金(県)
　　　　　　　　　　　　   2,334万円
その他　　　　　　　　　  　　12万円
池田町の負担額　　　　 1億4,073万円

福祉医療給付費　　　　　6,000万円

国保税　　　　　　 　　1億8,393万円
保険給付費等交付金(県)　8億2,411万円
基金繰入金　　　　　　　　 2,500万円
基盤安定負担金(国)　　　　 　 904万円
基盤安定負担金(県)　　　 　 2,853万円
その他　　　　　　　　　　　 390万円
池田町の負担額　　　　　　 2,636万円

保険給付費　　　　　　　8億1,488万円
国民健康保険事業納付金　2億5,471万円

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65
歳以上で一定の障害があり希望する方が加入す
る医療保険制度です。県内全市町村で構成する
長野県後期高齢者医療広域連合が運営し、主な
財源は、市町村負担金と被保険者が負担する保
険料です。
　町では、保険料の徴収や各種相談及び申請、
届け出の受付などの業務を行います。

療養給付費負担金　　　　1億2,761万円
後期高齢者医療広域連合納付金
　　　　　　　　　　　　1億3,700万円
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健康福祉課 
 

福祉係       池田町総合福祉センター（やすらぎの郷） 電話 0261-61-5000 

[主な業務] 

 地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉 

 民生児童委員協議会 

 総合福祉センターの管理 

 

地域包括支援センター  池田町総合福祉センター（やすらぎの郷） 

                               電話 0261-61-5000 
[主な業務] 

 高齢者の総合相談支援 

 介護保険・介護予防支援 

 認知症地域支援推進 

 

健康増進係    池田町総合福祉センター（やすらぎの郷） 電話 0261-61-5000 

[主な業務] 

 住民の健康保持及び増進 

 母子保健 

 特定健診保健指導 

 栄養指導 

 介護予防事業          しし  

 保健補導員 

 

福祉企業センター               電話 0261-62-2272 

[主な業務] 

 生活困窮者、就業困難者に就労や技能修得の機会を与え、自立の助長等を図る 

 福祉企業センターの管理 

 

 予防接種、感染予防及び対策 

 献血事業 

 健康診査 

 保健センターの管理 

 食育 

 地域のケアシステムの構築 

 介護予防日常生活支援総合事業 

33



社会福祉一般経費　　　3,569万円 自殺対策事業 　　15万円

担当：健康福祉課　福祉係 担当：健康福祉課　福祉係

　地域に暮す人々が、健康で安心して日常
生活を送れるよう地域福祉全般の推進を図
る事業です。
　
■主な業務内容
　・総合福祉センター運営委員会
　・社会福祉団体等への補助
　・養護老人ホーム改築事業負担
   ・養護老人ホーム運営費負担
　・保護司会活動補助金
　・公用車管理

　「誰も自殺に追い込まれることのない社
会」の実現を目指して自殺対策を推進する
事業です。
　
■主な業務内容
　・相談業務
　・自殺防止の啓発業務

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

総合福祉センター運営委員会委員報酬   8万円
池田町社会福祉協議会補助金        2,654万円
養護老人ﾎｰﾑ運営費負担金(鹿島荘)    215万円

　　〃  　改築事業負担金(鹿島荘)      504万円

自殺対策事業経費  　　　　　　　　 15万円

　財源 　財源
特別児童扶養手当事務取扱交付金　　11万円
池田町の負担額  　    　    　      3,558万円

自殺対策強化事業補助金（国）　　　7.5万円
池田町の負担額 　　　　　    　       7.5万円

福祉委員関係事業　　655万円 高齢者福祉事業　　　2,980万円

担当：健康福祉課　福祉係 担当：健康福祉課　福祉係

　地域で暮す人々の福祉を身近なところで支え
る「民生児童委員」の日常活動等に関する経費
です。本年度は12月に一斉改選を予定してい
ます。
■民生児童委員の職務
・援助必要者への相談・助言・援助
・福祉サービスを利用するための情報提供
・福祉関係者と連携した事業・活動の支援 等
　

　高齢者が地域で安心して日常生活を送れ
るよう高齢者福祉増進を図る事業です。
　敬老祭交付金は70歳以上の高齢者１人
当たり1,000円を交付。また、長寿祝金は
100歳(祝金2万円)と88歳(祝金１万円)を
迎えられる方にお祝金を贈呈します。

■主な業務内容
長寿祝金（100歳・88歳）、敬老祭交付
金、老人クラブ補助、緊急宿泊補助、養護
老人ホーム入所措置、福祉輸送サービス事
業補助、緊急時の通報システム提供

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

民生児童委員協議会交付金 　  20万円
民生児童委員活動交付金　　210万円
福祉委員報酬　　　　　　　376万円

長寿祝金 　　　　　　　　　　        101万円
敬老祭交付金　　　　　　　　  　    318万円
広域シルバー人材センター補助金      188万円
緊急通報システム委託料　　　　      138万円
養護老人ホーム等入所措置費　      1,980万円

　財源 　財源
民生委員交付金(県)　  　     232万円
池田町の負担額    　　　     423万円

高齢者地域支え合い事業補助金（県)    40万円
老人福祉施設入所者負担金　　　　   345万円
高齢者福祉事業利用者負担金　　　     38万円
池田町の負担額        　　　　    　2,557万円
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障害者福祉事業　2億3,895万円 総合福祉センター管理経費　3,492万円

担当：健康福祉課　福祉係 担当：健康福祉課　福祉係

　障がい者等がその有する能力及び適性に
応じ日常生活又は社会生活を営めるよう相
談に応じ、必要な調査及び指導を行い、状
況に応じたサービスを提供します。
■主な業務内容
・障害者総合支援法介護給付、訓練等給付
・地域生活支援事業(相談支援、
  コミュニケーション支援事業、
 日常生活用具給付等事業、
 移動支援事業、
 地域活動支援センター、
 日中一時支援、その他事業)

　総合福祉センター(やすらぎの郷)の管理
経費です。施設利用提供や入浴施設の営業
を行っています。
　施設利用、入浴施設利用ともに、多くの
住民の方にご利用いただいています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

地域生活支援事業委託料 　       　495万円
介護給付訓練等給付費　　　   2億795万円
地域活動支援センター扶助費        704万円
補装具・日常生活用具給付費        369万円
連携自立圏負担金(障害者相談支援)191万円

電気料・上下水道料・灯油ガス2,066万円
業務用エコキュートリース料　　265万円
施設修繕・施設管理業務委託料　509万円
施設管理（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ委託） 412万円

　財源 　財源
障害者総合支援給付費ほか(国)　１億1,304万円
障害者総合支援給付費ほか(県)　　　5,885万円
池田町の負担額　       　　　   　　 6,706万円

総合福祉センター使用料　    　 218万円
入浴料　　　　　　　　　　     634万円
デイサービスセンター使用料     584万円
池田町の負担額　     　  　    2,056万円

福祉企業センター経費　　3,139万円 在宅介護者給付金事業　　　　261万円

担当：健康福祉課　福祉企業センター 担当：健康福祉課　福祉係・地域包括支援センター

　世帯の事情等がある要保護者に対して、
就労機会や便宜を提供します。
　利用者の状況や特性に応じ、作業を通じ
て必要な指導や援護サービスを行い、作業
の実績に応じて工賃を支払っています。

■取引業者　8社
■作業内容　ダンボール組立・電子部品
　　　　　　・食品包装等
■通 所 者　30人
■所 　 長   1人
■指 導 員　6人

　家庭において重度の要介護高齢者又は重度心
身障がい者の介護をしている方または介護をし
ていた方に対して、介護者の孤立化の防止及
び、負担軽減を図り、心身共に健康に留意しな
がら介護に従事できるよう支援することを目的
に、在宅介護者給付金を支給します。
■支給概要
・支給金額
　　　①要介護者1人につき　 年額2万円
　　　②介護者がご自身の健康診断書を提出し、
　　　　保健指導の受入れに同意をした場合
　　　　　　　　　　　　　   加算額2千円

・支給要件
　　 下記の要介護者の要件に該当する状態で
　　要介護者を、家庭において基準日（毎年12月
　　31日）から遡って1年間のうち6か月（180日
　　以上）以上の介護期間があった介護者

・要介護者要件
　①重度介護高齢者・・65歳以上の要介護4～5の
　　要介護認定者又は認知症自立度Ⅲ以上の認定
　　を受けている要介護認定者
　②重度心身障がい者・・特別障害者手当の受給
　　者及び障害児福祉手当の受給者

　主な経費（当初予算額） 主な経費（当初予算額）

作業員賃金（工賃）　　       　939万円
作業員福利厚生費　　　       　  66万円
作業員報償費　　　　　       　  99万円
電気料・上下水道料・灯油ガス 119万円
臨時職員賃金（指導員）       1,538万円

在宅介護者給付金（高齢者）  　  214万円
在宅介護者給付金（障がい者） 　  47万円

　財源 財源

授産施設事務費負担金（県） 　2,000万円
就労継続支援事業負担金　　 　　193万円
作業収入　　　　　　　　　　　 939万円
授産事業加工品運搬費等　  　 　　   7万円

池田町の負担額                　　　261万円

町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
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担当：健康福祉課　地域包括支援センター

「のびのびゴム体操」のご案内

主な経費（当初予算額）
　臨時職員賃金　　　　　　　　　　149万円

財源

　北アルプス広域連合受託収入　　　100万円
　池田町の負担　　　　　　　　　　  49万円

担当：健康福祉課　地域包括支援センター

買い物サポート事業 通所型・訪問型サービスＣ
「あすらく　あづみ」

「あすもその人が、その人らしく生きていける」

　入浴や買物、趣味活動など生活行為に不安を感じ
てきた方を対象に概ね3か月（12回）、週に1回、
短期集中で介護予防のプログラムを行います。
　あづみ病院に委託しリハビリ専門職が対応しま
す。送迎で教室に通っていただいて参加する通所型
とご自宅にリハビリ専門職が訪問し自宅で行う訪問
型があります。

主な経費（当初予算額）
　買い物サポート事業　　　　　　　40万円
　通所型サービスＣ実施委託料　　 118万円
　訪問型サービスＣ実施委託料　　　15万円
　カウンセラー等報酬　　　　　　　14万円

財源
介護予防・生活支援サービス費受託収入   169万円
介護予防・生活支援サービス費利用者負担金14万円
池田町の負担額　　　　　　　　　　　 　　 4万円

　65歳以上で、徒歩、自転車、巡回バス等で
買い物に行き、重い荷物を運ぶのが困難な方を
対象に、協力店舗で買い物した商品を自宅に配
達するサービスを、平成29年度にモデル事業
として始めました。
　モデル期間の利用者や協力店舗の声を聞きな
がら、平成30年度の事業内容を検討していく
予定です。

地域介護予防・リハビリテーション活動支援事業　149万円

　住み慣れた池田町で自分らしく暮らしていく
ため、介護予防の事業と日常生活への支援の体
制をつくります。
　リハビリの専門職である理学療法士が地域で
の集いの場に出向き運動のアドバイスをした
り、ご自宅を訪問して個別の相談に応じていま
す。デイサービスセンターなどに出向くことも
あります。
理学療法士への相談や訪問、のびのびゴム体操
を希望される方、団体は地域包括支援センター
にご相談ください。
　
  

　平成28年度開始の「のびのびゴム体操」は３年間
で30地区を超えました。うち1７地区は週１回から
月１回のペースで自主的に継続されています。
　参加された方からは「みんなで体を動かして、
笑って、声を出して楽しかった」「3か月続けたら
体力測定の結果が良くなった」などの声があがって
います。

　１回の時間は約45分。「らくらく準備体操」と
「のびのびゴム体操」を行います。ご希望で尿漏
れ・腰痛・膝痛防止、嚥下体操などを加えることが
できます。

　次のいずれかの方法をご案内しています。
①　おためしコース
　「まずはやってみて」という方向け。ご希望の日
時、場所に理学療法士が出向きます。
②　３か月コース
　概ね週１回を12回継続して行うコースです。初回
と最終回に体力測定を行います。２～11回は理学療
法士が出向いたり、ＤＶＤを見ながらグループで
行っていただきます。継続して行うグループにはＤ
ＶＤを差し上げます。また、概ね月１回程度フォ
ローに出向きます。

介護予防・生活支援サービス事業　187万円

≪　介護保険事業対象者および要支援認定者を対象に実施する介護予防・生活支援サービスです。
利用を希望される方は地域包括支援センターへご相談ください。　≫
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包括的支援事業　　　　963万円 成年後見支援センター事業　95万円

担当：健康福祉課　地域包括支援センター 担当：健康福祉課　地域包括支援センター

　保健師・社会福祉士・介護支援専門員を配置
して高齢者等の総合相談などに応じています。

こんなときは地域包括支援センターへ。
　✧介護保険や介護方法を知りたい。
　✧外出が面倒になってきたなあ…
　✧つまづきやすくなってきて…
　✧最近、物忘れが気になってきて…
　✧将来、資産や財産の管理が心配。
　✧介護がつらい、誰か話を聞いて！
　✧ご近所の1人暮らしの方が心配。
　【相談先】地域包括支援センター
　　（やすらぎの郷内）
　　　電話61-5000

　成年後見の利用を推進するための事業です。
★成年後見制度の利用のため町長申立を行います。
★成年後見人等の報酬を助成します。
★北アルプス成年後見支援センター運営費負担

☆成年後見制度とは
　認知症や障がい等のため自分で諸手続き・契
約や財産の管理等を行う判断が難しいかたに不
利益が生じないような支援をする制度です。
　家庭裁判所に選任された成年後見人等が契約
を代理で行ったり、同意したり、不当な契約を
取り消したりすることができます。

主な経費（当初予算額） 主な経費（当初予算額）

　臨時職員賃金　　                        724万円 　成年後見支援センター運営負担金　95万円

財源 財源

　包括的支援事業任意事業受託収入　954万円
　池田町の負担額　　　　　　　　　    9万円

　広域連携推進事業交付金　　　　　47万円
　池田町の負担額　　　　　　　　　48万円

最期まで暮らし続けられる町づくりに取組むための事業です。担当：健康福祉課　地域包括支援センター

認知症総合対策 在宅医療・介護連携推進
★　自宅で最期まで暮らしたい、医療的な手当
が必要になっても自宅で暮らしたいという希望
をかなえるための仕組みをつくります。

生活支援体制整備事業

★　生活を支え合うための地域の体制やサービ
スを整えていくため生活支援コーディネーター
を配置し、池田町支えあい・助け合いを広げる
協議体を開催します。

主な経費（当初予算額）

　臨時職員賃金　　　　　　　　　　324万円
　生活支援体制整備事業委託料　　　446万円
　在宅医療・介護連携支援センター運営負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　  61万円

財源
　包括的支援事業（社会保障充実分）受託収入
 　　　　　　　　　　　　　　　 1,018万円
　池田町の負担額　　　　　     　　　 3万円

　包括的支援事業　（社会保障充実分）　1,021万円

　自身や家族が認知症になっても住み慣れた場
所でともに暮らせる地域づくりに取り組みま
す。

★　認知症地域支援推進員を配置し認知症の方
やご家族、地域のご相談に応じます。

★　認知症サポーター養成講座開催
　３名以上のグループを対象に開催します。

★　認知症カフェ「なないろカフェ」
　認知症の当事者、家族、住民、介護の事業者
等が集い、語り合い、お互いを理解しあう機会
を作ります。

★　認知症初期集中支援チーム
　「もしかしたら認知症かも」
初期の認知症は、本人、家族、隣近所、職場
等々、みんながとまどい、混乱します。そうし
た方に保健師等が認知症専門医のアドバイスの
もと訪問します。北アルプス広域連携自立圏協
定に基づき平成30年度から大町市に設置してい
ます。
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介護保険事業　　1億7,385万円 介護予防普及啓発事業　997万円

担当：健康福祉課　地域包括支援センター 担当：健康福祉課　健康増進係

　年齢を重ねても、できるだけ要支援・要
介護状態にならずに自分らしく生活が送れ
るための事業です。
　介護を受けている方の原因疾患の第１位
は「認知症」、第２位は「筋骨関節」、３
位は「脳血管疾患」です。脳の血管を守
り、転倒を予防するためには体力作りや健
康診査を受けて、生活習慣の見直しが大切
です。
　具体的には、各種運動教室の開催、う
つ・閉じこもりに対する専門相談員による
カウンセリング等を実施します。また、運
動教室の中でも、健診結果の見方など学習
も行います。

　　

主な経費（当初予算額） 主な経費（当初予算額）
介護保険広域連合負担金　　1億7,202万円

財　源
池田町の財源　　　　　　　１億7,385万円

　臨時職員賃金　　　 　　　　731万円

財　源
　介護予防事業受託収入等　 　 741万円
　池田町の負担額 　　　　       256万円

安曇総合病院増改築工事補助金  3,000万円 はつらつ健康スタンプ事業　　42万円

担当：健康福祉課　健康増進係 担当：健康福祉課　健康増進係

　「JA長野厚生連　北アルプス医療セン
ターあづみ病院」の新病棟建設工事費の
内、町負担分4億円を10年間にわたり補助
します。
　平成27年度に１億3,000万円、平成28
～36年度までの間は毎年3,000万円ずつ
の交付を予定しています。
　北アルプス医療センターあづみ病院新病
棟は、平成28年４月から正式に稼働を開
始し、がん診療機能の充実が図られ、外来
化学療法室やがん相談支援センターなどが
設置されました。また、女性骨盤底医学セ
ンター等も開設されました。

　本事業では健康保険の種類にかかわら
ず、町民自らが自分の健康状態を把握し、
健康増進に積極的に取り組むための応援事
業で、「健康寿命延伸」を目指すもので
す。具体的には健康診査の受診を必須条件
として健康に関する教室、講演会への参加
や自分で立てた目標に取り組むことでポイ
ントが貯まり、町内商工会の協力加盟店等
で使用できる商品券（１,000円分）を受
け取れるというものです。
■スタンプカードは役場関係機関や商工会
協力加盟店に置いてあります。
　詳しくは全戸配布のチラシをご覧くださ
い。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　安曇総合病院増改築工事補助金 3,000万円 　報償費（商品券）　　　　　42万円

　財源 　財源
　池田町の負担額　　　　　 　　3,000万円 池田町の負担額　　　　　　42万円

　北アルプス広域連合の介護保険事業に対
する町負担金です。
　平成30－32年度を期間とする第7期介
護保険事業計画を策定し、介護保険料
68,400円（年基準額）と設定されていま
す。

■第７期介護保険事業計画  基本理念
利用者本位・総合的サービスの提供・地域
主義
■第7期介護保険事業計画　基本目標
　地域包括ケアシステムの構築
■第７期介護保険事業計画  重点項目
　①介護予防の推進
　②介護人材確保及び資質の向上
　③認知症施策の推進
　④日常生活をする体制の整備
　⑤介護サービスの充実と基盤整備
　⑥在宅医療と介護の連携
　⑦高齢者の居住安定に係る施策との連携
　⑧地域包括支援センターの機能強化

運動教室での口腔機能評価の様子

運動教室での口腔機能評価の様子
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がん検診推進事業　　6７万円 後期高齢者医療人間ドック補助事業　130万円

担当：健康福祉課　健康増進係 担当：健康福祉課　健康増進係

　
　がんの早期発見・早期治療・死亡率減少
のため各種がん検診を実施します。
　また、がん検診受診率の向上を目的に、
該当年齢の方に検診手帳や検診料が無料と
なるクーポン券を送付する「がん検診推進
事業」を実施します。

■がん検診推進事業の内容
　○「子宮がん検診」20歳及び
　　「乳房(マンモ)検診」40歳の
     　 女性が対象（※国の補助有り）
　○「大腸がん検診」40～60歳のうち、
　　　各５歳刻みの年齢の方が対象
　　（※国の補助終了のため町全額負担）
　対象者には随時通知します。

　
  75歳以上（一定の障害を持つ65歳以上
の方も含む）で人間ドックを受診後に健診
結果をご提出頂いた方に自己負担額の一部
補助を致します。
　健診結果の見方や健康相談は健康増進係
保健師または栄養士までお気軽にお声をか
けてください。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

検診委託料　　　　　　　 　　40万円
消耗品費　　　　　　　　　 　11万円

人間ドック補助金　　　　　　　130万円

　財源 　財源
がん検診推進事業補助金(国)　    4万円
池田町の負担額　　　　　　　 63万円

　県後期高齢者広域連合
　長寿健康増進事業補助金　 　 130万円

　　歯科検診　　　　　　　24万円 感染症風しん予防事業　　　310万円

担当：健康福祉課　健康増進係 担当：健康福祉課　健康増進係

　
　40歳～70歳の10歳ごとの節目年齢を対
象とした歯周病を予防するための検診です。
　検査項目は、問診、口腔内一般検診、歯周
組織検査、口腔衛生指導等です。
　検診をすることで、早めに歯周病対策に取
り組めます。これによって歯周病にならない
よう予防のきっかけにするとともに、80歳
まで20本以上の永久歯を残すことで、自分
の歯による食事ができることを目指します。

　
　昭和37年から54年生まれまでの風しん抗
体が少ない男性を対象とした対策費用です。
　平成31年度から3年計画で、順次風しん
の抗体検査を実施し、抗体の少ない方を対象
とした予防接種を計画しています。
　平成31年度は昭和47年４月２日～昭和
54年４月１日生まれの方を対象に抗体検査
をし、その結果に応じて予防接種を実施しま
す。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

歯科検診委託料　　　　　24万円 検査等委託料　　　　　　　 310万円

　財源 　財源

健康増進事業補助金（県）16万円
池田町の負担額　　　　　  8万円

感染予防事業費等国庫補助金 155万円
池田町の負担額　　　       　155万円
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後期高齢者健康診査　　143万円 ヤング健診　　　　　　53万円

担当：健康福祉課　健康増進係 担当：健康福祉課　健康増進係

　75歳以上（一定の障がいをもつ65歳以上
の方を含む）で希望する方は、生活習慣病予
防を目的とした健診を受けることができま
す。
　自分の生活習慣等を見直すひとつの「きっ
かけ」として、年に１回は健診を受診するこ
とをお勧めします。

　20歳～39歳の若い世代の方を対象に生活
習慣病を予防するための健診です。検査項目
は、血液検査・身体測定・血圧測定・尿検
査・健康相談等です。
　若いうちから「自分のからだの状態」を客
観的に知っておくことが大切です。また、健
診結果についても、保健師・栄養士が分かり
やすくお話させていただきます。
　自分の生活習慣等を見直すひとつの「きっ
かけ」として、年に１回は健診を受診するこ
とをお勧めします。きっと、からだの状態と
血液データとの関係性などが理解できると思
います。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

健診等委託料　　　　　　       143万円 健診等委託料　　　　　　53万円

　財源 　財源

県後期高齢者健康診査事業補助金  87万円
各種検診実費手数料　　　　　　  16万円
池田町の負担額　　　　　　　　  40万円

各種健診実費手数料　　　16万円
池田町の負担額　　　　　37万円

 

　　　　　　　　　池田町食育推進計画の活動テーマ

　　平成28年度の食育アンケート結果から、朝食の欠食が特に若い世代で多いことや、バランスよく
　食べていないことがわかりました。そこで、健康長寿延伸を目指し、よりよい食習慣定着のため、平成
　29年度から平成33年度までの食育推進計画を策定しました。年度ごとに重点テーマを設定し
　各関係団体などと連携して活動します。
　　各ご家庭でも健康の保持増進を目指し、取り組みをお願いします。

目標値の達成のため、５年間の重点テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育を知ろう（平成２９年度テーマ） 

朝ごはんを食べよう（平成３０年度テーマ） 

（１）－① 健やかな生活リズムを身に付けます 

（１）－② 朝食をきちんと食べる習慣をつけます 

バランスよく食べよう（平成３1 年度テーマ） 

（１）－③ 栄養バランスに配慮した食事を摂ることを心掛けます 

池田の食文化を知ろう（平成３２年度テーマ） 

（２）－③いけだの食文化を継承します 

（３）－①「旬を大切に、地域でとれた食材を食べます 

食に関わろう（平成３３年度テーマ） 

（２）－①家族や仲間と一緒に食事を作ったり、食べたりする回数を増やします 

（２）－②地域の農を体験する事で、食べ物と食に関わる人々への感謝の気持ちを育てます 

（３）－②食の安心・安全に関心を持ち自分で食を選択する力をつけます 

（３）－③食べ残しや食品廃棄を減らします 

目標達成！

健康づくりコラム
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乳幼児と高齢者の予防接種　1,908万円 母子保健事業　　　705万円

担当：健康福祉課　健康増進係 担当：健康福祉課　健康増進係

　
　０歳児の定期予防接種は個別接種、幼児の一
部の定期予防接種は保健センターを会場として
集団接種を行います。対象となる方へは、随
時、個別にお知らせします。

  インフルエンザの予防接種は10月からです。
高齢者（65歳以上の方または60～64歳で心
臓・腎臓、呼吸器に重い病気のある方）には、
１人１,２00円の自己負担で、乳幼児（就学前ま
で）は１人1,000円を補助します。
　また、65歳から５歳毎の年齢の方を対象に、
高齢者用肺炎球菌ワクチン接種を1人2,000円
の自己負担により実施します。
　それぞれ事前に医療機関へ予約のうえ、接種
を受けてください。

主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

個別接種委託料　　　　 　   　　    636万円 妊婦一般検診委託料　　　　507万円

高齢者等ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種委託料　 627万円 産婦健康診査委託料　　　 　 20万円

高齢者用肺炎球菌予防接種委託料 　 234万円

財源

　財源
      母子保健衛生費負担金（国）15万円
      　　   〃　　　  補助金（国）10万円
 　　　     〃            負担金（県）  8万円

池田町の負担額　　　　　　   　1,908万円        池田町の負担額                 672万円

　
　健やかに子どもが育つように、妊娠中から出
産・乳幼児期まで、子どもの成長を親自身が確
認し、生活リズム・食生活等の生活の基礎を
作っていけるように学習をする場で、各種相
談・健診等を実施します。

健診時親子ふれあい遊びの様子
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担当：健康福祉課　健康増進係

　主な経費（当初予算額） 　財源

特定健診等委託料　　　　　1,065万円
人間ドック補助金　　　　　　445万円

特別交付金（県）　　　 　　 661万円
健診実費手数料　　　　　　  122万円
池田町の負担額　　　　  　   805万円

.

担当：健康福祉課　健康増進係

　主な経費（当初予算額） 　財源

臨時職員賃金　　　　　443万円 池田町の負担額　　　　　  558万円

国民健康保険特別会計

特定健康診査事業　　　　1,588万円

　
　 国民健康保険加入者で、40～74歳を迎える方を対象とした「生活習慣病」を予防するための健診
 です。また、国保加入者で、人間ドックを受診された方には、費用の一部補助を行っています。
（詳細については、健康増進係までお問い合わせください）
　 なお、職場で健診を受診された方や、かかりつけ医で
 検査を受けている方についても、町では健診結果の提出
 をお願いしています。
　
 ■平成29年度の当町の特定健診受診率は、
 県内5番目、同規模町村では１位と高い水準です。
しかし４０～５０歳代の受診率は低調です。

　 [本事業は、国民健康保険特別会計の事業です]

 ※同規模町村：人口１万人～１万５千人未満の県内9町村

特定保健指導事業　　　　558万円

　
　特定健診を受けていただいた後、健診結果と生
活習慣等についての関連を「健康ファイル」を
使って保健師・栄養士と一緒に分かりやすく確認
します。また、自分の健診結果がどのように変化
してきたかを経年的に見ることもできます。
　健診結果と生活習慣の関係などが自分自身で理
解でき、見直すひとつのきっかけ作りのお手伝い
になればと思います。

■平成29年度、当町の特定保健指導実施率は
　90.2％でした。

保健師による健康相談
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産業振興課 
 

農政係               役場庁舎１階 7 番窓口 電話 0261-62-3127 

[主な業務] 

 農作物、畜産、水産業の振興 

 農作物の病害虫防除、被害対策 

 鳥獣の保護及び狩猟、被害防止 

 地域営農システム（営農支援センター） 

 

花とハーブの里推進係     役場庁舎１階 ７番窓口 電話 0261-62-3127 

[主な業務] 

 花とハーブで町を彩る修景促進 

 薬香ハーブの普及促進 

 

耕地林務係            役場庁舎１階 ７番窓口 電話 0261-62-3127 

[主な業務] 

 耕地及び土地改良事業 

 耕地基盤整備事業 

 林業の振興 

 

商工係               役場庁舎１階 ６番窓口 電話 0261-62-3127 

[主な業務] 

 商工業の振興 

 企業誘致 

 

観光係               金の鈴会館内 電話 0261-62-9197 

[主な業務] 

 観光及び観光開発 

 

農業委員会            役場庁舎１階 ６番窓口 電話 0261-62-3127 

[主な業務] 

 農地転用における許認可 

 ハーブセンターの管理（指定管理） 

 多目的研修センターの管理 

 農産物海外販路開拓 

 農産物加工・直売等施設の管理 

 ハーバルヘルスツーリズム 

 

 農地利用に対する適正な推進 

 治山、林道 

 森林の病害虫防除 

 農道、農業用水路の整備 

 

 労政及び労働者福祉 

 町営駐車場管理 
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農業次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）　750万円 中山間直接支払事業　　1,436万円

担当：産業振興課　農政係 担当：産業振興課　農政係

　農業を始めてから経営が安定するまでの方に
給付されるもので、45歳未満で独立・自営・
就農し、人と農地の問題を解決する町の「人・
農地プラン」に位置付けられるなどの要件を満
たす方に、最長5年間給付されます。

　■一人あたりの給付額
　　150万円/年（夫婦
　　で就農の場合225
　　万円）

　中山間地域は、食料生産とともに国土の保
全、良好な景観形成などの多面的機能を担って
いますが、平地に比べ自然条件や生活条件など
が厳しいことから、担い手の減少、耕作放棄地
の増加などによりその役割が低下するおそれが
あります。
　この事業は、中山間地域
において、耕作放棄地の発
生を防止し、多面的機能を
確保するため集落などへ
交付金を交付し、その活動
を支援するものです。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

農業次世代人材投資資金給付金　750万円 中山間地域直接支払補助金　1,436万円

　財源 　財源
農業次世代人材投資資金給付金(県)　750万円 中山間地域直接支払補助金(国)　478万円

　　　　　　　〃　　　　(県)　479万円
池田町の負担額　　　　　　　  479万円

中核農家等育成事業　27万円 有害鳥獣対策事業　331万円

担当：産業振興課　農政係 担当：産業振興課　農政係

　町の農業の中心となる中核農家の経営体質の
強化や経営規模拡大に必要な農業機械類の導入
などの借入金に対する利子補給の交付を行いま
す。

　サル、ニホンジカ、イノシシなどによる農作
物等への被害が急増しています。そのため猟友
会による駆除や電気柵設置に対する補助を行っ
ています。
　また、拡大する被害への対策として猟友会を
中心とした「鳥獣被害対策実施隊」を組織し、
鳥獣被害の防止に努めています。
　なお、農林漁業者と狩猟者が連携し、集落ぐ
るみにより捕獲対策を実施する「集落捕獲隊」
の取組みも推進します。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金27万円 有害鳥獣駆除補助金　　　 　　191万円
有害鳥獣対策実施隊 費用弁償　   97万円
電気柵修繕　　　　　　　 　　 ３０万円

　財源 　財源
　　農業経営基盤強化資金
　　　利子助成事業補助金(県)        13万円
　   　池田町の負担額　　　　　    14万円

有害鳥獣対策事業補助金(県)　35万円
池田町の負担額　　　　　　296万円
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海外販路開拓等推進事業　600万円 花とハーブの里再ブランド化事業　707万円

担当：産業振興課　農政係 担当：産業振興課　花とハーブの里推進係

　町の農産物を輸出するため、海外へ販路開拓
を行う事業です。マレーシアの首都クアラルン
プール市やペナン島の日本食レストランで食材
や日本酒をメニューに取り入れてもらうため、
酒類は輸出ライセンスを取得し、イセタンジャ
パンストア内の寿司レストランとペナン島の日
本食レストランにおいて1か月間イベントを実
施しました。今年度は、クアラルンプール市内
を中心にバイヤーとの商談会を実施し、新規取
り扱い店舗を開拓し輸出量を増やします。
　また、安曇野地域に限定した
日本酒については安曇野市、松
川村及び3蔵元で連携し、オー
ストラリアをターゲットに商談
会や輸出を開始する予定です。

　養成してきたハーバルヘルスケアトレーナー
認定者を対象に中級講座を開催し、トレーナー
として11名が登録されました。引き続き育成
講座を開催しスキルアップを図り、新規のト
レーナー認定・登録希望者を育成します。
　町の玄関口となる道沿いや街中において、花
とハーブで彩られる修景活動を促進します。
　また、ハーブの種類、栽培方法や用途・効能
などを広く周知し、町民自らが花とハーブに親
しむ風土づくりを進めます。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

池田町海外販路等推進協議会補助金 600万円 運営業務委託料　　　　　240万円
原材料費　　　　　　　　150万円

　財源 　財源
　　地方創生推進交付金(国)　　　　300万円
　　　一般財源　　　　　　　　　300万円

地域発　元気づくり支援金（県）　260万円
一般財源　　　　　　　　　　　　447万円

　

第3回植栽イベントの様子（平成30年５月）

　 　

　 　

　 　
　 　

マレーシア　ペナン島の日本食レストラン「池
田町フェア」の様子（平成30年11月～12月）

ハーバルヘルスケアトレーナー育成講座
（信濃町にて森林セラピー体験）
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花とハーブの里づくり事業　1,808万円 花とハーブの里づくり事業　175万円

担当：産業振興課　農政係 担当：産業振興課　花とハーブの里推進係

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　財源 　財源
ハーブセンター使用料　　　　　360万円
池田町の負担額　　　　　　　1,448万円

池田町の負担額　　　 　          　175万円

松くい虫対策事業　100万円 森林
も り

の里親交流事業　111万円

担当：産業振興課　耕地林務係 担当：産業振興課　耕地林務係

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

松くい虫防除対策事業補助金　100万円 森林整備委託料　　　　　82万円

　財源 　財源
　　池田町てるてる坊主の　　　　100万円
　　ふるさと応援基金

森林の里親事業寄付金　110万円
池田町の負担額　　　　  　1万円

　「花とハーブ」によるまちづくりの推進のた
め、町のハーブ生産振興と観光の拠点である
「池田町ハーブセンター」の指定管理者による
管理により、潤いと活力ある産業振興及び観光
の振興を図ります。

　荒廃した里山などへ県が仲立ちとなり、企業等
の社会貢献活動を誘導し、森林整備と交流を通じ
た新しい森林づくりにより地域の活性化を図る事
業です。
　町では、住友理工(株)(愛知県)及び(株)相互(東
京都)と森林の里親契約を結び、年5回ボランティ
アによる森林整備や農作業体験、郷土食体験など
の交流を行っています。

　平成17年度に池田町では初めて松くい虫被
害が確認され、その後大北地区で急激に被害が
拡大しました。
　池田町が大北地区の被害先端地域の平成23
年度まで、被害木のくん蒸処理や伐倒による全
量駆除に取り組みましたが、被害先端が松川
村、大町市社地区に北上したため、森林整備に
よる間伐と樹種転換（更新伐）に方針を変更し
ました。
　被害拡大防止のためには、森林所有者と町が
協力して「予防」へのより一層の取り組みが重
要です。

ハーブセンター指定管理料　  1,474万円
トイレ電気料等　　　　　　　　144万円
水田使用料　　　　　　　　　　124万円

　「花とハーブ」によるまちづくりの推進のた
め、自治会ごとに設けられた「花の里づくり推進
委員会」に活動費を交付し、まちを美しく、明る
く、住みよくするための取り組みを行っていま
す。
　あわせて、花の里づくりを推進するため「各戸
一坪花づくり運動」に取組み、花やハーブの苗を
購入した個人には上限1万円、団体・企業は上限
3万円を補助する制度です。

  　　花の里づくり推進委員会活動交付金
　　　　　　                　　 及び苗代  95万円
  　　花の里づくり推進補助金　　　 　 68万円

里
親
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業
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農地耕作条件改善事業 1億4,490万円 県営経営体育成基盤整備事業 会染西部地区　6,825万円

担当：産業振興課　耕地林務係 担当：産業振興課　耕地林務係

　鵜山地区のワイン用ぶどうほ場の造成工事に
引き続き、有害鳥獣から作物を守るための侵入
防止柵1,000mの設置及び、周辺の住宅に配慮
した薬剤の飛散を防止するためのネット
1,000mの設置を計画しています。
　また、十日市場・滝沢地区の農業用排水路
830ｍの改良工事を予定しています。

　平成25年から検討を重ねてきた内鎌・十日
市場・林中地区のほ場整備は、平成30年度か
ら事業が始まり、昨年に引き続き換地計画原案
作成などを行い、工事に着手できるよう事業を
進めます。
　担い手へ農地を集約し、受益者負担の軽減を
図っています。なお、事業は平成35年度まで
継続予定です。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

実施・換地計画作成委託料　　2,506万円
工事請負費　　　　 　　   　1億972万円

農業農村整備事業地元負担金 　6,750万円

　財源 　財源
農地耕作条件改善事業補助金(県)  8,687万円
町債　　　　　　　　　　　　　 5,210万円
池田町の負担額　　　　　　　       592万円

町債　　  　　　 6,070万円
池田町の負担額　　755万円

多面的機能支払交付金事業　6,569万円 農業委員会運営事業　　760万円
担当：産業振興課　耕地林務係 担当：農業委員会事務局

　農地の持つ多面的機能を増進する活動を
支援する事業です。
　農地法面の草刈、水路泥上げ等の農地を
維持するための活動を支援する農地維持支
払と、農地、水路、農道等の質的向上を図
る共同活動（施設の機能診断、生き物調査
による啓発等）及び補修・更新等による施
設の長寿命化のための活動を支援する資源
向上支払に、現在町内16地区で取り組ん
でいます。

　わが国の食料自給率を高め、農地を最大限に
有効活用することを目指し、農業者の代表12
人の農業委員と4人の農地利用最適化推進委員
が日々活動しています（任期3年間）。
　担い手への農地集積・集約化の推進、農地の
有効利用の継続や農業経営の効率化を進めるた
め、農用地利用配分計画の作成や耕作放棄地利
用意向調査等、『農地中間管理機構業務』に積
極的に協力していきます。
  また、農地の有効利用や遊休農地解消を進め
るため、農地パトロールを実施します。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　　多面的機能支払交付金　   　 6,569万円
農業委員報酬                          　　460万円
 農地台帳整備委託料   　　　　　      24万円
北ｱﾙﾌﾟｽ地区農業委員会協議会負担金  52万円

　財源 　財　源

多面的機能支払交付金(国・県)　4,838万円
事務受託料　　　　　　　　　　  130万円
池田町の負担額　　　　　　　  1,601万円

　農業委員会設置補助金(県)        329万円
　機構集積支援事業補助金(県)     115万円
　国有農地管理事務委託金(県)          2万円
　農業者年金事務委託金                16万円
　池田町の負担額　　　　　　     298万円
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まちなかの賑わい拠点運営事業　　502万円 労働費一般経費　     1,080万円

担当：産業振興課　商工係 担当：産業振興課　商工係

　ビジネスの創出・維持・発展や、まちなかの
賑わいの創出を目的として、「シェアベースに
ぎわい（まちなかの賑わい拠点施設）」でレン
タルオフィス運営等の事業や、コミュニティカ
フェなどの賑わい創出のための公益的事業を実
施します。
　施設管理、事業実施は指定管理により行われ
ます。

　労働者の福利厚生の増進と生活安定のため互
助会事業の実施に要する経費や、町内の事業所
に就職された方々を対象に「新入社員歓迎会」
を開催し、事業所間の交流を図っています。
　大町労働金庫へ生活資金の貸付原資として
1,000万円の預託を行っています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

指定管理委託料　　　　　　　　　230万円
まちなかの賑わい推進事業委託料　250万円
備品購入費　　　　　　　　　　　  22万円

新入社員歓迎会経費　　　　　23万円
大北地区勤労者互助会負担金　34万円
勤労者生活資金等預託金　 1,000万円

　財源 　財源
池田町の負担額　　　　　　　    502万円

商工振興事業　3,460万円 地域おこし協力隊活動事業　738万円

担当：産業振興課　商工係 担当：産業振興課　商工係

　地域外から人材を受け入れ、新たな視点・発
想により地域活性化を図るため「地域おこし協
力隊」を平成27年度から受け入れています。
　池田町ならではの素材を生かした特産品開発
に向けた調査・企画・支援と、まちなかの賑わ
いを創出のための企画・立案を主に活動してい
きます。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

経営改善普及事業補助金(商工会へ)900万円
商工業振興対策事業補助金(　〃　)155万円
地域総合振興事業補助金(　〃　)　240万円
工場誘致助成金                     　112万円
小企業振興資金預託金　　　　  2,000万円
県制度資金保証料補給金　　　  　  80万円

地域おこし協力隊賃金　　　　404万円
公用車リース、燃料費代　　     58万円
住居借上料　　　　　　　　　144万円

　財源 　財源
小企業振興資金預託金償還金　　2,000万円
町営駐車場使用料　　　　　　　　  14万円
池田町の負担額　　　　　　　　1,926万円

池田町の負担額　　　　　　　738万円

広域連携推進事業交付金　　　　７万円
新入社員歓迎会負担金         　　５万円
勤労者資金預託金償還金　　1,000万円
池田町の負担額　　　　　　  　68万円

　池田町商工会へ商工会館の維持管理費、街路
灯維持管理費、地域商業力再興強化事業、農商
工連携での特産品開発費などの補助金支出や、
工場誘致助成金を助成して、産業の推進を図っ
ています。また、県制度等資金保証料の２分の
１を補給しています。
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ものづくり産業クラスター形成事業  299万円 創業支援事業　     　330万円

担当：産業振興課　商工係 担当：産業振興課　商工係

　平成20年度から町内企業と商業、農業、池
田工業高校、国、県、町、商工会等の産学官が
一丸となって、新事業を生み出しながら、新た
な付加価値を創出することを理念に活動してい
ます。
　また、池田工業高校が行っている池工版デュ
アルシステム事業の支援をしています。
　■具体的な工業振興策
　　○事業広報・連携
　　○経営・技術向上
　　○人材確保・技術育成
　　○企業誘致・販路拡大

　町内産業の振興と地域経済の活性化を図るた
め、町内で新たに起業を目指す方に対し、起業
に必要な経費や、空き店舗など利用する起業の
場合には家賃の一部を補助します。
　また、既存商店の機能向上の為、店舗改修の
経費の一部を補助します。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　財源 　財源

池田町の負担額　　　　　　  　330万円

まちなか活性化支援事業 700万円 大峰高原白樺の森管理事業　513万円

担当：産業振興課　商工係 担当：産業振興課　観光係

　まちなかの回遊の向上と集客を目指して、ま
ちなかの文化や資源の再発見、再評価を行う事
業への補助を行います。（実施主体は池田町商
工会）

　町民や観光客の憩いの場として、マレットゴ
ルフ場、キャンプ場、森林浴などを整備し活用
しています。
　秋の池田町の名所のひとつである大カエデ周
辺一帯を観光協会とともに管理して観光誘客・
町のＰRを積極的に行い、大カエデ商品の開発
も進めていきます。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　財源 　財源

池田町の負担額　　　　　　　   513万円

まちなか活性化支援事業補助金　700万円

社会資本整備総合交付金　　  　　350万円
公共事業等債　　　　　　　　　  310万円
池田町の負担額　　　　　　　　　 40万円

施設管理委託料　　　　　　　　123万円
大峰生活環境保全林用地借上料　390万円

池田町てるてる坊主のふるさと応援基金100万円
池田町の負担額　　　　　       　　    199万円

創業支援事業補助金　　　　　　330万円振興円卓会議開催経費　　　　　    37万円
産業力再興事業補助金(商工会へ)   180万円
池工デュアルシステム事業補助金　 65万円

工業の振興

年間を通じたくさんの観光客が訪れる
「七色大カエデ」
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観光費　　5,810万円

担当：産業振興課　観光係

※観光費には、観光一般経費、
   外国人旅行者誘致事業などがあります

　観光分野において地域一体となり自立する町
の持続的発展を目指すため、観光推進本部を中
心に観光協会等と連携し観光推進を図っていま
す。
　近隣市町村と連携し、北アルプス山麓地域な
ど広域的に事業展開をしています。各種イベン
ト事業もこの観光一般経費より支出していま
す。花見ほたる祭りや堀之内かかし村、内鎌も
ろこし村など地域主導の事業に積極的に連携し
つつ、おなじみのる池田ふるさと祭り「あっぱ
れ」を始め、「酒蔵めぐり」や「ワイン祭
り」、「展望ウオーク」や「てるてる坊主アー
ト展」など池田町ならではのイベントを本年度
も開催して、誘客に努めます。また、新たに池
田町への誘客数の増加を目指して、外国人旅行
者の誘客にも取り組みます。

　主な経費（当初予算額）

　財源

池田町の負担額　　　　　　　　4,037万円

外国人旅行者誘客事業費　　　　2,350万円
ワイン祭り実行委員会補助金　　　290万円
池田ふるさと祭り補助金　　　　　200万円
観光協会補助金　　　　　　　　1,143万円
観光推進本部負担金　　　　　　1,030万円
ウォーキング等事業補助金　　　　　70万円
てるてる坊主アート展事業補助金　119万円
まちなかサイン製作設置　　　　　400万円

池田あっぱれ 信州池田町ワイン祭り
10月開催

あづみ野池田クラフトパークから望む
北アルプス
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建設水道課 
 

建設管理係           役場庁舎１階 ８番窓口 電話 0261-62-3130 

[主な業務] 

 町道、公共物の維持管理及び町道除雪 

 町道、公共物の境界確認及び道路占用、通行制限 

 町道の認定変更及び廃止 

 公園等の維持管理 

 町営住宅 

 建築確認申請 

 土地開発公社 

 

土木係              役場庁舎１階 ８番窓口 電話 0261-62-3130 

[主な業務] 

 町道、河川の整備 

 砂防 

 公共土木施設の災害復旧 

 

水道係              役場庁舎１階 ８番窓口 電話 0261-62-3130 

[主な業務] 

 水道事業 

 上下水道料金等の調定及び収納 

 水道事業会計及び特別会計の予算、決算 

 上下水道施設の維持管理 

 合併浄化槽 

 給排水工事の受付及び完了検査 
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道路維持経費　　1,099万円 道路橋定期点検修繕事業　844万円

担当：建設水道課 土木係 担当：建設水道課 建設管理係

　道路を安全に通行できるように、路面に空い
た穴の補修、崩れた土砂の撤去、比較的小規模
な道路施設の修繕や側溝等の施設整備のための
工事、冬期の道路除雪を行います。

　道路橋の定期点検が義務付けられたため、町
内に112橋ある道路橋の点検業務を、5年周期
で実施します。
　今年度は22橋の点検と3橋の修繕工事を予
定しています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

維持工事費　　　 　　300万円
施設修繕料　　　　 　250万円
重機借上料　　　　　　82万円
補修原材料　　　　 　200万円
除雪委託料　　　　  　 50万円

点検業務委託料　  　　　320万円
修繕工事費　　　　　  　510万円

　財源 　財源
道路使用料　　　　  310万円
池田町の負担額　 　 789万円

社会資本整備総合交付金(国)　 481万円
町債　　　　　　　　　　　　180万円
池田町の負担額　　　　　　　183万円

道路改良事業　　1億1,210万円 まちなか道路整備事業 １億920万円

担当：建設水道課 　　土木係（工事）
　　　　　　　　　　　建設管理係（用地）

担当：建設水道課　　 土木係（工事）
　　　　　　　　　　　建設管理係（用地）

　幅員が狭くすれちがい困難な道路や、急勾配
急カーブで危険な道路の道路幅を拡げる工事を
行い、利便性の向上と安全確保を図ります。

　■主な計画路線  ３路線
　・町道登波離橋線・町道八代線・町道旧県道線

　国の社会資本整備総合交付金を使って地域交
流センター等を整備するのに伴い、これら施設
へのアクセスを容易にするため、新設を含め道
路改良を行います。

　■事業期間　　平成27～31年度(5年間)
　■主な事業路線
　・町道 251号線（二丁目～三丁目）
　・町道 739号線（一丁目）
　・町道 740号線（一丁目～二丁目）
　■平成3１年度計画路線
　・町道 251号線（三丁目）
　　L=3０0m　W=7.0m(一部9.25ｍ)

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

改良工事費　　　 　1億230万円
用地・補償費　　　　　 680万円
分筆・測量調査費　　    300万円

改良工事費　　　　　　　 1億円
用地・補償費　　　　　420万円
設計費等(負担金)　　　500万円

　財源 　財源
町債　　　　　　　1億960万円
池田町の負担額  　 　   250万円

社会資本整備総合交付金(国)　1,100万円
町債　　　  　　　　　　　　8,830万円
池田町の負担額　　　　　　  　990万円

町道登波離橋線 改良工事

道
路
橋
点
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道路舗装事業　　300万円 交通安全対策事業　　243万円

担当：建設水道課 土木係 担当：建設水道課 建設管理係

　道路を安全に通行できるように、長年の使用
で傷んだ道路の再舗装を主体に行います。

　道路を安全に利用できるように、ガードレー
ル、カーブミラー等の安全施設の新設工事や修
繕、薄くなり見えにくくなったラインの引き直
しなどを行います。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

舗装工事費　　　　　300万円 施設工事費　　　　 100万円
施設修繕費　　　　　60万円
道路照明灯電気料　 　81万円

町営住宅の維持管理　　273万円 住宅建築物安全促進事業　532万円

担当：建設水道課 建設管理係 担当：建設水道課 建設管理係

　町営住宅の修繕や施設管理、入退去の事務を
行います。現在の町営住宅の管理戸数は６2戸
です。

　地震による住宅倒壊の被害を最小限にくい止
めるため、木造個人住宅(S56年5月以前)の精
密耐震診断及び耐震補強工事に対する補助を行
います。
　■精密耐震診断の費用は無料です。
　■工事費用に対して100万円を上限に
　　補助します。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

施設修繕費　　　　　　　　273万円 精密診断委託料　　　　  　32万円
補強工事補助金　　　　　500万円

　財源 　財源
住宅使用料　　　　　　 　　235万円
駐車場使用料　　　　　　　　38万円

住宅・建築物安全ストック形成事業補助金
　　　　　　　　　　　　　(国)131万円
　　　　　　　　　　　　　(県) 201万円
池田町の負担額　　　　　　　　200万円
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簡易水道事業　847万円 浄化槽対策経費　43万円

担当：建設水道課　水道係 担当：建設水道課　水道係

　広津地区へ飲料水を供給する簡易水道事業を
運営するために必要な経費です。施設の維持管
理経費などの費用が含まれます。[簡易水道事
業特別会計]

　下水道が整備されていない区域で、トイレや
台所、風呂などの生活排水を敷地内で処理する
ための合併浄化槽を設置する費用の一部を補助
します。

　　■補助金限度額（主なもの）
　　　5人槽　　　  　 33万円
　　　6～7人槽　　    41万円
　　　8～10人槽　 　54万円

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

　　施設維持管理経費　　　　311万円
　　借金の返済金　　　　　　536万円

合併浄化槽設置補助金       　41万円
合併浄化槽協議会負担金　　　2万円

　財　源 　財　源
　　水道料　　　　　　　　　236万円
　　池田町の負担額　　　　　611万円

合併浄化槽設置整備事業補助金(国と県)
　　　　　　　　　　　　　　28万円
池田町の負担額　　　　　　　15万円

飲料水供給事業　223万円 高瀬広域水道企業団経費　87万円

担当：建設水道課　水道係 担当：建設水道課　水道係

　三郷地区、坂森地区、法道地区へ飲料水を供
給するために必要な経費です。施設の維持管理
経費などの費用が含まれます。

　渇水時でも、下流の大町市、池田町、松川村
の安定した暮らしを支えるため、ダムに貯めら

れた水のうち、最大180万m3の水を水道用水
として確保している大町ダムの維持管理費を負
担します。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

施設維持管理経費　　　　98万円
水質検査手数料　　　　125万円

　財　源
水道料　　　　　　　　　32万円
池田町の負担額　　　　191万円

　　高瀬広域水道企業団負担金　　87万円

大
町
ダ
ム

飲料水供給施設は、給水人口が

100人以下のものをいいます。
現在の給水人口は、6人です。

簡易水道事業は、水道法上で計画
給水人口が100人を超え、5,000人以
下のものをいいます。
広津地区の現在の給水人口は、
74人です。

大町ダムは下流に住む人々が常に安全・安
心で豊かな生活を営むために、洪水の調節、
農業用水等の安定供給、水道水の確保、発
電の４つの目的を果たしています。
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担当：建設水道課　水道係

　主な経費（当初予算額） 　財源

　　企業会計移行委託料　　　　1,233万円
　　ストックマネジメント計画　1,860万円
　　汚水の処理経費　　　　　　6,397万円
　　元利償還金　　　　　　 5億6,772万円

　　国庫補助金　　　　　　　　　930万円
　　下水道使用料　　　　　 1億8,278万円
　　企業債　　　　　　　　 2億4,180万円
　　受益者負担金　 　　　　  　　504万円
　　池田町の負担額　　　　 2億4,237万円

担当：建設水道課　水道係

　主な経費（当初予算額） 　財源

下水道事業　6億8,129万円

　下水道事業を運営していくために必要な経費です。
職員の人件費や施設の維持管理経費などの費用が含まれます。
[下水道事業特別会計]

水道事業　　　　3億6,043万円

　水道事業を運営していくために必要な経費です。
職員の人件費や施設の維持管理経費などの費用が含まれます。
[水道事業会計]

　利用者が、常に安心して安全な水道水を利用できるよう、
各施設の維持管理、計画的な設備更新に努めます。

※水道事業は民間企業に準じた企業会計制度をとっているため、
事業費と財源は必ずしも同額とはなりません。
その差額（利益）は積立し、将来の施設建設や更新のために使われます。

　　人件費等事務的費用　　　3,481万円
　　施設維持管理経費　　　　3,960万円
　　施設整備費用　　 　　1億7,777万円
　　元利償還金　　　　　　　9,425万円

　　水道料　　　　　　　 2億　870万円
　　新規加入金　　　　　　　　262万円
　　その他　　　　　　　　　　478万円
　　積立金　　　　　　　 1億4,433万円

低区配水池（五丁目）

微生物の働きによりきれいになった処理水
は、大腸菌などの雑菌を消毒し、農業排水
路を経由して高瀬川に放流されています。
通常この消毒には塩素などの薬品を使用
しますが、高瀬浄水園では、貴重な水生生
物に影響を与えず、環境にやさしい紫外線
による消毒を行っています。
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会計課 
 

会計係              役場庁舎１階 ９番窓口 電話 0261-62-3128 

[主な業務] 

 公金の出納及び保管 

 現金・有価証券の運用 

 収入支出証書の審査及び支出負担の確認 

 

 

議会 
 

議会事務局                 役場庁舎３階 電話0261-62-９５２９ 

[主な業務] 

 議会に関する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査委員                   役場庁舎３階 電話 0261-62-９５２９ 

[主な業務] 

 監査委員事務 
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議会運営経費　    5,070万円 議会報発行経費　　　101万円

担当：議会事務局 担当：議会事務局

  通年の議会運営として年４回の定例会
（3月・6月・9月・12月）と臨時議会を
開会します。議会では町から提案された議
案審議や一般質問など、主に議案を委員会
付託して慎重に審議し、本会議で議決しま
す。
　議員は議会出席のほか、行政運営に対し
ての閉会中の継続調査を行い、政策提案へ
と繋げています。また、各種の会議や式典
や行事への参加など諸活動をしています。
町の皆さんとの意見交換会を開催して、生
きた声を町政へ届けます。研修や先進地視
察などにより、議員資質向上に努め、積極
的な議会改革に取り組みます。

　議会だより「 いけだ」を年４回（４
月、７月、10月、１月）発行し、町内全
戸に配布します。
　主な内容は、定例・臨時会での一般質問
や審議内容や諸議会活動についてお知らせ
します。常に、読みやすく読んでいただけ
る議会報作成に努めます。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

議員報酬   　　　　　2,889万円
議員期末手当　　　　　950万円
議員共済会負担金　　1,010万円

印刷費　　        　90万円

会計管理経費　　232万円

担当：会計課　会計係

　支払いや入金の事務処理を行っていま
す。

　各課で使用する筆記用具・プリンタト
ナー等の事務用品を一括購入し、管理する
ことで、経費の節減を図ります。

　主な経費（当初予算額）

消耗品購入費用　　　　　　　111万円
窓口収納手数料　　　　　  　　86万円

年4回発行の
「議会だより」
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教育委員会 

学校保育課 
学校保育係                池田町教育会館 電話 0261-61-1430 

                         池田小学校 電話 0261-62-2006 

                         会染小学校 電話 0261-62-2023 

                         高瀬中学校 電話 0261-62-2171 

 [主な業務] 

 学校の設置廃止及び管理運営 

 学校職員並びに児童生徒の保健、衛生、福利及び厚生 

 児童生徒の就学援助（要保護、準要保護、遠距離通学） 

 学校施設の整備及び維持管理    ■ 教職員住宅維持管理 
 学校給食             ■ 教育会館の施設整備及び維持管理 
 保育給付支給認定と保育の利用調整 ■ 保育利用料の決定及び徴収 
 認可外保育施設          ■ 信州池田町学びの郷保小中 15 年プランの実施 

 

認定こども園 

                           池田保育園 電話 0261-62-2043 

                           会染保育園 電話 0261-85-5508 

[主な業務] 

 認定こども園(２園)の運営      ■ 認定こども園の施設管理等 

 

児童クラブ・センター 

                        池田児童クラブ 電話 0261-62-8969 

                  会染児童センター（クラブ） 電話 0261-62-1222 

[主な業務] 

 児童クラブ・センターの管理運営   ■ 放課後子ども教室の実施 

 

子ども子育て推進室 池田町総合福祉センター(やすらぎの郷) 電話 0261-61-5000 

  [主な業務] 

 子育て情報・相談・支援      ■ 児童虐待・予防、DV 

 次世代育成支援          ■ 子育てサークルの育成・支援 

    

文化財保護活用推進室         池田町教育会館 電話 0261-61-1430 

[主な業務]  

 町の文化財の保護活用         ■ 浅原六朗文学記念館 
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教育委員会事務局一般経費　4,627万円
信州池田町学びの郷保小中15年プラン

70万円
担当：学校保育課　学校保育係 担当：学校保育課　学校保育係

　町教育行政の実務経費です。

　学校に関すること
１　ＣＡＰによる人権学習　小５・中１対象
 　（子どもへの暴力防止プログラム）
２　 柳沢運動プログラム実施　小１対象
３　教職員研修会
４　スクールカウンセラー

　その他成人式開催、松川村自転車駐車場管理など

　保小中の連続した学びと子どもの姿を振り返り、全
教職員でより良い保小中のあり方を研究し、教職員が
一体となって保育・授業の充実を目指していきます。

平成31年度取り組みポイント
１　保小中の教職員同士が知り合う・つながる
２　「思考力、判断力、表現力(の基礎)」を伸ばす実
践
３　「15歳の全ての生徒に求める姿」を共有する

　主な経費（当初予算額） 主な経費
ＣＡＰ講師謝礼　　　　 　　　　　47万円
柳沢運動プログラム             　 　28万円
就学援助費　　　　     　          717万円

　財源

         元気づくり支援金(県)　 　　　　167万円
         放課後子ども教室(県)　　　　　　　4万円
         熊対策用鈴保護者負担金 　        　 2万円
         池田町の負担額　　　　  　　 4,454万円

小学１年生の柳沢運動プログラム
池田学問所

杉山巣雲先生の　精神を受け継ぐ

小中学生血液検査委託料　79万円 文化財保護経費　645万円

担当：学校保育課　学校保育係 担当：学校保育課　文化財保護活用推進室

　小児生活習慣病予防のため、小学5年生、中学1～
2年生の希望する児童生徒を対象に血液検査を実施
します。
　『大北地域小児生活習慣病予防対策ガイドライ
ン』に沿い、より正確に体の状態を知るために身
長、体重、腹囲、血圧を同時に計測します。
　結果は、学校の懇談会時に、保健師などが対象の
児童生徒とその保護者に説明し、自ら健康に注意
し、生活習慣を見直す機会としていきます。

　文化財は、歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日ま
で守り伝えられてきた貴重な財産です。
　文化財の指定や保護、活用に取り組みます。

--- 地域の宝を守る ---
町内の文化財の一部は、高齢化や人口減少により、管
理が難しくなっています。地区から文化財をお預かり
しています。

　主な経費（当初予算額）
血液検査委託料等　　　　　　　79万円

　委員会報酬　　　　　　　　　　　41万円
　講師謝礼　　　　　　　　　　　　15万円
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保育園運営事業 　１億1,852万円 特別保育事業　　　 2,075万円

担当:学校保育課　学校保育係・認定こども園 担当：学校保育課　学校保育係・認定こども園

　池田保育園と会染保育園の運営経費で
す。

【平成31年度の園児数（3月1日現在）】
　  ■池田保育園　  124人（  8クラス）
　  ■会染保育園　  103人（  6クラス）
　　　  合計　　　  227人（14クラス）

　通常保育、土曜保育の他に、特別保育と
して障害児保育、病後児保育、一時保育事
業を行っています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

臨時職員賃金　 　　　　　 　　   9,671万円
給食材料費　　　　 　　　 　  　 1,674万円
光熱水費(電気料・上下水道料等)   1,037万円

臨時職員賃金　     　  　      　2,075万円

　財源 　財源
保育料　　　 　　　　　　　　　2,523万円
保育園職員給食費　　　　　　　　 270万円
負担金・補助金(国・県) 　　 　　　392万円
池田町の負担額　　　 　　　　　9,197万円

子ども子育て支援補助金(国・県)　33万円
一時保育料　　　　　　　  　      97万円
池田町の負担額　　       　     1,945万円

自然保育 水遊び

【知っ得！コラム①】

園庭・園開放を行います

★いっぱいあそんでね(園庭開放)

保育園の園庭を開放します。未就園
児の皆さん、保育園のお友達といっぱ
い遊んでね。
◆場所：池田保育園・会染保育園
◆日時：毎週火曜日 10時～11時

(雨天中止)

★ほいくえんで遊ぼう(園開放)

未就園児のお子さんを対象に園開放
を行います。保育園の生活を体験して
みませんか。
◆場所：池田保育園 会染保育園

※年2回を予定しています

【知っ得！コラム②】

幼児教育の無償化が

はじまります。

【対象者】
☆3歳から5歳までの幼稚園、保育園、

認定こども園及び地域型保育を利用
するすべての子どもたちが対象です。

☆０歳から2歳までは住民税非課税
世帯が対象です。

☆池田町の認定こども園を利用する1
号認定のお子さんの預かり保育は対
象になりません。

【開始時期】
☆2019年10月1日
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池田小学校 管理経費  1,547万円 池田小学校 教育振興経費  1,963万円

担当：学校保育課　池田小学校 担当：学校保育課　池田小学校

　安全に生活し、健やかな身体を作る環境を整
えるための学校管理経費です。
　以前から力を入れて取り組んでいる花壇作り
を始め、今後とも、子どもが健やかに育つため
の整備に努めていきます。

　「自ら学び、共に考える池田の子ども」を学
校教育目標をとし、「なぜ？」「なるほど」
「わかったぞ」といえる子どもを育てる経費で
す。
　きめ細かな支援を行い、子どもが自信や意欲
をもって学んでいかれるように、４名の町費教
育支援員を配置します。（２小学校共通）

主な経費（当初予算額）

 

教育支援員４人分賃金　　　　　 　627万円
教育パソコンリース料等 　  　 　　527万円

ＦＢＣ花壇コンクールで、H30年度「優秀賞・
長野信用金庫協会賞」受賞

どの子も自信がもてる授業づくりの推進

会染小学校  管理経費  1,599万円 会染小学校 教育振興経費  1,921万円

担当：学校保育課　会染小学校 担当：学校保育課　会染小学校

　安全な環境の中で学べるよう、学校管理運営
をしていく経費です。
　安心安全な環境づくりに取り組んでいきま
す。

　「自らうごく会染の子ども」を学校教育目標
をとし、「よく学び、よく遊び、よく手伝う」
子どもを育てるための経費です。
　情報社会の中、次世代の社会を担える人材育
成のため、パソコンを使った情報教育を充実さ
せます。（３小中学校共通）

主な経費（当初予算額）

教育支援員4人分賃金　　　  　　627万円
教育パソコンリース料等 　　　　527万円

学びの場をよりよいものに 伝統の肥後守　高学年から低学年へ受け継ぐ
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中学校 管理経費　1,551万円 中学校 教育振興経費  1,925万円

担当：学校保育課　高瀬中学校 担当：学校保育課　高瀬中学校

　高瀬中学校を管理運営するための経費です。
　学習環境に適した施設整備に引き続き取り組
みます。

　「共に生き　自ら拓く　生徒」を学校教育目
標とし、思いやり、協働、夢やあこがれ、自己
肯定感が高い生徒を育てる経費です。
　３名の教科指導講師を配置し、学習支援、登
校支援を丁寧に行います。

　

　主な経費（当初予算額）

講師3人分賃金　　　　　     　927万円

安全で元気に過ごせる学校づくりを 皆の力を結集し、実りある活動を

池田松川施設組合負担金
　(給食センター分)　7,962万円 児童センター管理経費　1,607万円

担当：学校保育課　学校保育係
　　担当：学校保育課　　池田児童クラブ
　　　　　　　　　　　　会染児童センター

　松川中学校敷地内にある給食センターで池田
町と松川村にある５つの小中学校に安心安全な
給食を提供しています。
　両町村の負担金割合は前年度10月1日現在の
児童・生徒及び職員数により算出します。

　町では、子育て支援の一環として給食費を助
成しています。本年度から児童生徒一人当たり
年額１万円を増額し、2万円を助成します。

　平成30年度から児童の放課後の生活の充実
を目的に「放課後子ども総合プラン」を実施し
ています。
　留守家庭になる児童にとっての安心・安全な
居場所としての「放課後児童クラブ」、そして
友だちや地域の方と触れ合いながら多様な体験
や活動を行う「放課後子ども教室」を運営して
います。
　また、会染児童センターでは、就学前の親子
のよき交流の場として、施設を解放していま
す。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）
給食センター分負担金　　　7,962万円 　　臨時職員賃金　　　　      1,370万円

　財源 　財源
町の負担　　　　　　　　 　7,962万円 　　放課後児童クラブ補助金　 　400万円

　　放課後子ども教室補助金　      39万円
　　池田町の負担額　　　　　 　984万円
　　利用料　　　　　　　　 　　184万円

おいしくて楽しい時間
健康な体と豊かな心を作ります

池田児童クラブ 会染児童センター
未就園児の様子
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担当：学校保育課　子ども子育て推進室

　主な経費（当初予算額）

臨時職員賃金　　　　 　　      　690万円
育児支援事業委託料　　　　    　141万円
養育支援家庭訪問委託料　　　　 128万円
母子発達支援事業委託料　　  　  187万円
入学祝金                                  539万円

　財源 記念館一般経費　   　29万円
子ども・子育て支援補助金(国県)等　400万円
池田町の負担額　　　　　　　　  1,304万円 担当：学校保育課　文化財保護活用推進室

　浅原六朗文学記念館（てるてる坊主の館）の
維持管理や、「てるてる坊主童謡まつり」「子
どもがつくる短歌・俳句・詩の作品募集」等の
文化活動を行う経費です。

　主な経費（当初予算額）
講師謝礼          　　　　  　　10万円
各種記念品代　　　          　 　9万円

次世代育成支援事業　　　　　　　1,913万円

　妊娠期からの切れ目ない子育てを支援します。

　１　子ども・子育て会議開催と第2期子ども・子育て支援事業計画進策定
　２　脳の発達に影響する母と子の愛着づくり
　３　育てづらいお子さんの関わり方支援
　４　子育てのサポート
　５　「子育て支援ネットワーク連絡協議会」事務局（妊娠期から18歳までの子育て支援）
　　①マタニティ相談
　　②育児支援事業（集団・個別）
　　③養育支援訪問事業
　　④ファミリー・サポート・センター事業
　　⑤フォローアップ教室、個別保育
　　⑥小中学校入学祝金
　　⑦地域子育て拠点事業
　　⑧子育て支援ネットワーク連絡協議会事務局
　　⑨母子発達支援事業（理学療法士、臨床心理士に発達相談と家庭での対応方法について）

育児支援事業
（助産師訪問の様子）
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教育委員会 

生涯学習課 
 

生涯学習係 

                         池田町公民館 電話 0261-62-2058 
                      池田町総合体育館 電話 0261-62-7654 

                        池田町図書館 電話 0261-62-5659 

 [主な業務] 

 生涯学習事業 

 池田町交流センター建設工事・維持管理 

 公民館・分館事業 

 町図書館の運営 

 池田町芸術文化協会事務局 

 社会教育団体の指導育成 

 町民活動サポートセンターの運営 

 青少年健全育成 

 男女共同参画推進 

 人権教育 

 社会体育事業 

 社会体育施設整備及び維持管理 

 スポーツ大会等の計画及び運営 

 

 

クラフトパーク係 

                          池田町創造館 電話 0261-62-6065 

               北アルプス展望美術館（町立美術館） 電話 0261-62-6600 

[主な業務] 

 創造館・あづみ野池田クラフトパークの運営及び維持管理 

 池田町立美術館運営（指定管理者）の監理 
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交流センター管理経費　1,597万円

担当：生涯学習課　生涯学習係

　

　主な経費（当初予算額）

光熱水費　　　　　　　　 　   　891万円
施設管理業務委託料　　　　　　 282万円
開館記念講演会講師謝礼等　 　　143万円

図書館一般経費　2,617万円

担当：生涯学習課　図書館

　図書館施設の維持管理や図書資料購入、講座
開催等の読書啓発活動を行う経費です。
　図書館管理システムは、インターネットによ
る本の予約、自分の借りた本の記録を残すマイ
本棚等の機能を備えています。
　新図書館開館へ向け、７万冊の資料の点検、
整備、データ変更、移動等と資料の充実、環境
整備のために、様々な作業を進めていきます。
　利用者の皆様のニーズに応え、図書館のあり
方やその可能性について考えていきますので、
日々の運営を含めて、町民の皆様からのご意見
をお願いします。

　主な経費（当初予算額）
図書購入費　　　　　　　　 　   400万円
図書管理システム関係経費　　　 431万円
新図書館への移転作業委託料 　　710万円
臨時職員賃金　　　　　　　　　 857万円

　一丁目アップルランド池田店跡地周辺に8月下旬オープン予定の公民館・図書館複合施設「池田町交
流センター　かえで」の運営経費です。（施設内の図書館部分は蔵書の移転や館内整理を経て11月オー
プン予定）
　生涯学習の拠点としての多様な活動と交流の促進を始め、まちなか活性化等を推進します。

北アルプスの山容をモチーフにした交流センター外観イメージ

おはなしでてこ～い！
（高瀬中図書委員）
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分館成人学級補助金　27万円 新池田学問所経費　113万円

担当：生涯学習課　生涯学習係 担当：生涯学習課　生涯学習係

　各分館主催で実施される成人学級（人権
学習、体操、防災講習、伝統文化等）に対
して補助を行います。
　補助金額は１回の学級実施につき1,000
円で回数の上限はありません。（ただし同
一講座の開催は5回上限）

　生涯学習活動の一環として「楽しさ発見、な
かま発見、ふるさと発見」という新池田学問所
の理念に基づいた講座の企画・運営を行い、町
民の皆様の社会活動や学習の一助としていま
す。
《主な公民館講座》
①みのり塾(全年齢対象)…講演、社会探訪等
②初心者スマホ塾(全年齢対象)
③みらい塾…若者同士の学びと出会い
④ポレポレ塾(乳幼児及びその保護者)
　　　　　　　　　　…ふれあい遊び
⑤ふるさとチャレンジ塾(小4～中2対象)
　　　　　　　　…自然や科学の体験学習中心

　

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

補助金　　　　　　　27万円 　　　講師謝礼　　　　　　　  55万円
　　　行事スタッフ賃金　　　  38万円

分館成人学級の様子 講座の様子

町民活動サポートセンター運営事業　96万円 総合体育館管理経費　　638万円

担当：生涯学習課　生涯学習係 担当：生涯学習課　生涯学習係

　「美しいふるさと池田で、楽しくつながる仲
間づくり・町づくり」を理念として、町民の皆
様の知りたい、学びたい、仲間が欲しいといっ
た要望に対して、団体や講師の紹介などを実施
し、交流と会話の場となるよう活動していま
す。

　平成28年度より地域おこし協力隊員を1名
配置し、自主サークルの立ち上げ支援を始め、
今年度オープンする「交流センター」のサポー
ト組織「かえでの会」の運営等を主に行ってい
ます。

　町のスポーツ活動の拠点として利用されてい
る総合体育館の維持管理を行います。
  施設内にはアリーナのほか柔剣道場も設置さ
れています。また、マレットゴルフやニュース
ポーツ用具の貸し出しも行っています。
　平成29年度耐震改修工事が完了し、リ
ニューアルした体育館のご利用をお待ちしてお
ります。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

地域おこし協力隊員賃金　　　　　53万円
公用車リース料　　　　　　　　　10万円

管理・用務委託料　　　　　　　229万円
光熱水費　　　　　　　　　　　107万円

　財源
  使用料     　　        　    　84万円
  池田町の負担額　            554万円

「交流センターかえでの会」
の打合せ会議

総
合
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体育振興経費　　1,100万円
テニスコート・プール等
施設管理経費　266万円

担当：生涯学習課　生涯学習係 担当：生涯学習課　生涯学習係　

　スポーツ推進のための活動経費です。
　各種団体への補助金交付、各種大会運営を委
託しています。また、町民のみなさんが、いつ
でも、どこでも、だれとでもスポーツに親しむ
ことができる生涯スポーツ社会の実現を目指
し、総合型地域スポーツクラブ「大かえで倶楽
部」の充実を図ります。

　町民のみなさんが安全で快適にテニスコート
や町民プールまた新築移転した弓道場を利用で
きるように維持管理を行います。
・人工芝コート 3面
・弓道場 近的射場１面  ６人立ち
・町民プール 25m×15ｍ

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

各種大会委託料　　　　　 　　 　　28万円
総合型地域スポーツクラブ補助金　330万円

池田町体協補助金                            70万円

光熱水費　　　　　 　   137万円
町民プール監視員賃金　　38万円

　財源 　財源
    スポーツ振興基金繰入金等       　151万円
    町の負担額　　　  　　        　   949万円

使用料(テニスコート)  　　   10万円
町の負担額　　　　　 　　 256万円

松本山雅ホームタウン事業　5４万円 河川敷運動広場管理経費　110万円

担当：生涯学習課　生涯学習係 担当：生涯学習課　生涯学習係

　松本山雅ＦＣと連携しスポーツ振興と池田町
のＰＲを行います。保育園、小学校でのキャリ
ア教育の実施によりスポーツに興味を持っても
らいます。また、ホームタウンデーに池田・会
染両小学校６年生を松本アルウィンに招待し、
試合観戦してもらうことによりスポーツに興味
を持ってもらうきっかけづくりに取り組みま
す。

　アルプス広場(高瀬川大橋付近)及びあづみ野
広場(内鎌)を町民のみなさんが利用しやすいよ
うに維持管理します。主な施設はマレットゴル
フ場、多目的グラウンドです。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

ホームタウンデー景品等　　　37万円
入場券購入費　　　　　　　　16万円

施設整備委託料　   　　　38万円
重機借上料　            　　20万円

　財源 　財源
池田町の負担額　　　　　　　54万円 協力金      　　　　　   10万円

池田町の負担額　       100万円
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クラフトパーク管理経費　1,933万円 創造館一般経費　　503万円

担当：生涯学習課　クラフトパーク係 担当：生涯学習課　クラフトパーク係

　北アルプスと田園風景が一望できる「あづみ
野池田クラフトパーク」の施設を維持管理して
います。
　パターゴルフ場は1ラウンド500円で利用で
きます（町民は250円。用具代は別途100
円）

　創造館は、上階にスタインウェイのピアノが
ある多目的ホール・ロビー・会議室・和室があ
り、下階には蕎麦打ちができる調理室や創作活
動に適した２教室を備えており、個人やグルー
プ活動へ施設の貸出を行っています。施設管理
とともに各種イベントやコンサートを企画実施
し、一般の方々にご利用いただいています。

　主な経費（当初予算額） 　主な経費（当初予算額）

電気料(美術館など含む)　　　  　912万円
公園管理委託料　　　　　　　    668万円
上下水道料　　　　　　　　 　     76万円

臨時職員賃金、施設管理委託料 　261万円
施設保守･点検管理委託料        　　91万円
講師謝礼　　　　　　　   　　　　10万円

　財源 　財源
休憩施設(レストラン)使用料      　80万円
休憩施設(レストラン)電気料         36万円
パターゴルフ使用料　　　           18万円
池田町の負担額　　　　         1,799万円

使用料　　　　　　　　　　      80万円
ピアノコンサート入場料 　　     10万円
池田町の負担額 　 　　　　     413万円

美術館一般経費　   2,287万円

担当：生涯学習課 クラフトパーク係

　平成27年度から、北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）は指定管理者のシダックス
大新東ヒューマンサービス（株）が施設管理と
事業運営を行っており、平成30年度からの5年
間となる2期目も引き続き同社を指定しまし
た。企画展や講座等を実施し、収蔵品（小島孝
子、奥田郁太郎、山下大五郎他）を管理しなが
ら定期的に常設展の展示入替を行っています。

　主な経費
指定管理委託料　　　　2,259万円

「北アルプス展望美術館」
－企画展情報－

 
 
 塩入久（1949－、信州新町生まれ）は会社勤め
の傍ら制作活動をはじめ、1992年から宮浦真
之助に師事、木版画を生涯の趣味として制作を
続けてきました。2017年からは地元紙にて版
画作品と散文詩を連載し、その暖かな眼差しで
切り取った北アルプス山麓の魅力を伝えていま
す。
　本展では彫進め技法を用い、幾重にも色を重
ね生み出された信州の風景を紹介。長年制作の
テーマとしてきた北アルプスや安曇野、松本の
風景を中心に、初期の油彩や切り絵、版木や制
作道具など、100点あまりを一堂に展示しま
す。北アルプスを望む美術館で、塩入久が描く
美しい四季の移ろいをお楽しみください。

【会   期】4月6日(土)から6月23日(日)まで
【休館日】月曜日(祝日の場合は翌火曜日)
　　　　　　※4月30日は開館
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「梅香る頃」 塩入久

塩入久展 ―四季を彩る木版画の世界―
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1 1 新天皇即位に伴う祝日 1 池田小　運動会 1 高瀬中　学習参観日 1 1 池田町交通安全防犯町民大会

月 水 土 いけだまちひろつカミツレ花祭り～２日 月 木 日

2 2 国民の休日 2 粗大ごみ回収日 2 2 2

火 木 日 火 金 月

3 町内保育園　入園式 3 憲法記念日 3 3 3 3

水 金 月 水 土 火

4 池田小　会染小　高瀬中　池工　入学式 4 みどりの日 4 4 4 4

木 土 火 木 日 水

5 安曇養護　入学式　 5 こどもの日 5 5 安曇養護　アルプス校外販売～６日 5 5

金 日 水 金 月 木

6 6 振替休日 6 6 6 6

土 月 図書館休館～11月（予定） 木 土 火 金

7 長野県議会議員一般選挙 7 7 7 7  7

日 火 金 日 水 土

8 8 8 ラベンダー祭り～７月中旬 8 8 8 大北縦断駅伝

月 水 土 月 木 日

9 9 9 町消防ポンプ操法大会 9 町内保育園　園開放（水遊び） 9 9 安曇養護　学校公開週間～13日

火 木 日 火 金 月

10  10 高瀬中 部活動参観・説明会 10 10  10 10

水 金 月 水 土 火

11 11 春の全国交通安全運動～20日 11 11 11 山の日 11 

木 土 火 木 日 水

12 12 ハーブガーデン植栽イベント 12  12 12 振替休日 12

金 日 水 金 月 木

13 陸郷山桜トレッキング 13 13 13 13 高瀬川納涼大花火大会 13

土 月 木 土 火 金

14 消防団入団式・春季訓練 14 14 14 14 14 会染小　運動会

日 火 金 日 水 土 池田小　地域公開土曜参観日

15 15  15 ラベンダー祭りメインイベント 15 海の日 15 池田町成人式 15 全町清掃デー

月 水 土 月 大北地区青少年柔剣弓道大会 木 日

16 16 16 全町清掃デー 16 16 16 敬老の日

火 木 日 火 金 月 スタインウェイピアノ公募コンサート

17 17 安曇養護　こいのぼり運動会 17 17 17 17

水 金 月 水 土 火

18 18 北アルプス展望ウオーク～19日 18 18 18 全町清掃デー 18

木 土 火 木 日 水

19 19 全町清掃デー 19 19 19 19

金 日 水 金 月 木

20 20 20 20 安曇養護　１学期終業式 20 20

土 月 木 土 火 金

21 池田町議会議員一般選挙 21 21 21 夏の交通安全やまびこ運動～31日 21 会染小　池工　２学期始業式 21 秋の全国交通安全運動～30日

日 全町清掃デー 火 金 日 全町清掃デー 水 安曇養護　２学期始業式 土

22 22 22 22 池工　１学期終業式 22 高瀬中　安曇養護　２学期始業式 22 大北スポーツ競技会

月 水 土 月 木 日

23 23 23 23 23 てるてる坊主アート展～25日 23 秋分の日

火 木 日 火 金 月

24  24 24 24  24 高瀬中　PTA親子作業・資源回収 24

水 金 月 水 高瀬中　会染小　１学期終業式 土 火

25 25 酒蔵めぐり～26日 25 25 25 地震総合防災訓練 25 

木 土 火 木 日 水

26 26 26  26 池田小　安曇養護　１学期終業式 26 池田小　２学期始業式 26

金 日 水 金 町内保育園　夏祭り 月 木

27 池工　公開授業 27 27 27 池田あっぱれ 27 27 高瀬中　高瀬祭～28日

土 長野県市町村対抗駅伝・小学生駅伝 月 木 土 池田横浜少年少女交流～29日 火 金

28 28 28 会染小　音楽会 28 28  28

日 火 金 日 水 土

29 昭和の日 29  29 花見ほたる祭り～７月６日 29 29 29

月 水 土 月 木 日

30 国民の休日 30 30 30 30 防災週間～９月５日 30 池工　学校見学会・公開授業

火 木 日 火 金 月

31 31 池工　体験入学 31

金 水 土

2019年度池田町年間行事計画（４～９月)
：自治会文書配布日

※下記予定は２月現在のもので、変更になる場合があります。

4月 5月 6月 7月

北アルプス展望美術館
４/６～６/23 「塩入久木版画展」

バラ祭り （６月上旬）

8月 9月

北アルプス展望美術館
９/21～10/20 「珠玉のキルト」

高瀬中学校クラフトパーク写
生画展～８月18日（創造館）

交流センター竣工式

大北消防ポンプ操法・ラッパ
吹奏大会（白馬村）

北アルプス展望美術館
７/６～９/８ 「モンスターマスク展Ⅲ」

女子美術大学同窓展 （７月上旬～下旬）

参議院議員通常選挙
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1 1 池田小　音楽会 1 粗大ごみ回収日 1 元日 1 1 春の火災予防運動～７日

火 金 信州池田クラフト展～10日（美術館） 日 年末の交通安全運動～31日 水 土 日

2 町民ゴルフ大会 2 創造館秋まつり１～４日 2 2 2 2

水 土 月 木 日 月

3 3 文化の日 3 3 3 3 池工　卒業証書授与式

木 日 交流センター開館記念講演会 火 金 月 火

4 4 振替休日 4 4 4 4

金 月 大峰高原紅葉散策（仮） 水 土 火 水

5 町内保育園　運動会 5 高瀬中　参観日　PTAバザー 5 5 5 5

土 安曇養護　とんぼまつり一般公開 火 木 日 水 木

6 6 6 6 6 池田保育園　一日入園 6

日 水 金 月 木 金

7 7 7 7 池田小　高瀬中　池工　３学期始業式 7 会染保育園　一日入園 7 池田町囲碁将棋麻雀大会

月 木 土 火 金 県立高校　前期選抜 土

8 8 はつらつスポーツ祭 8 8 会染小　安曇養護　３学期始業式 8 8

火 金 日 水 土 日

9  9 秋の火災予防運動～15日 9 9 安曇養護　３学期始業式 9 9

水 土 秋の散策イベント 月 木 日 月

10 10 10 10 10 10 県立高校　後期選抜Ⅰ

木 日 火 金 月 火

11 11 11  11 11 建国記念の日 11 

金 月 水 土 火 水 県立高校　後期選抜Ⅱ

12 池工　池工祭～13日 12 12 12 12  12

土 秋の散策イベント 火 木 日 水 木

13 町民球技大会 13  13 13 成人の日 13 13 安曇養護　３学期終業式

日 水 金 月 木 金

14 体育の日 14 14 14 14 高瀬中　学習参観日 14 安曇養護　卒業証書授与式

月 木 土 火 金 土

15 町内保育園　園開放（戸外遊び） 15 15 全町清掃デー 15  15 15 全町清掃デー

火 金 日 水 土 日 町内一斉川ざらい

16 16 16 16 16 スタインウェイピアノ公募コンサート 16 池田小　会染小　３学期終業式

水 土 月 木 日 全町清掃デー 月

17 17 全町清掃デー 17 17 17 17 池田小　会染小　卒業証書授与式

木 日 火 金 月 火 高瀬中　3学期終業式

18 18 18 18 スキー・スノーボード教室～19日 18 18 高瀬中　卒業証書授与式

金 月 水 土 火 水

19 信州池田町ワイン祭り 19 19 19 池田町出初式 19 19

土 火 木 日 全町清掃デー 水 木

20 全町清掃デー 20 20 20 20 池工版デュアルシステム発表会 20 春分の日

日 水 金 月 木 金

21 21 21 21 21 21

月 木 土 火 金 土

22 即位礼正殿の儀 22 22 22 22 22

火 金 日 水 土 日

23 23 勤労感謝の日 23 23 23 天皇誕生日 23 池工　3学期終業式

水 土 池田町功績者表彰技能功労者褒賞式 月 木 日 月

24 24 24 24 24 振替休日 24 町内保育園　卒園式

木 日 火 金 月 火

25 25 25  25 25 25 

金 月 水 土 火 水

26 会染小　持久走記録会 26 26 池田小　会染小　高瀬中　２学期終業式 26 26  26

土 火 木 日 水 木

27 27  27 池工　安曇養護　２学期終業式 27 27 27

日 水 金 消防団年末特別警戒～30日 月 木 金

28 町民カラオケ大会 28 28 28 28 28

月 木 土 火 金 土

29 29 29 29  29 29

火 金 日 水 土 日

30  30 30 30 30

水 土 月 木 月

31 31 31 31

木 火 金 火

安曇養護　はるかぜ発表会（７日）
アルプス校外販売（７、８日）

池田町長選挙 （２月下旬～３月上旬）

10月 11月 12月 1月 2月

北アルプス展望美術館
10/26～11/４「信州現代美術展」
10/26～11/４「信州池田クラフト展」

3月

2019年度池田町年間行事計画（10～３月)
：自治会文書配布日

※下記予定は２月現在のもので、変更になる場合があります。

図書館まつり （11月予定）

病院祭・農業祭 （11月上旬）

北アルプス展望美術館
11/12～12/10「相道寺焼 古窯＆新窯展」

みんなの文化祭（作品展示・
芸能発表同時開催）～27日

北アルプス展望美術館
３/３～３/22「相道寺焼　古窯＆新窯展」
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