
事業別予算説明

【Ⅴ 産業】　農業 商業 工業 観光 雇用 2億9,887 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 六次産業の推進 6次産業センターの管理運営 987万円 産業振興グループ 89

2 小布施ブランドの確立 小布施ブランド戦略事業 2,996万円 産業振興グループ 89

3 都市農村交流の促進 小布施六斎市の開催 726万円 産業振興グループ 90

都市農村交流事業 146万円 産業振興グループ 90

４ 持続的な小布施農業の 林業の振興 406万円 産業振興グループ 91

    振興　　　　  農業共済の促進 507万円 産業振興グループ 91

家庭菜園の充実など 24万円 産業振興グループ 91

農業会議の開催 64万円 産業振興グループ 91

農業再生協議会の事務と米の生産調整 195万円 産業振興グループ 92

新規就農者の支援 2,290万円 産業振興グループ 92

農作物の有害鳥獣駆除 559万円 産業振興グループ 93

有害鳥獣対策緩衝帯の整備 18万円 産業振興グループ 93

モンキードッグの管理・育成 20万円 産業振興グループ 93

農業委員会の運営 655万円 産業振興グループ 94

農業資金の利子補給など 169万円 産業振興グループ 94

認定農業者の育成 0円 産業振興グループ 94

ふるさと創造館の管理運営 275万円 産業振興グループ 95

縁結びの会（労働力補完システム）の運営 0円 産業振興グループ 95

土地改良事業 1,994万円 産業振興グループ 95

畜産の振興 54万円 産業振興グループ 95

５ 魅力ある商店街づくり 空き店舗活用に対する補助 160万円 産業振興グループ 96

６ 商工業の経営基盤の 商工会事業に対する補助など 1,232万円 産業振興グループ 96

    充実　            商工貯蓄共済融資利子の補助 50万円 産業振興グループ 96

県制度資金融資保証料の補助 300万円 産業振興グループ 96

町中小企業者等一般融資保証料等の補助 269万円 産業振興グループ 97

中小企業緊急雇用安定への助成 50万円 産業振興グループ 97

（新）住宅リフォーム等の促進 2,000万円 地域整備グループ 97

７ 観光情報の発信 東京小布施会の活動支援 99万円 産業振興グループ 97

観光案内、観光パンフレットの作成など 437万円 産業振興グループ 98

小布施文化観光協会などの活動支援 855万円 交流グループ 98

８ おもてなしと交流の カントリーウォークの開催 282万円 産業振興グループ 99

    観光産業の展開 森の駐車場の管理運営 265万円 産業振興グループ 100

松村駐車場の管理運営 448万円 産業振興グループ 100

北斎館周辺会議の充実 0円 交流グループ 100

シャトルバスの運行 890万円 産業振興グループ 100

広域観光の推進 56万円 産業振興グループ 101

観光施設の管理 399万円 産業振興グループ 101

民間国際交流の支援 12万円 交流グループ 101

行政改革グループ 99268万円
（新）いやしとつぶやきのゆるキャラ「おぶ
せくりちゃん」「おぶせまろんちゃん」



事業別予算説明

【Ⅴ 産業】　農業 商業 工業 観光 雇用

区　　分 事　業　名 担　当 ページ

８ おもてなしと交流の （新）物語ボックスの修繕 36万円 交流グループ 101

    観光産業の展開（続き）墨田区との交流 65万円 交流グループ 102

地域間交流の推進 65万円 交流グループ 102

各種交流事業のサポート 0円 交流グループ 103

９ 花のまちづくりの推進 フラワーセンターの管理運営 2,966万円 産業振興グループ 103

花のまちづくり事業（オープンガーデンの拡大） 159万円 地域整備グループ 104

花仲間ガーデニング大楽校の開催 98万円 地域整備グループ 104

フローラルガーデンおぶせの管理運営 1,831万円 産業振興グループ 105

沿道花壇の管理 882万円 地域整備グループ 105

地域の花づくりの推進 188万円 生涯学習グループ 105

10 勤労者福祉の充実 勤労者の支援 382万円 産業振興グループ 106

駅前駐輪場の管理 16万円 産業振興グループ 106

起業者の支援 3,042万円 産業振興グループ 106
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【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
１ 六次産業の推進  ２ 小布施ブランドの確立 

 

６次産業センターの管理運営 987 万円

(担当: 産業振興グループ)

町の基盤産業である農業の振興を図り、多様化する消費者ニーズに応じた農産物の産地化を進めま

す。新果樹のテスト販売や農家、企業等と連携を図り小布施ブランドにつなげる戦略を研究展開しま

す。 

 また、農産物や農産加工品、花苗などの販売、農村レストランなどの事業を指定管理者である小布

施町振興公社に委託し、誘客により町のにぎわいを創出します。 

 

主な経費 

・施設の管理委託    540 万円 

・土地の借り上げ 175 万円 

・火災保険料 ４万円 

・施設の修繕 268 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・町の負担 (一般財源) 987 万円 

 

予算: 5.1.3 6 次産業センター管理運営費 (一般会計)

 

小布施ブランド戦略事業 2,996 万円

(担当: 産業振興グループ)

「小布施屋」の名で差別化されるブランド力を持つ農産物の拡大に力を入れ、他産地との差別化を

図り、ブラムリー、チェリーキッス（酸果桜桃）などを優秀な加工品として、町内のレストランやス

イーツ店などでフェアを開催し、ブランド化を推進します。 

また、振興公社との連携強化や、日本全国で農業による地域の活性化に取り組む農業生産法人など

との協働による農業振興を図り、力強い農業の確立に取り組みます。 

 

主な経費 

・嘱託職員等の人件費   228 万円 

・ブランドＰＲ等の旅費 351 万円 

・ブランド戦略事業の委託  1,729 万円 

・ブランド戦略用広告の印刷  273 万円 

・苗木購入の補助 85 万円 

・農業、農村紹介サイトの運営 66 万円 

・その他の経費 264 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・販売所の使用料 20 万円 

・町の負担 (一般財源) 2,976 万円 

 

予算: 5.1.3  小布施ブランド戦略事業費 (一般会計)
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【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
３ 都市農村交流の促進  

 

小布施六斎市の開催 726 万円

(担当: 産業振興グループ)

町内で生産される農産物や商工業の特産、名産品を広く情報発信する場として、「小布施六斎市」を

開催します。 

 森の駐車場周辺街路をメイン会場に農業、商業、工業さらに文化イベントを融合し、各自治会所有

の神楽や獅子舞を披露し、大きなにぎわいや文化経済効果を産む「祭り」として開催します。 

 

■ 開催日：10 月 20・21 日 

■ 森の駐車場周辺街路 

主な経費 

・イベント出演者への謝礼    94 万円

・会場看板 など  105 万円

・広告料 66 万円

・会場設営費 など   461 万円

=================== 財源内訳 ===================

 

・物産展出展者の負担  22 万円

・町の負担 (一般財源)   704 万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算: 5.1.3 小布施六斎市事業費 (一般会計)

 

都市農村交流事業 146 万円

(担当: 産業振興グループ)

都会に住む皆さんとの交流を深め、にぎわいを創出し、活力あるまちづくりを推進するため、春（5

月）と秋（１１月）の年 2 回、北斎生誕の地である東京都墨田区の皆さんとの 1 泊 2 日の「農業体

験の旅」を開催します。 

春： 5 月１９日（土）、20 日（日）……農業体験（りんごの摘花） 

秋：１１月１０日（土）、１１日（日）……りんごなどの収穫体験 

主な経費 

・農家民泊の謝礼 38 万円 

・打ち合わせ旅費 15 万円 

・バスの借り上げ 42 万円 

・農家民泊施設改修への補助 5 万円 

・その他の経費 46 万円 

============= 財源内訳 ============ 

・参加者の負担 40 万円 

・町の負担 (一般財源) 106 万円 

予算: 5.1.3 都市農村交流事業費 (一般会計)
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【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進  

 

林業の振興 406 万円  農業共済の促進 507 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

日本各地で松枯れの被害をもたらしている松

くい虫（マツノマダラカミキリ）を駆除し、被

害拡大を防止します。また、杉などの間伐に対

して補助を行います。 

 

主な経費 

・松くい虫等駆除の委託 326 万円

・林業関係の負担金 9 万円

・間伐対策事業への補助 26 万円

・森林整備地域活動支援の負担金 8 万円

・その他の経費 37 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担金 184 万円

・町の負担 (一般財源) 222 万円

 

 農業共済は、自然災害によって農作物に被害

を受けたとき、農業経営を守るため共済金を支

払う保険です。 

家畜基幹診療センターの運営費、果樹共済の

掛金の一部を負担します。 

 

主な経費 

・果樹共済掛金の一部負担金 328 万円

・家畜診療センター運営費の負担金 179 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 507 万円

 

予算: 5.2.1 林業総務費 (一般会計) 予算: 5.1.7 農業共済費 (一般会計)

   

家庭菜園の充実など 24 万円  農業会議の開催 64 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

遊休荒廃農地の解消のため、家庭菜園を行う

方に農地をお貸しします。 

 

主な経費 

・土地耕起の委託 3 万円

・家庭菜園用地などの借り上げ 19 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・家庭菜園の利用者負担 14 万円

・町の負担 (一般財源) 10 万円

 

 農商工観連携による新たな地域農業の活性化

に向け、農業会議を開催します。 

 今年度は「もぎとり体験」を行い、農産物な

どのＰＲを実施します。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 42 万円

・新規就農パンフレットの作成印刷 17 万円

・楽園信州協議会負担金 4 万円

・その他経費 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 64 万円

 

予算: 5.1.3 農業振興費 (一般会計) 予算: 5.1.3 農業振興費 (一般会計)
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【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進   

 

農業再生協議会の事務と米の生産調整 195 万円

(担当:産業振興グループ)

国や県、町が策定した「生産数量目標」に即して主要農産物（米、麦、大豆など）の生産を行った

販売農家の皆さんに、生産に要する費用と販売価格との差額を交付金として支払うための事務を行い

ます。 

 

主な経費 

・臨時職員の賃金 108 万円 

・農業者戸別所得補償制度推進事務の補助 87 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・県の負担 87 万円 

・町の負担 (一般財源) 108 万円 

 

予算:5.1.3 農業振興費 (一般会計)

 

新規就農者の支援 2,290 万円

(担当:産業振興グループ)

遊休農地の増加と農業従事者の高齢化が進む中、小布施町の農業の維持及び発展を図るため意欲あ

る新規就農者を支援します。今年度は、国の政策の中でも新規就農者支援が大きく位置づけられてお

り、全国的に新規就農者を確保しようとする動きが活発になることが想定されます。 

そこで、小布施町では昨年度の事業をさらに拡大し、「都市農村交流事業」、「若者会議」などとの事

業間の連携を強め、より意欲ある新規就農者を確保していきます。 

 

主な経費 

・生活費の支援  690 万円 

・住宅費の支援 240 万円 

・農業経営に係る経費の支援 317 万円 

・新規就農推進事業の委託   340 万円 

・その他の経費 703 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・国の負担 450 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,840 万円 

 

予算:5.1.3 農業振興費 (一般会計)
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【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進   

 

農作物の有害鳥獣駆除 559 万円  有害鳥獣対策緩衝帯の整備 18 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

農作物に被害を与える鳥や猿、イノシシなど

を駆除します。 

 今年度は昨年度に引き続き、雁田山麓全域に

イノシシ、サル対策用の防除柵を設置します。

 

主な経費 

・有害鳥獣駆除推進協議会への補助 

108 万円

・猿、イノシシ駆除に対する報償費 

 116 万円

・イノシシ対策用波トタン、猿対策用電気柵 

               335 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 335 万円

・町の負担 (一般財源) 224 万円

 有害鳥獣による農作物などの被害を防ぐた

め、雁田山麓に緩衝帯を整備し野生動物が出に

くい環境を整備します。 

 

主な経費 

・緩衝帯ボランティア軍手 など 13 万円

・ボランティア保険 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 10 万円

・町の負担 (一般財源) 8 万円

 

予算: 5.1.3 有害鳥獣対策費 (一般会計) 予算: 5.1.3 有害鳥獣対策費 (一般会計)

 

モンキードッグの管理・育成 20 万円

(担当: 産業振興グループ)

雁田山麓に生息する猿による農作物への被害を防ぐため、猿を追い払うモンキードッグを育成しま

す。現在活躍中の 3 頭による巡回を行います。 

緩衝帯整備事業とあわせ、地域住民の皆さんとの協働で有害鳥獣対策に取り組みます。 

 

主な経費 
・飼主研修講師への謝礼 6 万円 

・疥癬病等の治療費代 13 万円 

・その他の経費 1 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 20 万円 

予算: 5.1.3 モンキードッグ育成事業費 (一般会計)

 

雁田山周辺で犬の散歩をされている方で、モンキードッグにご協力いただける

方を募集しています。訓練費用等は町が負担します。 
 

■問い合わせ・申し込み 役場 産業振興グループ  TEL 247-3111 
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【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進  

 

農業委員会の運営 655 万円

(担当: 産業振興グループ)

優良農地を守るため、農地法に基づいた農地の移動や転用の決定を行います。 

また、意欲ある農業者や新規就農者をはじめとする担い手への農地の集積、遊休荒廃農地の調査、

解消に取り組み、農地の有効利用促進を行います。 

 

主な経費 

・農業委員の報酬(15 人)  385 万円 

・臨時職員の賃金 113 万円 

・農地台帳システムの保守更新委託  101 万円 

・農業委員運営に関する図書の購入   16 万円 

・研修、会議出席に要する旅費   15 万円 

・須高地区農業委員会協議会の負担金  6 万円 

・その他の経費 19 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・県の負担 196 万円 

・町の負担 (一般財源) 459 万円 

 

予算: 5.1.1  農業委員会運営費 (一般会計)

 

農業資金の利子補給など 169 万円  認定農業者の育成 0 円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

農業者が経営改善や生産性の向上、合理化を

目的として借り入れた資金に対し、利子への補

助を行います。また、農家実行組合の活動を支

援します。 

 

主な経費 
・農業近代化資金利子への補助 13 万円

・農業経営基盤強化資金利子への補助 58 万円

・認定農業者資金利子への補助 77 万円

・農家実行組合活動への補助 20 万円

・その他の経費 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 20 万円

・町の負担 (一般財源) 149 万円

 効率的で安定した農業経営を目指した「農業

経営改善計画」を作成し、町がその計画を認定

した農業者のことを「認定農業者」といいます。

認定農業者に農地の集積を進めるとともに、

低利の資金の融通（利子補給）、税制の特例等の

支援を行います。 

 

 

予算: 5.1.2 農業総務費 (一般会計)



 

- 95 - 

産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
4 持続可能な小布施農業の推進  

 

ふるさと創造館の管理運営 275 万円  縁結びの会（労働力補完システム）の運営 0 円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

ふるさと創造館は、町民同士の交流の場とし

て、お菓子づくりやジュースしぼり、焼き物づ

くりなど、農村地域における生活文化の向上を

目指すための施設です。 

管理は小布施町振興公社が指定管理者制度に

より運営します。 

 

主な経費 
・施設用地の借り上げ 101 万円

・火災保険料 8 万円

・施設の修繕 52 万円

・施設管理の委託 114 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 275 万円

 季節により多くの労働力が必要となる農作業

に対応するため、必要とする農家へ安定的に労

働力を提供する制度です。 

運営は農業改良普及センター、ＪＡ、町が中

心となり、農家と非農家の縁結びや講習会など

の技術指導を行います。 

 

予算: 5.1.3 ふるさと創造館管理運営費 (一般会計)

   

土地改良事業 1,994 万円  畜産の振興 54 万円

(担当: 産業振興グループ)  (担当: 産業振興グループ)

土地改良区の運営費などを負担します、 

また、農免道路などを整備した際の借り入れ

に対する償還への補助を行います。 

 昨年度に引き続き農業生産基盤の整備のた

め、土地改良区とともに町内にある設備の保守

点検を行うストックマネジメント事業に取り組

みます。 

 

主な経費 
・農道等借入金償還補助金(農免道路他 16 路線)

   1,736 万円

・小布施土地改良区揚水機場効果算定 

 200 万円

・日滝原土地改良区負担金 47 万円

・その他の経費 11 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 1,994 万円

 畜産農家に対し牛の購入費の一部を補助し、

農業所得の向上と安定を図ります。 

家畜の堆肥は有機肥料として農地を豊かに

し、農業生産力のアップにも貢献しています。

 

主な経費 

・家畜導入に対する補助 36 万円

・須高家畜防疫協議会の負担金 14 万円

・北信食肉センターの負担金 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 54 万円

 

予算: 5.1.5 農地対策費 (一般会計) 予算: 5.1.3 農業振興費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
５ 魅力ある商店街づくり   ６ 商工業の経営基盤の充実 

 

空き店舗活用に対する補助 160 万円  商工会事業に対する補助など 1,232 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

高い企業理念をもつ会社や、その活動が社会

的に認知され、多くの消費者の信頼を得る企業

等を誘致して、これら企業に“小布施町をベー

スにした、新たな企業活動を展開”していただ

くことによって、町産業の活性化を図ります。

これら企業の活動の拠点として、空き店舗な

どを利用していただき、活力ある商店街づくり

を進めます。 

 

主な経費 
・空き店舗等の改修に対する補助 160 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 160 万円

 町の商工業発展のため、商工業が行う事業に

対して補助を行います。 

そのほか、商工業を振興するため、各種の施

策を進めます。 

 

主な経費 

・商工会一般事業への補助 100 万円

・商工会小規模事業指導への補助 350 万円

・くりんこ祭りへの補助 60 万円

・安市行事への補助 150 万円

・臨時職員の賃金 528 万円

・その他の経費 44 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 384 万円

・町の負担 (一般財源) 848 万円

 

予算: 6.1.2 空き店舗対策事業費 (一般会計)

   予算: 6.1.1 商工総務費 (一般会計) 

 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計)

   

商工貯蓄共済融資利子の補助 50 万円  県制度資金融資保証料の補助 300 万円

(担当: 産業振興グループ)  (担当: 産業振興グループ)

経営改善に必要な資金の借り入れを円滑に受

けられるよう、商工業者が商工会から受ける商

工貯蓄還元融資の利子を補助します。 

 

主な経費 

・商工貯蓄共済融資利子の補助 50 万円

 （融資残高の 2.4％） 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 50 万円

 

 商工業者が、経営の安定のため運用資金を金

融機関から借りる場合、長野県信用保証協会か

ら保証を受ける必要があります。その保証料を

補助します。 

 

主な経費 

・県制度資金融資保証料の補助 300 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・保証料の還付金 15 万円

・町の負担 (一般財源) 285 万円

 

 

予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計) 予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
６ 商工業の経営基盤の充実  ７ 観光情報の発信 

 

中小企業者等一般融資保証料等の補助  269 万円  中小企業緊急雇用安定への助成 50 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

経営の安定と発展のため、商工業者が金融機

関から受けた一般融資に対し保証料を補助しま

す。 

また、景気悪化による中小企業への緊急支援

として、融資を受けた中小企業の利子や保証料

に対し補助をします。 

 

主な経費 
・町中小企業者等一般融資保証の補助 5 万円

・町中小企業者等緊急支援利子の補助 222 万円

・町中小企業者等緊急支援融資保証の補助 42 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 269 万円

 

 景気悪化による中小企業への緊急支援とし

て、中小企業者がその雇用する労働者を一時的

に休業させた場合や教育訓練させた場合に支払

った経費に対し補助をします。 

 

主な経費 

・小企業緊急雇用安定助成への補助 50 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 50 万円

 

予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計) 予算: 6.1.2 商店街等活性化事業費 (一般会計)

   

（新）住宅リフォーム等の促進 2000 万円  東京小布施会の活動支援 99 万円

(担当: 地域整備グループ)  (担当: 産業振興グループ)

町民が安心して暮らせる住環境の向上と地域

経済の活性化を図るため、町内施工業者により

行われる住宅リフォーム等の費用の一部を補助

します。 

申請の受付けは、6 月・8 月・10 月に期間

を定めて実施をします。 

 

主な経費 

・住宅リフォーム等への補助 2,000 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 2,000 万円

 

 東京近郊に住む小布施町出身の皆さんで組織

する「東京小布施会」は、ふるさとの発展を願

い、さまざまな活動を行っています。 

毎年１１月に総会を行い、会員の皆さんとの

交流、情報交換を行っています。ぜひご参加く

ださい。 

 

主な経費 

・東京小布施会総会の記念品・バス借上げ など 99 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 99 万円

 

予算: 7.5.1 住宅ﾘﾌｫｰﾑ等促進事業費 (一般会計) 予算: 6.1.3 観光振興費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
７ 観光情報の発信 

 

観光案内、観光パンフレットの作成など 437 万円

(担当: 産業振興グループ)

 観光パンフレットを作成し町の魅力を PR するとともに、訪れる人と交流をしながら「住む人には

潤いと魅力を感じる暮らし」「訪れる人には安らぎと安心感」を与えるまちづくりを進めます。 

 

主な経費 

・観光パンフレットの印刷    262 万円 

・広告宣伝 50 万円 

・木柱案内看板等の修繕 17 万円 

・観光案内看板土地の借り上げ 63 万円 

・その他の経費 45 万円 

 

================== 財源内訳 ================== 

 
 

・町の負担 (一般財源) 437 万円 

予算： 6.1.3 観光案内事業費 (一般会計)

 

小布施文化観光協会などの活動支援 855 万円

(担当:交流グループ)

小布施文化観光協会が行う事業や、その他の各種イベントに対し補助します。 

また、商工会が実施するキャンドルイベントに対し補助します。 

 

■小布施文化観光協会の事業 

観光案内、観光宣伝、ホ－ムペ－ジの維持管理、研修視察 など 

 

主な経費 

・長野電鉄小布施駅舎の借上 189 万円 

・講演会講師の謝礼 50 万円 

・小布施文化観光協会への補助 100 万円 

・小布施文化観光協会事務所設置への負担 333 万円 

・小布施文化観光協会事業への負担 168 万円 

・ファイヤーフェスティバルへの補助 15 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・町の負担 (一般財源) 855 万円 

 

予算: 6.1.3 観光振興費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
７ 観光情報の発信  ８ おもてなしと交流の観光産業の展開 

 

（新）いやしとつぶやきのゆるキャラ「おぶせくりちゃん」「おぶせまろんちゃん」 268 万円

(担当: 行政改革グループ)

Twitter（ツイッター）で小布施をつぶやくゆるキャラ「おぶせくりちゃん」「おぶせまろんちゃん」

の着ぐるみを制作し、ゆるキャラファンとTwitterファンの相乗効果により、町の魅力を全国に発信

します。 

 

主な経費 

・ゆるキャラ着ぐるみ制作 84 万円 

・イベントガイドブックの作成 134 万円 

・その他の経費 50 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・県の負担  134 万円 

・町の負担 (一般財源) 134 万円 

 

 

 

 

 

予算: 2.1.6 イベントＰＲ費(一般会計)

 

カントリーウォークの開催 282 万円

(担当: 産業振興グループ)

町内をゆっくり散策し地域の良さを再発見するとともに、町の内外から多くの参加者が集うふれあ

いの機会としてウォ－キングを開催します。ウォ－キングを小布施の新しい観光資源として、観光を

「見る観光」から「自然や文化、人と触れ合う交流観光」に変えていきます。今年 11 月にウォ－キ

ングサミット（仮称）を開催し、小布施町から全国に向けてウォ－キングの魅力を発信します。 
  

■花巡り健康ウォーク（西部） 

開催日：4 月 21 日（土） 

■深緑さわやかウォーク（東部） 

開催日：6 月 16 日（土） 

■秋の農村散策ウォーク（北部） 

開催日：9 月 22 日（土） 

 ■ウォ－キングサミット（町内） 

   開催日：11 月下旬 
 

主な経費 

・広告宣伝料 180 万円 

・その他の経費 102 万円 

================== 財源内訳 ================== 

・参加者の負担 120 万円 

・町の負担 (一般財源) 162 万円 

予算: 6.1.3 カントリーウォーク事業費 (一般会計)

 

おぶせまろんちゃん 

おぶせくりちゃん 
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開   

 

森の駐車場の管理運営 265 万円  松村駐車場の管理運営 448 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

交流の和を広げる空間としての要素を備え

た駐車場で、オープン 5 年目を迎えます。地元

農産物を中心とした販売所も備え、一帯をイベ

ント空間としても活用し、更なる交流の場を提

供します。 

 

主な経費 

・管理人の賃金 154 万円

・管理用品 など 71 万円

・警備の委託 9 万円

・その他の経費 31 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・森の駐車場使用料 265 万円

 行楽期の町内道路の渋滞解消などのため、駐

車場の利用促進と管理を行います。 

 

主な経費 

・土地の借り上げ 256 万円

・管理人の賃金 120 万円

・その他の経費 72 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・松村駐車場使用料 201 万円

・町の負担 (一般財源) 247 万円

 

予算: 6.1.3 森の駐車場管理費 (一般会計) 予算: 6.1.3 松村駐車場管理費 (一般会計)

   

北斎館周辺会議の充実 0 円  シャトルバスの運行 890 万円

(担当: 交流グループ) (担当: 産業振興グループ)

北斎館周辺には大勢の来町者が訪れていま

す。各商店がおもてなしの心で接することが大

切です。 

小布施町の理解や、交流の重要性を考え、共

通の認識を図るため、文化観光協会と連携し意

見交換会を開催します。 

 

 パーク＆ウォーク（自家用車は郊外の駐車場

に停め、町内は歩いて散策）を推進するため、

観光シーズンを中心に町内を周遊するシャトル

バスを運行します。 

 

主な経費 

・シャトルバス運行負担金 805 万円

・その他の経費 85 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・シャトルバス乗車賃 285 万円

・企業からの協賛金 60 万円

・シャトルバスシート広告料 6 万円

・町の負担 (一般財源) 539 万円

 

予算: 6.1.3 シャトルバス運行事業費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開 

 

広域観光の推進 56 万円  観光施設の管理 399 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

 観光の拠点を点から面へと広げるため、北信

地域の市町村や観光協会とともに観光 PR など

を行います。 

主な事業として、北信の市町村の美術館など

首都圏への PR や、県観光協会と連携した事業

に参加し、広域観光を展開します。 

 

主な経費 
・上信越ふるさと街道協議会負担金 1 万円

・信州まつもと空港利用促進協議会負担金 1 万円

・観光圏事業負担金 54 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 5 万円
 

 観光施設にある公衆トイレやふるさと交流セ

ンター、ガイドセンターの管理にかかる経費で

す。なお、ガイドセンターの運営は、ア・ラ小

布施に指定管理委託しています。 

 

主な経費 

・光熱水費 など 22 万円

・火災保険料 11 万円

・土地の借り上げ 115 万円

・北斎館トイレ管理負担金 229 万円

・その他経費 22 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・光熱水費負担金 18 万円

・町の負担 (一般財源) 381 万円

予算: 6.1.3 観光案内事業費 (一般会計) 予算: 6.1.3 観光施設等管理費 (一般会計)

   

民間国際交流の支援 12 万円  （新）物語ボックスの修繕 36 万円

(担当: 交流グループ) (担当: 交流グループ)

町内に住む外国籍の方々にとってより住みや

すいまちづくりや交流の場を考える「外国籍住

民ネットワーク」や、国際交流活動に取り組む

「小布施国際交流クラブ」などの活動を支援し、

国際交流を推進します。 

 

 

主な経費 

・国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ交付金 10 万円

・国際交流への謝礼 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 12 万円

 

 小布施に伝わる昔話

を紙芝居風にし、平成

13 年に町内 10 カ所

に設置した物語ボック

スは、町内外の多くの

方々に親しまれてきま

した。 

近年、老朽化が激し

く、皆さんにまた安心

して物語を楽しんでい

ただけるよう、修繕を

行います。 

    

主な経費 
・物語ボックスの修繕 36 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 36 万円

予算: 2.1.6 国際交流事業費 (一般会計) 予算: 2.１.6 地域間交流事業費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開 

 

墨田区との交流 65 万円

(担当: 交流グループ)

東京都墨田区と小布施町とは、北斎を通じたご縁で数々

の交流事業を行っています。 

春には伝統工芸の職人さんを小布施にお迎えして展示会

を行ったり、栗ガ丘小学校 6 年生が修学旅行で職人さんの

もとを訪ねたりして交流を深めています。また、東京スカ

イツリー開業や各種イベントにあわせて物産交流を行うな

ど、住民の皆さん同士の多面的な交流を連携の強化につな

げ、両地域の活性化を目指します。 

 

■すみだ伝統工芸技人展 

・期 日：5 月 3 日（木）～6 日（日） 

・会 場：おぶせミュージアム・中島千波館 木造館 

 

主な経費 

・伝統工芸技人展等の謝礼         22 万円 

・打合せ、物産交流などの旅費       30 万円 

・交流会、会場設営費など         13 万円 

 

================== 財源内訳=======================                           

 

・町の負担 (一般財源)           65 万円 

予算: 2.1.6 地域間交流事業費 (一般会計)

 

地域間交流の推進 65 万円

(担当: 交流グループ)

人のつながりを大切に、被災地支援をきっ

かけにより親交の深まった岩手県大船渡市な

ど、全国の交流市町村との関係性を一層強く

していきます。 

地域間交流を通じて双方の認知度を上げ、

企業や団体のネットワークの拡大を図り、交

流産業の推進、文化交流の進展につなげてい

きます。 

 

主な経費 
・交流事業の旅費 54 万円 

・交流市町村・団体への謝礼 など 11 万円 

 

 

============= 財源内訳 ============= 

 

・町の負担 (一般財源) 65 万円 

予算: 2.1.6 地域間交流事業費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
８ おもてなしと交流の観光産業の展開  ９ 花のまちづくりの推進  

 

各種交流事業のサポート 0 円

(担当: 交流グループ)

「境内アート小布施」、「北信濃小布施映画祭 & 60 秒シネマコンペティション」、「おぶせ T シャ

ツ畑」など、町民の皆さんが中心となって、内外の関係者と協力しながら企画運営する交流事業をサ

ポートします。 

温もりのある手づくりアートや映像文化に直に触れる場、地域の方々と広く全国から集まるクリエ

イターの皆さんとの交流の場として、充実を図っていきます。更には、「現代の鴻山・北斎」とも言

うべき若きクリエイターの発掘につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラワーセンターの管理運営 2,966 万円

(担当: 産業振興グループ)

フラワーセンターは、花苗やプラグ苗の生産と販売を行っています。プラグ苗は、個人の人でも３

トレイから注文できますので、ご利用ください。 

 特に、トルコギキョウのプラグ苗の生産に力点をおいて、町内および近隣市町村の農家の皆さんの

花栽培の振興に向けた活動を進めています。 

 

主な経費 

・種、苗、土 など  500 万円 

・光熱水費 472 万円 

・嘱託職員・臨時職員の人件費 955 万円 

・土地の借上げ 155 万円 

・機械設備等の修繕 130 万円 

・その他の経費 754 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・花苗などの売上収入 2,966 万円 

 

 

予算: 5.1.4 フラワーセンター管理費 (一般会計)

  

境内アート小布施 おぶせ T シャツ畑 

2011 善光寺花回廊（信毎平成 23 年 5 月 3 日号）

善光寺門前通りをおぶせフラワーセンターで育て

た花苗が飾りました。 



 

- 104 - 

産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
９ 花のまちづくりの推進   

 

花のまちづくり事業（オープンガーデンの拡大） 159 万円

(担当: 地域整備グループ)

住民活動と行政の役割を明確にしながら、官民協働による花のまちづくり事業を推進します。 

平成１２年から始まった「おぶせオープンガーデン」は、全国で初めて民間と行政が一体となった

取り組みとして注目され、同様の取り組みが全国に広がっています。 

 町中心部から農村部への拡大を推進し、１２０軒（店舗、公共施設含む）の皆さんの参加を目指し

ます。花で溢れるまちづくりを進め、花を通じた交流の輪を広げます。 

 

主な経費 

・案内看板、マナ－看板    37 万円 

・オープンガーデンブックの作成 105 万円 

・日本花の会、英国王立園芸協会負担金 7 万円 

・その他の経費 10 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・オープンガーデンブック売上収入 20 万円 

・町の負担 (一般財源) 139 万円 

 

 

予算: 6.1.3 花のまちづくり事業費 (一般会計)

 

花仲間ガーデニング大楽校の開催 98 万円

(担当: 地域整備グループ)

ガーデニングに関する知識を町民の皆さんに楽しく学んでいただきながら、ガーデニングのスキル

アップと花仲間の交流を目的に「花仲間ガーデニング大楽校」を開催します。 

カリキュラムは、植栽やハンギングバスケット、コンテナガーデン講習などの実習のほか、「視察 

研修」や「オープンガーデン見学交流会」など、魅力いっぱいの大楽校を開催します。 

友人、知人、花仲間の皆さんお誘いのうえ、ご参加ください。 

 

主な経費 

・講師への謝礼    35 万円 

・実習苑宿根草、肥料などの購入 63 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・受講者の負担 23 万円 

・町の負担 (一般財源) 75 万円 

 

 

予算: 6.1.3 花のまちづくり事業費 (一般会計)
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産 

業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
９ 花のまちづくりの推進   

 

フローラルガーデンおぶせの管理運営 1,831 万円

(担当: 産業振興グループ)

 花の公園として、また花の情報発信基地として、より親しまれる施設の運営を進めます。 

 また、開園 20 周年記念事業を実施します。 

地元の食材を使ったレストラン「ＯＢＵＳＥ花屋」は、農業・景観・食・観光を融合した新た

な小布施の魅力の場となるよう運営していきます。 

なお、施設の管理・運営は指定管理者（小布施町振興公社）が行います。 

 

主な経費 

・施設運営の委託    1,516 万円 

・20 周年記念事業費 187 万円 

・施設の修繕 100 万円 

・その他経費 28 万円 

================== 財源内訳 ================== 

 

・振興公社負担金 (振興公社の営業収益から)  722 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,109 万円 

 

 

 

予算: 5.1.3 フローラルガーデンおぶせ管理運営費 (一般会計)

 

 

沿道花壇の管理 882 万円  地域の花づくりの推進 188 万円

(担当: 地域整備グループ) (担当: 生涯学習グループ)

町民の皆さんの憩いの空間として、また来町

者の皆さんを花でもてなす空間として、町内の

沿道花壇の推持管理を行い、沿道の良好な景観

形成を図ります。 

また、地域の皆さんによる自主的な花壇づく

りを支援します。 

春には駅前から町中への道路沿いにボランテ

ィアの皆さんにより制作したハンギングバスケ

ットを設置します。 

 

主な経費 

・花壇管理・花苗生産の委託 831 万円

・その他の経費 51 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 882 万円

 

 各自治会で組織する花づくり推進委員会に

花の苗をお配りし、花による地域づくりを進め

ます。 

 

主な経費 

・花苗の購入 161 万円

・花づくり推進委員会への交付金 25 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 188 万円

 

予算: 7.5.1 沿道花壇管理費 (一般会計) 予算: 9.5.1 花づくり推進事業費 (一般会計)
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産 
業 

【Ⅴ 産業】 農業 商業 工業 観光 雇用 
10 勤労者福祉の充実   

 

 

勤労者の支援 382 万円  駅前駐輪場の管理 16 万円

(担当: 産業振興グループ) (担当: 産業振興グループ)

長野県労働金庫では、勤労者の皆さんへ生活

資金を有利な金利で貸し出しています。 

県労働金庫へ原資となるお金を預けるととも

に、その利子の一部を補助します。 

 

主な経費 

・長野県労働金庫への預託 300 万円

・生活資金融資利子の補助 5 万円

・町勤労者協議会への交付金 50 万円

・その他の経費 27 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・預託金の返還 300 万円

・町の負担 (一般財源) 82 万円

 

 駅前駐輪場を利用される皆さんが、気持ち良

く、便利に使っていただけるよう、清掃や修繕

を行います。 

 

主な経費 

・管理人の賃金 9 万円

・施設の修繕 など 4 万円

・放置自転車の処理 3 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 16 万円

 

予算: 6.1.4 勤労者対策費 (一般会計) 予算: 6.1.4 駅前駐輪場管理費 (一般会計)

  

起業者の支援 3,042 万円

(担当: 産業振興グループ)

 農業・商業・工業などで新たに事業を起こす

皆さんを支援します。 

 

主な経費 

・起業者支援預託金 3,000 万円

・融資保証料の補助 15 万円

・利子の補助 27 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・起業者支援貸付預託収入 3,000 万円

・町の負担 (一般財源) 42 万円

 

予算: 6.1.4 起業者支援事業費 (一般会計)
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