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Ⅰ 四季を通じて、また訪れたくなるまちづくり

観光産業の支援

担当課 観光商工課 事業費 19,437千円（前年度 20,063千円）

町の基幹産業である観光産業の振興を図るため、 各種イベント助成などの予算を計上しています。

元気な観光地づくり推進事業補助金　6,000 千円、 MICE 誘致推進事業補助金　2,500 千円、

こらっしゃい湯沢収穫祭負担金　1,000 千円、 新潟スキー 100 年委員会負担金　2,725 千円

雪国観光圏

担当課 観光商工課 事業費 1,983千円（前年度 1,945千円）

魚沼市、 南魚沼市、 湯沢町、 十日町市、 津南町、 みなかみ町、 栄村の 7市町村が一体となり、

世界に通用する観光地域としてのブランド確立をめざした事業を行います。

雪国観光圏事業負担金　1,983千円

湯沢町観光協会補助金

担当課 観光商工課 事業費 83,000千円（前年度 83,000千円）

湯沢町の観光宣伝業務の大部分は、 湯沢町観光協会が行っています。 柔軟な発想によって、 より

一層効果的な観光宣伝が行えるよう期待しています。

観光宣伝業務補助金　63,000千円、 運営費補助金　20,000千円

　湯沢町の四季折々の魅力を再発見し、育むとともに、その良さを広く

伝えていくことにより、多くの人々が年間を通じて湯沢町を訪れるまち

づくりを推進します。また、町民と観光客とのあたたかな交流を創出し、

何度も訪れたくなるホスピタリティ（心のこもったおもてなし）の高いま

ちづくりを推進します。

Ⅰ 四季を通じて、また訪れたくなるまちづくり

越後湯沢秋桜
ハーフマラソン大会

担当課 観光商工課 事業費 4,700千円（前年度 4,000千円）

今年で 16回目の開催となる「越後湯沢秋桜ハーフマラソン大会」 は、 9月 24日の開催を予定して

います。 参加者数は、 年々増加し、 毎年 5,000人を超えるランナーが参加しています。

秋桜ハーフマラソン大会補助金　4,700千円

公衆浴場費

担当課 観光商工課 事業費 18,650千円（前年度 13,938千円）

町内 5か所の町営共同浴場の運営は「一般財団法人湯沢町総合管理公社」 を指定管理者とし、

指定管理者の運営に起因しない事由による収入の大幅な減少や経費の増大があった場合には、 指

定管理料を支払う契約を結んでいます。

浴場修繕工事　4,000千円、 土地借上料　1,551千円、 下水道接続工事　10,500千円

商工振興費

担当課 観光商工課 事業費 56,239千円（前年度 60,453千円）

町内の事業者への融資制度など、 商工業の振興のための予算を計上しています。

湯沢町商工会運営費補助金　4,000 千円、 信用保証料補給金　1,500 千円、 地方産業育

成資金預託金 ・償還金　45,000 千円、 東日本大震災経済復興対策特別資金　5,168 千円
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定住・交流促進事業

担当課 企画政策課 / 観光商工課 事業費 19,065千円（前年度 8,978千円）

定住人口増加のための情報発信や各種補助制度の予算を計上しています。

広告料　3,594千円、PR動画制作委託　3,000千円、リゾートマンション交流促進事業補助金　1,000

千円、 新幹線通勤補助金　3,600千円、 U・ Iターンのための賃貸住宅家賃等補助金　2,519千円

三俣地域振興対策費

担当課 建設課 事業費 25,606千円（前年度 34,959千円）

道の駅みつまたの運営や、 ダム建設計画中止後の三俣地域の振興対策に関する予算を計上してい

ます。

道の駅みつまた指定管理料　9,000千円、 道の駅みつまた側溝改修　1,500千円、 住宅等修景整

備補助金　12,000千円、 にぎわい創出支援事業補助金　1,000千円

都市計画総務費

担当課 建設課 事業費 49,767千円（前年度 21,042千円）

土地利用や都市施設などに関する計画の策定を行います。

湯沢町基盤地図作成業務　15,000千円、 都市計画　計画策定等　34,050千円

地域活動支援事業

担当課 環境農林課 事業費 19,322千円（　新規事業　）

地域の将来を担う人材として、 地域おこし協力隊の隊員を募集し、 観光と農業振興の分野で住民

や町内事業者とともに活動する予算を計上しています。

地域おこし協力隊報償費　10,252千円、 使用料及び貸借料　5,770千円

水産業振興費

担当課 環境農林課 事業費 16,531千円（前年度 504千円）

主に湯沢フィッシングパークの施設管理のための予算を計上しています。

今年度は、 施設内の老朽化したトイレの建替を行います。

　生産基盤の整備と安定的な経営に向けた支援、異業種間の連携等によ

り、湯沢町の特色を活かした魅力ある産業振興と働きがいのある雇用の

創出を図ります。また、若者や高齢者、女性をはじめ、誰もがいきいき

と安心して働き続けることができる職場環境の整備を促進し、町民の経

済力の向上と産業振興を支える担い手の確保を図ります。

Ⅱ 働きがいのある活力あふれるまちづくり

観光施設管理費

担当課 観光商工課 事業費 22,980千円（前年度 32,744千円）

登山道の維持管理、 案内看板等の設置撤去、 観光施設管理に関する予算を計上しています。 	

大源太キャニオン青少年旅行村指定管理料　3,400千円、 山鳥原公園指定管理料　3,900千円、

蓬ヒュッテトイレ改修　4,450千円
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住宅・事業用施設リフォーム

担当課 観光商工課 / 建設課 事業費 7,000千円（前年度 7,000千円）

町内の建築関係業者を利用し、 一般住宅及び自己所有事業用施設の改修及び拡充等を行う場合

に費用の一部を補助しています。

事業用施設リフォーム支援事業補助金　2,000千円、 住宅リフォーム支援事業補助金　5,000千円

起業支援

担当課 企画政策課 事業費 5,000千円（前年度 5,000千円）

新たな需要や雇用の創出を図るため、 起業や新規事業参入を支援しています。

起業支援補助金　5,000千円

農業委員会費

担当課 環境農林課 事業費 2,992千円（前年度 2,370千円）

農業委員会とは、 地方自治法、 農業委員会等に関する法律に基づき市町村に設置されるもので、

農地等の利用関係の調整、 農地の交換分合、 その他農地に関する事務を行います。

農業委員会報酬　1,817千円

中山間地域直接支払制度

担当課 環境農林課 事業費 9,035千円（前年度 9,035千円）

農業生産条件が不利な状況の中山間地域等における、 耕作放棄地の発生を防止するために導入

された制度です。 湯沢町では、 添名、 滝ノ又、 原、 旭原地区がこの交付金を受けています。

中山間地域等直接支払補助金　9,035千円

農業振興費

担当課 環境農林課 事業費 14,709千円（前年度 15,906千円）

水田の持つ多面的機能の維持や「人・ 農地プラン」 に基づく青年就農給付金や農地集積の経営転

換協力金の支給など、 持続可能で競争力の高い農業の実現のための予算を計上しています。

農業次世代人材投資資金交付金　3,000千円、 多面的機能支払交付金　10,423千円

農作物被害防除事業

担当課 環境農林課 事業費 7,232千円（前年度 8,278千円）

農業者、 行政、 JA、 猟友会などの関係機関が一体となり、 農作物の有害鳥獣被害防止活動を実

施しています。 電気柵設置及び狩猟免許取得補助制度等、 被害防除対策を強化しています。

湯沢町鳥獣被害防止対策協議会補助金　5,050千円

水田営農活性化対策費

担当課 環境農林課 事業費 1,222千円（前年度 1,398千円）

水田の総合的利活用を推進し、 米の需給、 価格の安定を図るため、 需要に応じた生産をすすめま

す。 また、 国の行う「経営所得安定対策事業」 を推進します。

湯沢町農業再生協議会補助金　1,010 千円

農地中間管理事業

担当課 環境農林課 事業費 2,130千円（前年度 2,103千円）

後継者不足や耕作放棄地など農業に関する問題を解決するために「農地中間管理機構」 が実施す

る事務を受託し、 その費用を計上しています。

事務補助賃金　1,957千円
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町有林費

担当課 環境農林課 事業費 16,793千円（前年度 8,821千円）

町有林は町の貴重な財産であるとともに、 土地の保全や水資源の涵養、 環境保全等多面的性能

を保持していくためにも重要であり、 今後も適正に管理していきます。

町有林造林事業　14,040千円、 分収造林事業　2,700千円

社会福祉総務費

担当課 福祉介護課 /町民課 事業費 7,002千円（前年度 7,164千円）

総務費として、 社会福祉全般にかかる予算を計上しています。 平成２６年度から子育て世代の経済

的負担軽減を目的に、 子どもがうまれた保護者に「すくすく子育て応援金」 の支給を行っています。

すくすく子育て応援金　5,000千円

社会福祉活動費

担当課 福祉介護課 事業費 2,236千円（前年度 2,121千円）

民生委員の活動にかかる予算等を計上しています。 湯沢町では２３名の民生委員が委嘱されてお

り、地域住民の福祉の向上のための相談、指導、調査や福祉事務所への協力活動を行っています。

民生委員等費用弁償　1,996千円

障がい者生活支援事業費

担当課 福祉介護課 事業費 22,391千円（前年度 24,111千円）

障がいのある方が日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するための予算を計上してい

ます。

重度心身障がい者医療費助成　16,500千円、 精神障がい者医療費助成　2,054千円、

障がい者タクシー利用助成　1,190千円、 障がい者等交通費助成　1,844千円

　地域が持つ資源を最大限活用し、多様な主体が連携・協力しながら、一

人ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援が地域ぐるみで行われる体制

づくりを推進し、その個性と人権が尊重されつつ、このまちで安心して

自分らしく暮らしていくことができるまちづくりを推進します。

Ⅲ 安心して自分らしく暮らせるまちづくり

花の郷運営費

担当課 環境農林課 事業費 7,977千円（前年度 8,275千円）

旭原にある「陶芸工房旭窯」 の運営や「体験工房大源太」 などの体験施設周辺の景観整備のため

コスモスや菜の花の植栽を行います。

陶芸工房運営管理　3,100千円、 花の郷植栽管理　2,000千円

体験工房大源太運営費

担当課 環境農林課 事業費 4,689千円（前年度 5,129千円）

「体験工房大源太」 では、 大人から子どもまでだれでも気軽にそば打ちやあんぼ作りなどの手作り体

験を楽しむことができます。 市民農園の貸し出しも行います。

指定管理料　4,000千円
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障がい者自立支援事業費

担当課 福祉介護課 事業費 151,198千円（前年度 139,347千円）

障害者総合支援法に基づく介護給付訓練給付の福祉サービスの提供、 医療費の給付により、 障が

いのある方の自立した日常生活及び社会生活を支援する事業を実施しています。

障がい福祉サービス費　121,870千円、 地域生活支援事業費　8,040千円、 更生医療費給付費　

14,610千円、 補装具給付費　1,800千円

障がい者団体等助成費

担当課 福祉介護課 事業費 34,444千円（前年度 32,481千円）

各種団体に対しての補助金、 負担金を計上しています。

湯沢町社会福祉協議会運営費補助金　30,000千円、魚沼更生園・魚沼学園負担金　3,328千円、

南魚沼福祉会（まきはたの里） 建設費償還金　1,090千円

老人福祉総務費

担当課 福祉介護課 事業費 20,346千円（前年度 19,962千円）

敬老会や福祉バスの運行経費、 各種高齢者団体への負担金等を計上しています。

南魚沼福祉会建設費償還補助金 （ゆのさと園他）　6,829 千円、 魚沼地域特別養護老人ホーム

組合負担金 （八色園）　6,274 千円、 敬老会費用　3,074 千円、 シルバー人材センター負担金　

1,829 千円

高齢者生活支援事業費

担当課 福祉介護課 事業費 10,465千円（前年度 10,580千円）

高齢者の生活を支援するための事業について予算計上しています。

在宅寝たきり者等介護手当支給事業　4,000千円、 介護用品支給事業　2,300千円、 緊急通報体

制等整備事業　1,685千円、 高齢者世帯等住宅除雪援助事業　1,900千円

老人施設等入所費

担当課 福祉介護課 事業費 14,567千円（前年度 13,905千円）

老人保護施設への入所措置費や養護老人ホーム「魚沼荘」 の運営費等を計上しています。

入所措置費　10,508千円、 魚沼荘運営業務（南魚沼市）　2,663千円

総合福祉センター等管理費

担当課 健康増進課 事業費 16,062千円（前年度 16,425千円）

健康福祉部や社会福祉協議会の事務室がある、 湯沢町総合福祉センターの管理費を計上してい

ます。

維持費負担金　9,688千円、 修繕料　2,000千円、 施設保守、 清掃、 警備　3,315千円

健康増進施設管理費

担当課 健康増進課 事業費 17,829千円（前年度 10,677千円）

湯沢町健康増進施設の管理費を計上しています。 プールを利用した温水健康体操教室や人間ドッ

ク、 健康診断を行う施設です。

施設維持管理費負担金　4,006千円、 施設保守、 窓口業務、 清掃　2,966千円、

温泉使用料　1,584千円

やすらぎ荘管理費

担当課 福祉介護課 事業費 2,015千円（前年度 943千円）

やすらぎ荘の管理費を計上しています。 建物の一部はシルバー人材センターの事務所として使用し

ています。

やすらぎ荘解体工事設計業務委託　1,100千円
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児童福祉総務費

担当課 子育て支援課 事業費 1,967千円（前年度 28,214千円）

総務費として、 児童福祉全般に係る予算を計上しています。

※昨年度まで計上していた事業（保育士研修、 バス運行など） を「認定こども園運営費」 へ移行

　	しています。

管外保育委託　1,200千円

子育て総合支援費

担当課 子育て支援課 事業費 13,902千円（前年度 8,501千円）

子育て家庭の支援活動の企画、 調整、 実施や、 青少年の育成にかかる予算を計上しています。

子育て総合支援センター管理指導主事　3,000千円、 青少年育成指導員兼社会教育指導員賃金

2,068千円、 保育士賃金　2,154千円、 育児講座等講師、 精神科医等報償　1,891千円、 保育

支援業務委託　2,273千円

認定こども園管理費

担当課 子育て支援課 事業費 13,685千円（前年度 16,204千円）

認定こども園の施設管理等についての予算を計上しています。 	

光熱水費　8,184千円、 清掃、 警備、 各種保守点検等　3,335千円

認定こども園運営費

担当課 子育て支援課 事業費 98,806千円（前年度 85,597千円）

認定こども園の運営費全般の予算を計上しています。

臨時保育士等賃金　52,506 千円、 給食材料等　17,088 千円、 教材費、 消耗品費　4,222 千円

介護保険事業費

担当課 福祉介護課 事業費 155,832千円（前年度 141,258千円）

介護保険制度は、 介護が必要な方が保険制度を使って必要なサービスを利用できるよう、 40歳以

上のすべての方が保険料を負担し支えあう制度です。

介護保険特別会計繰出金　155,622 千円

介護サービス事業費

担当課 福祉介護課 事業費 1,419千円（　新規事業　）

居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の予算を計上しています。

看護師等賃金　959千円

国民健康保険事業費

担当課 町民課 事業費 110,677千円（前年度 121,752千円）

国民健康保険は、 加入している人がケガや病気になったときに備え、 普段から保険料を負担しあい

安心して医療機関を受診できるようにするための制度です。

国民健康保険特別会計繰出金　110,677千円

後期高齢者医療事業費

担当課 町民課 事業費 102,402千円（前年度 97,111千円）

高齢者の適切な医療の確保を目的とし、 平成 20年度から制度が始まりました。 75歳以上の人（一

定の障害がある場合は 65歳以上） は、 後期高齢者医療保険に加入することとなります。

新潟県後期高齢者医療広域連合負担金　76,070千円、 後期高齢者医療特別会計繰出金　

22,577千円、 後期高齢者健康診査　2,837千円
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湯沢児童クラブ運営費

担当課 子育て支援課 事業費 5,099千円（前年度 7,160千円）

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生に健全な遊びや生活の場を提供することにより、 保

護者が安心して働くことができるよう支援しています。 昨年度から指定管理者制度を導入し、 湯沢

町社会福祉協議会が指定管理者として管理運営を行っています。 	 	 	 	

湯沢児童クラブ指定管理料　4,949千円

児童遊園費

担当課 子育て支援課 事業費 1,227千円（前年度 424千円）

児童遊園の維持管理費等を計上しています。

土地借上料　767千円

ひとり親家庭等医療費

担当課 町民課 事業費 5,941千円（前年度 5,115千円）

ひとり親家庭等（母子父子家庭又は両親がいない児童を養育している方） の医療費を軽減し、 保健

及び福祉の向上を図ります。

ひとり親家庭等医療費　5,830千円

児童手当費

担当課 町民課 事業費 98,944千円（前年度 100,852千円）

次世代を担う子どもたちの健やかな成長を社会全体で応援するために親等に支給するもので、 支給

対象は満 15歳以後の最初の 3月 31日までの間にある子どもです。

児童手当　98,900千円

保健衛生総務管理費

担当課 健康増進課 事業費 2,216千円（前年度 4,505	千円）

総務費として、 保健事業に係る一般管理費を計上しています。

地域医療対策業務（南魚沼市）　1,222千円

健康づくり推進費

担当課 健康増進課 事業費 2,269千円（前年度 397千円）

湯沢町ファミリー健康プランに基づき町民の健康づくりの推進を図ります。

ファミリー健康プランアンケート調査　1,249 千円

予防接種事業

担当課 健康増進課 事業費 13,566千円（前年度 12,300千円）

乳幼児の各種予防接種、 高齢者インフルエンザ予防接種、 成人用肺炎球菌ワクチンなどにかかる

予算を計上しています。

予防接種　12,930千円

う蝕予防費

担当課 健康増進課 事業費 887千円（前年度 942千円）

子どもの虫歯予防事業にかかる予算を計上しています。

歯科健康診査　463千円

母子健康事業費

担当課 健康増進課 /町民課 事業費 25,608千円（前年度 24,077千円）

子どもたちの発育支援のための健康診査や医療費の助成を行います。 また、 妊娠中の健康診査や

不妊治療医療費の助成のための予算を計上しています。 こども医療費については助成を拡充し、 昨

年の 10月から個人負担が無料となっています。

子ども医療費助成　16,260千円、 妊婦健康診査・医療費助成　6,598千円
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霊苑管理費

担当課 環境農林課 事業費 2,677千円（前年度 1,465千円）

大野原、 城平、 松の木坂にある霊苑の維持管理費を計上しています。

修繕料　1,300千円、 清掃・草刈等　1,061千円

塵芥処理一般管理費

担当課 環境農林課 事業費 190,958千円（前年度 204,637千円）

ごみ処理にかかる一般的な費用を計上しています。

可燃ごみ処理委託（南魚沼市）　141,899千円、 不燃ごみ処理委託（南魚沼市）　46,887千円

塵芥処理費

担当課 環境農林課 事業費 110,600千円（前年度 109,400千円）

町内のごみ収集、 不法投棄されたごみ処理の費用を計上しています。 今年度より、 粗大ごみ収集

運搬業務委託費用を計上しています。

ごみ収集運搬（一般分、 マンション分）　109,000千円、 粗大ごみ収集運搬業務業務委託　1,200

千円

検診事業

担当課 健康増進課 事業費 11,570千円（前年度 11,699千円）

病気の早期発見、 早期治療のため健康診査や各種がん検診を行うための予算を計上しています。

各種健康診査　9,514千円

病院事業

担当課 健康増進課 事業費 204,935千円（前年度 154,935千円）

町立湯沢病院（湯沢町保健医療センター） は平成 14年８月に開院し、 公益社団法人地域医療振

興協会が指定管理者として運営を行っています。 良好な診療体制を維持するため、 計画的に医療

機器の更新などを行っています。

病院事業会計補助金　204,935千円

　湯沢町の財産でもある豊かな自然を守るため、その大切さや意義を町

民や事業者などと共有し、自然環境を保全する取り組みを総合的に推進

します。また、高齢社会に対応し、居住地域や季節にかかわりなく、町

民や湯沢町を訪れる人々が快適に過ごせる生活環境づくりを推進します。

Ⅳ　自然とともに生き、快適に暮らせるまちづくり

環境衛生一般管理費

担当課 環境農林課 事業費 9,529千円（前年度 8,246千円）

環境衛生の向上のための施策を実施します。

事務補助賃金　2,008千円、 斎場業務委託（南魚沼市）　3,677千円、

雪シンポジウム開催地負担金　1,000千円
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ストックヤード管理費

担当課 環境農林課 事業費 1,764千円（前年度 3,719千円）

湯沢町資源ごみストックヤードの管理費を計上しています。

管理委託　837千円

し尿処理費

担当課 環境農林課 事業費 63,910千円（前年度 84,249千円）

し尿及び生活雑排水汚泥の処理のための経費を計上しています。 平成 28年度に引き続き、 し尿受

入施設の建設費負担金を計上しています。

し尿処理委託 （南魚沼市）　16,886 千円、 し尿処理施設整備負担金 （南魚沼市）　47,024 千円

交通安全対策費

担当課 環境農林課 事業費 2,345千円（前年度 2,724千円）

交通安全を推進するための各種事業を行います。

交通指導員等報酬・報償　770千円

ペレットストーブ購入補助費

担当課 環境農林課 事業費 500千円（前年度 500千円）

ペレットストーブとは、 木質ペレット（間伐材等を圧縮成型した小粒の固形燃料） を燃料とするストー

ブです。 １０万円を上限にストーブ本体の購入費用の 1/3を補助しています。

ペレットストーブ購入費補助金　500千円

消防総務費・消防団費

担当課 総務管理課 事業費 339,061千円（前年度 337,759千円）

南魚沼市に委託している消防業務、 湯沢町消防団の活動にかかる予算を計上しています。

消防業務委託（南魚沼市）　305,763千円、 消防団報酬・ 各種手当等　20,069千円、 総合事務

組合負担金　8,205千円、 消防団装備品等　1,027千円

水防費

担当課 総務管理課 事業費 487千円（前年度 229千円）

大雨等による災害を防ぐための予算を計上しています。

水防訓練等報償　293千円

災害対策費

担当課 総務管理課 事業費 39,867千円（前年度 37,326千円）

災害時の情報収集のための事業など、 防災・ 減災のための予算を計上しています。 今年度は三俣

地区の緊急告知ラジオ不感地帯解消事業や空き家実態調査事業を実施します。

緊急告知ラジオ運営委託　1,659千円、 空き家実態調査業務委託　5,000千円、 緊急告知ラジオ

不感地帯解消事業補助金　26,700千円、 緊急告知ラジオ施設維持管理負担金　1,680千円

災害復旧費

担当課 各所管課 事業費 20,197千円（前年度 19,169千円）

災害による被害があった場合の復旧にかかる費用を計上しています。

公共土木施設災害応急復旧費　9,871 千円、 農林土木施設災害応急復旧費　4,288 千円、 その

他施設災害応急復旧費　6,038 千円
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克雪住宅整備事業

担当課 建設課 事業費 2,240千円（前年度 2,290千円）

町民の雪下ろしに伴う経費負担及び危険防止を図るため、 克雪住宅の新築または既存住宅を克雪

住宅に改築する費用の一部を補助します。 また、 定住人口の増加を目的に移住者が対象となる場

合は補助金の上乗せがあります。

克雪すまいづくり支援事業補助金　2,240千円

除雪対策費

担当課 建設課 事業費 285,024千円（前年度 263,863千円）

冬期間の道路交通確保は、 町民の生活環境を確保していくうえで重要な対策です。 町では消雪パ

イプと機械除雪を主体に、安全で効率の高い除雪を目指します。 また、歩行者空間確保については、

通学路を中心に小型除雪機械による歩道除雪を行います。 今年度は、 小型ロータリー除雪車購入

費用を計上しています。

車道・ 歩道除排雪、 道路パトロール　138,700千円、 消雪施設電気料　53,700千円、 除雪機械・

消雪施設修繕料　31,600千円、 凍結防止剤散布　10,000千円

土木総務管理費

担当課 建設課 事業費 2,632千円（前年度 4,999千円）

総務費として、 土木費全般にかかる予算を計上しています。

車輌維持管理費　831千円

道路橋梁維持管理費

担当課 建設課 事業費 53,835千円（前年度 81,519千円）

町道及び橋梁の維持管理、 修繕にかかる経費を計上しています。

道路・ 橋梁修繕料　23,500千円、 道路台帳等整備　1,500千円、 道路等パトロール　2,200千円、

草刈、 清掃、 街路樹剪定　14,140千円、 測量、 設計、 登記、 杭設置　3,900千円

道路橋梁新設改良事業

担当課 建設課 事業費 285,100千円（前年度 238,800千円）

優先順位を考慮しながら必要な個所を順次改良しています。 本年度は、 赤湯線道路拡幅、 田中

平沢線側溝新設のほか、 舗装修繕、 消雪パイプの修繕、 橋梁等の点検・ 調査を行います。

道路 ・橋梁改良事業　285,100 千円

交通安全施設一般管理費

担当課 建設課 事業費 14,470千円（前年度 10,370千円）

区画線の塗替えやカーブミラー・ 道路照明等の修繕など、 道路に必要な交通安全施設の維持管理

を行います。

修繕料　10,050千円、交通安全施設設置・撤去　2,870千円、交通安全施設取付等　1,500千円

木造住宅耐震診断・改修事業

担当課 建設課 事業費 21,060千円（前年度 21,060千円）

町民の防災意識の向上と災害に強いまちづくりを推進するため、 木造住宅等の耐震診断・ 耐震改

修にかかる費用の一部を補助します。

民間特定建築物耐震改修事業補助金　20,000千円
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河川管理・維持改修費

担当課 建設課 事業費 4,564千円（前年度 4,777千円）

水路や河川の管理・維持改修にかかる予算を計上しています。

修繕料　1,600千円、 土砂上げ等　2,300千円

公園施設長寿命化対策支援事業

担当課 建設課 事業費 46,000千円（前年度 62,000千円）

公園長寿命化修繕計画に基づき、中央公園施設の改修を行います。 カルチャーセンタ及びレジャー

プールの機械装置等の改修を行います。

カルチャーセンター及びレジャープール改修　46,000千円

公園施設長寿命化計画策定

担当課 建設課 事業費 12,000千円（　新規事業　）

都市公園施設長寿命化計画策定のための費用を計上しています。 今年度は調査を行い、 来年度

は計画を策定します。

都市公園施設長寿命化計画策定調査　12,000千円

都市計画施設維持費

担当課 建設課 事業費 174,743千円（前年度 190,504千円）

都市公園、 都市計画駐車場、 駅前広場等の維持管理や修繕のための経費を計上しています。 今

年度は、 東口駅前広場歩道改修及びアーケード改修等を予定しています。

都市計画施設等修繕　15,400千円、 中央公園指定管理料　66,500千円、 東口駅前広場改修工

事　33,200千円、 除雪等雪対策費　20,650千円

住宅管理費

担当課 建設課 事業費 1,893千円（前年度 2,053千円）

町営の原新田住宅、 東山住宅、 大野原住宅の維持管理や修繕のための経費を計上しています。

修繕料　1,200千円

水道事業費

担当課 上下水道課 事業費 8,312千円（前年度 12,721千円）

安全で安心な水質の確保と安定供給を図るため、 施設の整備と維持管理を行っています。 水道事

業は町の一般会計とは別の会計を作り独立して管理運営しており、 一般会計からは補助金として経

費の一部を補助しています。

水道事業会計補助金　8,312千円

都市公園事業

担当課 建設課 事業費 28,100千円（　新規事業　）

中央公園施設の整備にかかる費用を計上しています。 今年度は、 フットサルコートのナイター照明を

設置します。

フットサルコートナイター照明設置等　28,100 千円

下水道費

担当課 上下水道課 事業費 640,000千円（前年度 610,000千円）

下水道事業は町の一般会計とは別の会計を作り独立して管理運営しており、 一般会計からは繰出

金として経費の一部を補助しています。

下水道特別会計繰出金　640,000千円
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