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令和２年度当初予算主要事業の説明

                                                                                      (単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

Ⅰ 安心して暮らせるまち ～子育てと福祉

子育て世代マイホーム補助金（子育て応援課）〔3-5-6、6-2-2〕―― 158,000

子どもを産み、子育てを始める世帯及び現在子育て中の世帯の定住をより一

層促進するため、市内において住宅を新築又は購入、若しくは住宅を改修する

方を対象に、住宅取得及び改修に係る経費又は住宅ローンの利子の一部を補助

する。 

子育て住宅購入費補助                  125,000 

新築・建売・中古 

1 件当たり 新築・建売 最大 150 万円 

1 件当たり 中古    最大 100 万円 

子育て住宅ローン利子補給                 1,000 

   新築・建売、リフォーム、中古 1 件当たり最大 20万円 

子育て住宅リフォーム費補助               32,000 

   リフォーム 1 件当たり最大 100 万円 

 保育園施設整備事業費（子育て応援課）〔3-5-3〕―――――――― 676,093

○臨小淵沢保育園建設事業           

子どもが安全・安心な保育環境のもと楽しく快適に過ごせるよう、小淵

沢西・小淵沢東保育園の統合による園舎の建て替えを行う。 

また、保育園整備計画に基づき、白州保育園について、地域との共同に

より施設整備のあり方を検討するための組織づくりを行う。 

 乳幼児専門チームによる健診事業費（ほくとっこ元気課）〔3-5-2〕 

○臨子どもの視力検査機の購入            1,307 

3 歳児健診などでスポットビジョン（視力検査機）を活用しながら、弱

視の早期発見、適切な治療につなげる。 

○新ほくとっこ誕生事業費（ほくとっこ元気課）〔3-5-2〕―――――― 21,321

子の誕生は、両親や家族にとってとても喜ばしいことであり、希望の光であ

り、北杜市に誕生した全ての子どもは市の宝である。 

次世代を担う全ての子どもの誕生を家族とともに喜び、祝意を届けたいとの

思いから第 1子から記念品と祝金を贈呈する。 

     １子 10万円 

市費  158,000 

市債  637,500 

繰入金  34,000 

市費    4,593 

市費   1,307

市費    21,321
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

こうのとり支援事業費補助金（ほくとっこ元気課）〔3-5-2〕――――― 3,882

子を授かり、生命を育むことで豊かな人生が送れるよう不妊治療に対して助

成する。また、令和 2年度から不妊治療の対象を拡大し、更なる拡充を図る。

補助先 原則、治療開始時の妻の年齢が 43歳未満である者 

限度額 特定不妊治療（所得制限無し） 

     1 回 100,000 円 通算 6回まで（治療初診日における妻の年齢

が 40歳以上である場合は通算 3回まで） 

○新一般不妊治療（年齢及び所得制限無し） 

         1 年度 50,000 円 通算 3年度まで 

○新男性不妊治療（所得制限無し） 

         1 回 50,000 円 通算 6回まで 

生活困窮者自立支援事業費（福祉課）〔3-2-3〕――――――――――― 756

○新わくわくどきどきフードドライブ 

 子どもの成長を助けるため、長期休暇期間中での、子どもに対する食の

応援を行う。

○臨新北杜市病院改革プラン策定事業費（健康増進課）〔3-1-2〕――― 11,807 

   県が策定した地域医療構想を基に、持続可能な病院経営と効率的で不足のな

い医療提供体制の構築のため、新たな病院改革プランを策定する。

市立病院等施設整備等事業費（健康増進課）〔3-1-2〕――――― 1,161,640 

○臨市立塩川病院空調設備改修事業         328,702 

市民への医療サービスが安定的に提供できるよう、空調設備の改修を行

う。 

○臨市立甲陽病院医療情報システム更新業務事業   181,396 

     適切な医療情報管理と医療提供体制を維持するため、医療情報システム

の更新を行う。 

介護予防普及啓発事業費（介護支援課）〔3-3-2〕 

○新健康寿命の延伸プロジェクト事業 901

東京大学高齢者社会総合研究機構のサポートを受けながらフレイルト

レーナーやフレイルサポーターを養成し、高齢者が社会参加する中で地域

のフレイル（虚弱）防止・介護予防活動を積極的に行う。

市費   3,882 

市費    756 

市費   11,807 

県支    2,750 

繰入金 226,427 

市債  732,600 

留保資金 199,863 

【病院事業特会】

交付金     243 

国支      225 

県支      113 

繰入金     113 

市費       207 

【介護特会】
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

生活支援体制整備事業費（介護支援課）〔3-3-2〕 

   多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推

進を図るため、生活支援コーディネーターの配置及び協議体を設置する。 

○新地域支え合い推進事業            8,000 

生活支援体制整備（第 2層協議体）業務委託（2圏域） 

国支    3,080 

県支      1,540 

繰入金   1,540 

市費    1,840 

【介護特会】

Ⅱ 活気あふれるまち ～雇用と産業

○新しごと応援プロジェクト事業費（企画課、商工・食農課） 

〔2-2-3、2-3-1、2-3-2、6-1-2、6-2-2〕―――19,615

移住定住・しごと相談窓口と連携し、新たな雇用、企業の創出を目指し、増

加する雇用相談等に対応するため、雇用施策の充実及び強化を図る。 

合同企業ガイダンス事業             4,576 

 移住者、若年者、U・Iターン就職希望者等の就業支援を行う。 

雇用対策・人材育成セミナー           3,200 

 企業の採用戦略支援、能力開発支援等のセミナーを開催する。 

○臨【共生】「就活女子会」事業          1,306 

     企業で働く女性を集めた「就活女子サポート隊」を編成し、女子学生及

び女性求職者に対し、働く魅力及びライフスタイルに合った働き方等を伝

える「就活女子会」を開催する。 

女性起業家交流会                1,399 

     起業を目指す女性や、既に起業している女性の方々を対象に、参加者同

士の交流を促進し、起業にあたっての有効な関係性を構築するネットワー

クづくり等、女性の活躍支援を行う。 

   企業立地推進活動事業              1,150 

     企業の魅力発信、人材確保支援等を行い、企業の立地を推進する。 

   移住定住応援地域おこし協力隊          3,984 

        少子高齢化や若者の都市部への流出による人口減少に対応するため、 

都市部からの人材を積極的に受け入れ、住まいやしごと等の移住定住施策

を推進する担い手として人材を育成する。 

   移住定住応援地域おこし協力隊支援機関補助金   4,000 

     地域おこし協力隊が行う住まい、しごと等の移住定住施策を指導、支援

する支援機関に対し、補助金を交付する。 

市費   19,615 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

 保育施設維持管理事業費（子育て応援課）〔1-1-1、2-1-2、3-5-3〕 

○新いただきま－す！おいしいごはん！        17,607 

     おいしいごはんを食べて、北杜の魅力を伝えるとともに、生産者への

理解を深め、感謝する心を養うとともに北杜市の農文化、食文化を継承

し北杜市ならではの食育・地産地消を推進するため、安全・安心な北杜

市産のお米を主食に取り入れ、完全給食を実施する。 

県営土地改良事業費（農地整備課）〔2-1-1、3-6-3〕―――――――― 219,711

土地改良施設耐震対策事業               51,700 

市民の安全安心な生活のため、令和 6 年度までに 21 箇所のため池改

修を実施する。 

かんがい排水事業                   11,815 

畑地帯総合整備事業

   中山間地域総合整備事業 

対象地区 事業費 負担率 負担金 

長坂(米山) 10,000 11.0％ 1,100

長坂(東村) 30,000 11.0％ 3,300 

高根(五町田) 230,000 11.0％ 25,300

小淵沢（神田） 100,000 11.0％ 11,000

高根(女蚊窪) 100,000 11.0％ 11,000

対象地区 事業費 負担率 負担金 

朝穂堰 80,000 14.3％ 11,440

楯無堰 150,000 0.25％ 375

対象地区 事業費 負担率 負担金 

茅ヶ岳西麓 70,000 20.0％ 14,000

対象地区 事業費 負担率 負担金 

甲斐駒東部 131,000 15.0％ 19,650

寄附金  14,900 

市費   2,707 

分担金  45,140 

県支   44,060 

繰入金  10,000 

市債   113,800 

市費     6,711
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                                                                          (単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

農地環境整備事業 

耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 

経営体育成基盤整備事業 

農地中間管理機構関連農地整備事業  

農村地域活性化農道整備事業 

森林経営管理事業費（林政課）〔2-1-4、5-1-2〕―――――――――― 12,640

平成 31 年 4 月から開始された森林経営管理制度に基づき、森林所有者に対

する経営管理意向調査に向けた事前準備を進める。 

○新木材利用促進事業費（林政課）〔2-1-4〕――――――――――――― 50

「植林、育成、収穫、利活用」の森林サイクルを確立するため、市内で生産

される木材の利活用を促進する。 

○新杜育プロジェクト事業費（林政課）〔5-1-2〕―――――――――――― 486

木のぬくもりを感じることができる環境を整備し、森林環境を守る気持ち

と心豊かな「ほくとっこ」の育成を図るとともに、各家庭において、森林が持

つ公益的機能や森林を守る重要性の啓発を図る。

対象地区 事業費 負担率 負担金 

明野(天王原) 10,000 15.0％ 1,500

対象地区 事業費 負担率 負担金 

武川(中山) 100,000 17.5％ 17,500

対象地区 事業費 負担率 負担金 

須玉（穂足） 110,000 17.5％ 19,250

対象地区 事業費 負担率 負担金 

小淵沢（尾根） 200,000 17.5％ 35,000 

対象地区 事業費 負担率 負担金 

大泉（谷戸） 100,000 30.0％ 15,000

譲与税   12,640 

譲与税     50 

譲与税     486 
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                                                                         (単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○新山紫水明整備事業費補助金（林政課）〔2-1-4、5-1-2〕――――― 18,123

森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に

発揮させることを目的として森林整備を行う者に対し助成する。 

区   分 補助金または補助率 

所有者本人が行う場合 
1ｈａ当たり 142,000 円 

ボランティア等が行う場合 

業者に委託して実施する場合 

補助対象経費の 95％以内 

（ただし、実行経費が補助対象経費を下

回った場合は、実行経費の 95％以内）

里山整備事業費補助金（林政課）〔2-1-4、5-1-2〕―――――――― 17,332 

森林の荒廃を防止し、国土の保全及び水源涵養等森林の機能を最大限に引き

出すため、森林整備を行う者に対し助成する。 

補助対象者 補助金額 

森林経営計画を策定し、山梨

県補助金等交付規則に基づき

補助金を受けた者 

補助対象経費の 95％から国県補助

額を差し引いた額 

地産地消関連施設整備事業費（商工・食農課）〔2-1-2、6-1-2〕――― 65,181

地産地消の活性化を図るため、市内にある農産物直売施設及び農産物加工施

設の整備を行う。 

○臨【共生】旧道の駅こぶちさわ改修事業 238,951 

○臨道の駅はくしゅう空調設備改修事業       23,513 

○臨道の駅南きよさとトイレ改修工事設計業務     2,717 

観光ＰＲ事業費（観光課）〔7-1-1〕 

○臨東京 2020 オリンピック・パラリンピックキャンペーン事業 

     1,591

東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会期間、有明地区で開催

される「2020 ホストタウンハウス」に参加し、本市の特産品の展示や、

外国人向けパンフレット等を活用しながら、海外各国の選手や観覧す

るため訪日する外国人をターゲットに本市の魅力をＰＲする。

譲与税  13,791 

市 費   4,332 

繰入金  17,332 

市債   60,800 

市費    4,381 

市費    1,591
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                                                                                          (単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

観光施設管理事業費（観光課）〔7-1-5〕 

○臨長坂駅前環境整備事業                    55,079 

     利用者の安全安心な環境と利便性向上を図るため、市営長坂駅前駐車場

の一部を活用して、多目的・男性用・女性用トイレを整備する。 

ユネスコエコパーク推進事業費

○臨【共生】南アルプスユネスコエコパーク推進事業費（観光課）

〔5-1-3、6-1-2、7-1-3〕――― 33,929

南アルプスユネスコエコパークの甲斐駒ヶ岳を中心としたエリアにおけ

る自然環境や生物生態系の保全及び伝統文化の継承に取り組む。また、世界

に誇る清らかな水を育む豊かな自然を、市民共有の財産として活用しながら

交流や連携を広げ活力あるまちづくりに取り組む。 

白州太鼓橋改修工事              21,780 

登山道等注意喚起案内板設置工事        1,529 

○臨【共生】南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会補助金（観光課） 

〔5-1-3、6-1-2、7-1-3〕――― 2,205

北杜市南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会の活動支援を行い、エ

リアにおける自然環境の保全・保護、文化･教育の充実、観光振興に係る事

業を推進する。 

甲武信ユネスコエコパーク推進事業費（観光課、須玉総合支所） 

〔5-1-1〕―――――― 7,701

甲武信ユネスコエコパークにおける市民認知度及びエリア内の気運の向

上やユネスコエコパーク推進に対する理解と地域における持続可能な取組

を推進する。 

ユネスコエコパークＰＲ、情報発信事業     2,684          

ユネスコエコパークＰＲ看板設置工事          999 

河川及び道路等の清掃事業            250 

環境教育事業                  107 

甲武信ユネスコエコパーク地域連絡会補助金（観光課）〔5-1-1〕――― 1,651

北杜市甲武信ユネスコエコパーク地域連絡会の活動支援を行う。地域市

民や関係団体が、地域の自然や歴史文化を学び、将来への活動目標や方針、

環境保全と活用のビジョンの策定を行う。

県支   10,000 

市債   41,100 

市費     3,979 

繰入金 2,885 

市債   21,700 

市費    9,344 

繰入金    2,205 

繰入金    5,976 

市費   1,725 

繰入金    1,651 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

地域ブランド創出支援事業費（商工・食農課）〔2-2-1〕―――――――  1,600

 豊かな水や自然環境がもたらす地域資源を活用し、地域ブランド力を高める

ための新商品開発や販売促進活動に取り組む。 

高校生と共に誇れる「食杜北杜」プロジェクト事業   

市内事業者と高校生が連携し、新商品を開発し、ビジネスに繋げるこ

とを通して、地域の稼ぐ力を醸成するとともに、若者が地域の魅力を

理解することで、「住み続けられるまちづくり」を推進する。 

○新ほくとの頑張る企業・女性の活躍応援プロジェクト事業費（再掲） 

（政策推進課、商工・食農課）〔2-2-2、2-3-2、8-1-4〕― 3,723

本市の産業を支えている企業の継続的な発展により、豊かで活力のある北杜

市を実現することができるため、これまでの取組に「ほくとの頑張る企業」＆

「女性の活躍応援」プロジェクトを加え、企業と協働で事業を実施し、新たに

企業と共に地域産業の発展を目指し、本市の活性化を図る。 

寄附金   1,600

市費      3,723 

Ⅲ 夢響きあうまち ～教育

小学校施設等整備事業費（教育総務課）〔1-1-2〕――――――――― 170,485

各小学校施設について、安全及び安心な学びやすい環境を確保する。

○臨小学校施設等中長期保全化事業      114,169     

   小学校施設等中長期保全化計画に基づき、学校施設の改修等を実施す

る。 

    明野小学校改修工事      13,024          

小淵沢小学校改修工事     45,474 

武川小学校屋内運動場改修工事 55,671

中学校施設等整備事業費（教育総務課）〔1-1-2〕――――――――― 140,247

各中学校施設について安全及び安心な学びやすい環境を確保する。

○臨高根中学校電話設備更新工事        2,015 

○臨長坂中学校多目的ホール空調設備整備工事 37,510

○臨白州中学校屋内運動場改修工事 92,171

○臨甲陵中学校廊下落下防止柵改修工事    1,177

公営アカデミー学習応援事業費（教育総務課）〔1-2-1〕―――――――  1,192 

  小中学生を対象に地域の人材（教員ＯＢ、ＯＧ、大学生等）を活用して、放

課後や夏休み及び冬休み期間中に自主学習の支援を行う。

繰入金  12,000 

雑入   15,000 

市債  129,200 

市費   14,285 

市債  129,600 

市費   10,647

市費   1,192
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

小中学校単独補助教員等配置事業費（教育総務課）〔1-1-1〕―――   164,732

児童生徒の学校生活及び授業における支援のため補助教員を配置し、少人数

授業、ティームティーチング等、きめ細かな学習指導を行う。また、特別支援

学級への入級の対象にならない児童及び生徒の普通学級での学習指導を行う。

    補助教員   小学校 20 人  中学校 10 人 

   教育支援員  小学校 11 人 

   司  書   小学校  8 人  中学校  8 人 

   業 務 員   小学校  9 人  中学校  8 人 

浅川兄弟顕彰事業費（学術課）〔7-2-2〕―――――――――――――   6,400

○臨次世代につなぐ継承事業               
     浅川兄弟の功績を次世代の子どもたちに伝えていくため、兄弟の生涯を

描いた漫画を制作する。 

市費   164,732 

繰入金   6,400

Ⅳ 暮らしに花を咲かせるまち ～スポーツと芸術

○臨東京オリンピック・パラリンピック推進事業費（生涯学習課）〔1-3-3〕 

――― 8,535

   56 年ぶりに開催される東京オリンピック・パラリンピックを本市もホスト

タウンとして大会を盛り上げるとともに、この大会を契機に様々な交流を通し

て、市民・企業等と一緒に北杜市の知名度を向上させる取組を積極的に進める。

～関連事業～ 

○臨東京オリンピック・パラリンピック婚活イベント開催（企画課） 

1,109 

緑のカーテン推進事業（環境課） 

東京オリンピック・パラリンピックで彩る地球の健幸

456 

○臨東京 2020 オリンピック・パラリンピックキャンペーン事業（観光課）

          1,591 

    稲絵アートフェスティバル（観光課）      1,434 

○臨【共生】ＢＭＸ・ビーチバレー普及事業    770 

繰入金  8,000 

雑入    276 

市費     259 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

文化財保護・管理事業費（学術課）〔7-2-1〕―――――――――――  13,349

 かけがえのない市の財産である天然記念物の樹勢回復事業等指定文化財

の保護及び管理を行う。 

○臨山高神代ザクラ第 2次天然記念物再生事業    7,438 

      国指定天然記念物「山高神代ザクラ」の樹勢回復を図るため、第 2次

再生事業を実施する。 

○臨旧平田家住宅保存事業             4,726 

  国指定重要文化財「旧平田家住宅」の地盤調査、構造診断及び屋根葺

替工事を実施する。 

生涯スポーツ推進事業費（生涯学習課）〔1-3-1、6-1-1、6-1-2、7-3-1〕 

○臨社会体育推進構想検討事業             ４   200 

  市内の社会体育全体の在り方や社会体育施設を有効に活用した生涯ス

ポーツの推進等について検討する。 

○臨社会体育施設整備事業費（生涯学習課）〔1-3-1、3-6-2〕―――――  297,115

スポーツでつなぐ健幸拠点施設整備事業（再掲）  285,472 

生涯スポーツの推進拠点として、また、ドクターヘリの発着場など防

災上の拠点施設として今後重点的な整備が必要な長坂総合スポーツ公

園について、通年で市民が気軽にスポーツに参加し、楽しめる環境づく

りとスポーツによる健康で豊かな地域づくりを目的として陸上競技場

を人工芝に改修する。 

白州体育館周辺舗装工事             10,450 

ドクターヘリ発着時及び緊急車両等の進入路確保のため、白州体育館

の周辺を舗装する。 

小淵沢総合グラウンドトイレ改修工事        1,193 

国支   5,769 

県支   2,884 

寄附金  2,000 

雑入     640 

市費   2,056 

市費    200 

繰入金  14,000 

市債  281,100 

市費    2,015 

Ⅴ 自分らしさを探せるまち ～若者と女性の活躍

○新ほくとの頑張る企業・女性の活躍応援プロジェクト事業費 

（政策推進課、商工・食農課）〔2-2-2、2-3-2、8-1-4〕―――― 3,723

本市の産業を支えている企業の継続的な発展により、豊かで活力のある北

杜市を実現することができるため、これまでの取組に「ほくとの頑張る企業」

＆「女性の活躍応援」プロジェクトを加え、企業と協働で事業を実施し、新

たに企業とともに地域産業の発展を目指し、本市の活性化を図る。

市費       3,723

10



(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

 【共生】結婚支援事業費（企画課）〔6-1-2、6-2-3〕 

   出会いの機会創出事業 

○臨東京オリンピック・パラリンピック婚活イベント開催 1,109 

  八ヶ岳定住自立圏の連携を生かし富士見町・原村とＰＲ活動を強化し

ながら、東京オリンピック開催後の 10 月中旬に白州町をメインとした

婚活イベントを開催する。 

農業次世代人材投資資金交付事業費補助金（農業振興課）〔2-1-2〕― 48,750

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後の

所得を確保することにより、市内農業への定着を図る。

北杜もり上げ隊チャレンジ事業費（政策推進課）〔6-2-2、6-2-3〕――― 1,785

「お宝いっぱい 健幸北杜」の推進を図るため、北杜もり上げ隊による施策の

提案及び事業を実施する。 

○臨中高生の放課後の居場所づくり事業         1,785 

放課後における居場所づくりとして、安全で気軽に立ち寄れる場所を

設置し、この場所を拠点として自発的に地域課題や関心のあることに取

り組む中で、将来地元に回帰し北杜市を担う人材の育成を行い、定住人

口の促進を図る。 

雑入    200 

市費    975

県支   48,750 

市費   1,785

Ⅵ 健幸北杜を支える基盤

○臨国土強靭化地域計画策定事業費（政策推進課）〔3-6-1、3-6-2、3-6-3〕 

―――― 159

本市で想定される自然災害全般を想定して、被害を軽減し、迅速に復興でき

る体制を整えるため、国土強靭化地域計画を策定する。 

ペダル踏み間違い加速抑制装置整備事業費補助金（企画課）〔3-8-1〕 

――  3,120

高齢ドライバーの交通事故防止と事故時の被害軽減を目的として、北杜市内

に居住する高齢ドライバーに対し、ペダル踏み間違い加速抑制装置を整備する

費用について補助金を交付する。 

    対象者 65 歳以上の者（車両 1台かつ 1回限り） 

    補助額 補助対象経費の 2分の 1以内（限度額 26,000 円） 

市費    159 

市費   3,120

11



(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

災害対策基金積立金（財政課）〔8-3-1〕――――――-――――――  10,476

災害時の復旧、復興事業等の災害対策に要する臨時的経費の財源を確保す

る。 

○新減災力の強いまちづくり推進事業費（消防防災課）〔3-6-2〕―――  59,891

   大規模災害が発生した際、家庭や地域の被害を最小限にするため、日ごろか

ら自主的に減災へ取り組み、自助力、共助力を強化することを目的とした人材

育成や、自主的な避難所運営のための支援を行うとともに、大規模災害に備え、

他の自治体との連携や、安全で快適な避難所生活の確保に努めるなど、減災力

の強いまちづくりを推進する。 

   また、広域避難所や災害拠点施設の必要性等について、関係団体や企業、市

民を中心とした検討組織による検討を進める。 

    地域減災リーダー育成・出前塾開催事業    747 

    特定地区総合防災訓練開催事業        312 

○臨トイレトレーラー整備事業        19,660 

大規模災害発生時に不足するトイレ対策強化のため、県内自治体に

先駆けて、水洗の洋式トイレ 4 個室が配備されたトイレトレーラーを

整備する。これにより、大規模災害発生時に不足するトイレ対策を強

化するとともに、トイレトレーラー所有自治体との災害派遣トイレネ

ットワークプロジェクトを構築し、非常時におけるトイレ支援を相互

に行えるよう自治体間の共助力を高める。 

○臨一時避難所施設改修費補助金       20,000

身近な地域の集会所等を一時避難所として安全に利用できるよう、

集会所等の改修費用の一部に対する補助を 3 か年の緊急対策として実

施する。 

      補助先   北杜市自主防災組織育成推進実施要綱に基づき、市長に

届け出た自主防災組織の代表者又は活用する一時避難所

を明記した地区防災計画を策定している地区の代表者 

      補助率   事業費の 2分の 1以内 

      補助限度額 100 万円 

○臨常備用発電機購入            18,018 

  台風などの自然災害による大規模停電に備え、消防団活動や一時避

難所運営に対応できるよう、消防団各部へハイブリッド式の可搬型発

電機を整備する。 

寄附金  10,476 

繰入金  40,000 

市債    16,700

市費     3,191 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

県営土地改良事業費（再掲）（農地整備課）〔2-1-1、3-6-3〕 

土地改良施設耐震対策事業              51,700 

市民の安全安心な生活のため、令和 6年度までに 21 箇所のため池改修

を実施する。 

急傾斜地崩壊対策事業費（道路河川課）〔3-6-3〕――――――――― 14,500

急傾斜地崩壊による災害を防止するための県営事業に対する負担金 

実施地区 上神取地区（明野町）上八巻・馬場‐１地区 中小倉地区 

下八巻地区 藤田‐３地区（須玉町）

河川改修事業費（道路河川課）〔3-6-3〕――――――――――――― 30,000

災害の防止と安全確保のため、河床及び護岸が洗掘され、隣接している宅地、

道路等が崩落する危険性がある箇所について改修を行う。

○臨社会体育施設整備事業費（生涯学習課）〔1-3-1、3-6-2〕 

スポーツでつなぐ健幸拠点施設整備事業       285,472 

生涯スポーツの推進拠点として、また、ドクターヘリの発着場など防

災上の拠点施設として今後重点的な整備が必要な長坂総合スポーツ公

園について、通年で市民が気軽にスポーツに参加し、楽しめる環境づく

りとスポーツによる健康で豊かな地域づくりを目的として陸上競技場

を人工芝に改修する。 

市民バス運行事業費（企画課）〔4-4-4、6-1-2〕―――――――――― 187,217

「みんなでつくり、守り、育てる」地域公共交通の実現に向け、新たに幹線

と支線を有機的に組み合わせ、定時定路線・デマンド交通の特色を生かした市

民バスを運行する。

○臨市民バス入替購入 2台 49,677

【共生】圏域公共交通対策事業  13,616 

    北杜市と富士見町のデマンド交通を相互接続させる。 

対象地区 事業費 負担率 負担金 

長坂(米山) 10,000 11.0％ 1,100

長坂(東村) 30,000 11.0％ 3,300 

高根(五町田) 230,000 11.0％ 25,300

小淵沢（神田） 100,000 11.0％ 11,000

高根(女蚊窪) 100,000 11.0％ 11,000

市債    51,700 

市債   13,200 

市費   1,300

市債   30,000 

繰入金  14,000 

市債   271,100 

市費        372 

使用料  20,010 

県支    9,080 

市費    158,127 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

防災・安全社会資本整備交付金事業費（修繕）（道路河川課）〔4-4-2〕 

――――― 620,000 

国の交付金を活用し、橋梁長寿命化修繕計画等に基づいた修繕を行う。 

市道若神子・下黒澤線のり面修繕・補強        208,000 

市道若神子・若神子新町 1号線のり面修繕・補強    64,000 

トンネル長寿命化修繕               116,000 

橋梁長寿命化修繕（大武川橋外 5橋）         161,000 

環境保全事業補助金（政策推進課）〔5-1-1〕―――――――――――― 9,500

環境保全基金を活用し、市内のボランティア団体等が行う環境保全活動に対

し助成する。

補助先 市内において環境保全活動を行う団体

補助率 原則 事業費の 3分の 2以内 

○新食品ロス削減推進事業費（環境課）〔5-3-1〕―――――――――――― 102

   まだ食べることのできる食品が廃棄されないようにするための社会的な取

組を実施するため、「食べきり」の意識向上と実現のための普及、啓発活動を

行う。 

○新地域マイクログリッド構築モデル事業費（環境課）〔5-2-3〕―――― 30,000

「クリーンエネルギーのトップランナー」として評価の高い本市の恵まれた

自然環境、社会基盤を基に、災害時での安定した電力供給といった再生可能エ

ネルギーの地産地消等、企業との協働による新たな利活用のための基本構想の

構築をモデル事業として進め、将来のエネルギー利用策の全国に向けた発信な

ど、災害に強い安全・安心なまちづくりの実現に向け、国と連携しながら進め

る。 

再生可能エネルギービジョンの策定            10,000 

地域マイクログリッド構築のためのマスタープランの策定 

                         20,000 

水道施設マイクロ水力発電施設整備事業費（環境課）〔5-2-3〕――   15,149

水道施設マイクロ水力発電所の非常時対応の環境整備を行う。

国支  255,816 

市債  329,600 

繰入金  34,000 

市費     584

繰入金 9,500 

市費    102 

国支     6,600 

雑入   15,000 

市費    8,400 

【新エネ特会】 

市費 15,149 

【新エネ特会】 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

北杜もり上げ隊チャレンジ事業費（再掲）（政策推進課）〔6-2-2、6-2-3〕― 1,785

「お宝いっぱい 健幸北杜」の推進を図るため、北杜もり上げ隊による施策の

提案及び事業を実施する。 

○臨中高生の放課後の居場所づくり事業      

放課後における居場所づくりとして、安全で気軽に立ち寄れる場所を

設置し、この場所を拠点として自発的に地域課題や関心のあることに取

り組む中で、将来地元に回帰し北杜市を担う人材の育成を行い、定住人

口の促進を図る。 

○新移住支援金交付事業費補助金（企画課）〔6-2-2〕―――――――― 4,200 

移住定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏

から本市に移住し、支給要件に該当する者に対して補助する。

補助額  2 人以上の世帯の場合 100 万円

単身世帯の場合 1 11 60 万円

○新しごと応援プロジェクト事業費（再掲）（企画課、商工・食農課） 

〔2-2-3、2-3-1、2-3-2、6-1-2、6-2-2〕―――19,615

移住定住・しごと相談窓口と連携し、新たな雇用、企業の創出を目指し、増

加する雇用相談等に対応するため、雇用施策の充実及び強化を図る。 

合同企業ガイダンス事業          4,576 

移住者、若年者、U・Iターン就職希望者等の就業支援を行う。 

雇用対策・人材育成セミナー           3,200 

   企業の採用戦略支援、能力開発支援等のセミナーを開催する。 

○臨【共生】「就活女子会」事業          1,306 

      企業で働く女性を集めた「就活女子サポート隊」を編成し、女子学生

及び女性求職者に対し、働く魅力及びライフスタイルに合った働き方等

を伝える「就活女子会」を開催する。 

女性起業家交流会                1,399 

      起業を目指す女性や、既に起業している女性の方々を対象に、参加者

同士の交流を促進し、起業にあたっての有効な関係性を構築するネッ

トワークづくり等、女性の活躍支援を行う。 

企業立地推進活動事業              1,150 

      企業の魅力発信、人材確保支援等を行い、企業の立地を推進する。 

市費 1,785 

県支    3,150 

市費    1,050 

市費   19,615 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

移住定住応援地域おこし協力隊          3,984 

         少子高齢化や若者の都市部への流出による人口減少に対応するため、

都市部からの人材を積極的に受け入れ、住まいやしごと等の移住定 

住施策を推進する担い手として人材を育成する。 

    移住定住応援地域おこし協力隊支援機関補助金   4,000 

      地域おこし協力隊が行う住まい、しごと等の移住定住施策を指導、支

援する支援機関に対し、補助金を交付する。 

○新きぼうの桜プロジェクト推進事業費（企画課）〔6-1-3〕――――――  2,457

   国指定天然記念物である「山高神代ザクラ」の子桜を東日本大震災等の被災

地に贈呈、植樹することにより復興を支援するとともに、地域間交流を促進す

る。 

地域課題早期対応事業費（各総合支所）〔8-1-4〕――――――――― 100,000

軽微な道路修繕など、地域が抱える様々な課題及び要望に対して、迅速に対

応を行う。 

広聴広報事業費（秘書広報課）〔8-1-3〕 

○新北杜市魅力発信事業                615  

シティプロモーションの一環として、本市で暮らし、遊び、楽しむ者

との協働により、本市の自然や食文化、生活環境や地元のイベントなど

魅力や情報を、自らのＳＮＳツールを用いて市内外に広く発信し、移住

定住人口の促進を図る。

○新普通財産有効活用事業費（管財課）〔6-2-2、8-3-3〕―――――――  15,101

子育て世代、移住者等の定住を図るため、市の普通財産の貸付けや売却によ

り有効活用する。 

情報系システム管理事業費（管財課）〔8-2-1〕 

○臨現場作業や災害時に活用できるタブレット型端末の導入事業 

                              3,756 

 統合型地図情報システム（GIS）を現場確認や災害時の現地確認等で活

用するため、タブレット型端末を導入する。 

寄附金  2,217 

雑入    240

繰入金  95,600 

市費    4,400 

市費      615 

財産収入 10,135 

雑入   4,966

繰入金  2,000 

市費   1,756 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

基幹系システム管理事業費（管財課）〔8-2-1〕 

○臨基幹系システム更新事業 415,034

強固なセキュリティによる住民情報の保護と運用コストの効率化を

図るため、クラウド型の基幹系システムを導入する。     

北杜市体育協会補助金（生涯学習課）〔1-3-1〕 

○臨スポーツ少年団指導者資格登録支援          260 

スポーツ少年団の育成とより活発な活動を支援するため、スポーツ少

年団指導者の資格登録を支援する。 

繰入金  402,100 

市費   12,934 

市費    260
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