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令和３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

新型コロナウイルス感染症緊急対策事業

○臨北杜市プレミアム付商品券事業費（新型コロナ対策課）―――――  510,735

市内商店等で使用できるプレミアム付商品券を販売し、地域経済の活性化や

消費拡大、市民生活の向上を図る。

   10,000 円分の商品券を 38,000 セット発行し、5,000 円で販売する。

   また、生活保護世帯等の支援を必要とする世帯に 10,000 円分の商品券を支

給する。

○臨感染症に強い「ふるさと北杜」ＰＲ事業費（新型コロナ対策課）――  3,322

「安全・安心なまち北杜」の取組情報のＰＲ動画を作成し、市内外に発信す

る。

ネットワーク管理事業費 

○臨デジタル化推進事業（管財課）―――――――――――――――  46,704

デジタル化社会に対応するための環境整備を行う。 

市民向け Ｗｉ－Ｆｉ環境整備（本庁舎・総合支所等） 

部長会議等オンライン環境整備 

市議会事務オンライン環境整備 

観光ＰＲ事業費 

○臨ほくと誘客推進事業（観光課） ――――――――――――――― 20,000

オンラインを活用した宿泊促進プロモーションにより市内への誘客を促

す。 

○臨中小企業者等信用保証料補助金（商工・食農課）―――――――――  4,000

中小企業者の資金の円滑化と負担の軽減を図るため、県信用保証協会に対す

る信用保証料を、県と連携し補助する。 

県の融資制度「経済変動対策融資」により資金を借り入れた場合、県が 2分

の 1、市が 2分の 1の保証料を補助する。 

○臨商工会活動支援事業費補助金（商工・食農課）――――――――――  1,000

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた市内事業者に活力を

取り戻すため、全力で取り組む商工会の活動を継続的に補助する。

雑入  190,000 

市費  320,735 

市費   3,322 

市費   46,704 

市費   20,000 

市費   4,000 

市費   1,000
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨持続化応援金（商工・食農課）――――――――――――――――― 60,000

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受ける市内中小

企業者等のうち、国の持続化給付金の対象とならなかった市内事業者及び、不

要不急の外出自粛等により、利用者の減少など大きな影響を受けている貸切バ

ス業・タクシー業に対して応援する。 

○臨小中学校学習支援体制強化事業費（教育総務課）―――――――- 42,324

児童生徒一人一人にあったきめ細かな対応を実現するとともに、新型コロナ

ウイルス感染症対応のために、教師や学校教育活動を支援する学習指導員及び

スクールサポートスタッフを配置する。 

学習指導員         小学校 9人  中学校 9 人 

    スクールサポートスタッフ  小学校 9人 

市費   60,000 

県支   25,056 

市費   17,268 
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８つの戦略的重点プロジェクト                 (単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

Ⅰ 市民協働・総参画により、躍動する市政の推進

○臨総合計画策定推進事業費（政策推進課）―――――――――――― 9,912 

市の総合的かつ計画的な行政運営を図り、「住みやすさ日本一、生まれてよ

かった、住んでよかった北杜市」に発展させ、「北杜新時代・幸せ実感・チャレ

ンジ北杜」を実現するため、第 3次北杜市総合計画を策定する。 

○新ほくと子ども育成戦略会議開催事業費（再掲）（政策推進課）――――― 542

第3次北杜市総合計画の策定に伴い、広く関係者の意見を反映させるため、

ほくと子ども育成戦略会議を開催する。

協力金制度推進事業費（企画課） ―――――――――――――――  249,893 

ふるさと納税パンフレットの作成、配布及び寄附者へ返礼品を送付すること

により、本市の魅力を市外にＰＲし、寄附者の獲得を図る。また、「企業版ふる

さと納税制度」を積極的に活用していくための調査及び研究を行う。 

きぼうの桜プロジェクト推進事業費（企画課）――――――――――― 5,499

宇宙ステーションに滞在した「山高神代ザクラ」の子桜を「宇宙桜」として、

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。また、

きぼうの桜参加自治体が一同に集まるサミットを開催し、地域間交流を促進す

る。 

防災訓練事業費（消防防災課） ―――――――――――――――――― 2,457

大規模災害を想定し、避難所開設訓練、情報伝達訓練、避難行動要支援者に

関する訓練等を実施する。 

減災力の強いまちづくり推進事業費（再掲）（消防防災課） ―――――  3,938

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、市民が日

ごろから自主的に減災へ取り組み、自助力、共助力の向上を目的とした人材育

成等を行うとともに、避難所の運営を主体的に行えるよう、特定地域総合防災

訓練を開催し、避難所ごとのマニュアルを構築する。また大規模災害に備えた

地域コミュニティの構築や他の自治体との連携を確保し、減災力の強いまちづ

くりを推進する。 

   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 

市費   9,912 

市費     542

寄附金  249,893 

寄附金  5,499

市費   2,457

市費    3,938
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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（再掲）（介護支援課）―――――――――― 16,912

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を配置し、住民が主体となって活動で

きる支え合い推進協議体を設置する。 

また、住民主体による高齢者の外出支援及び生活支援の活動を促進し、多様

な生活支援サービスの創出を図る。 

地域ブランド創出支援事業費（再掲）（商工・食農課）―――――――  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。 

地域振興事業費補助金（各総合支所）  ―――――――――――――  101,486

地域委員会から提案のあった事業について、補助金の交付を行う。 

生涯学習推進事業費（生涯学習課）  ――――――――――――――― 1,152

生涯にわたりいつでも、どこでも、だれでも学ぶことができる生涯学習社会

を実現するため、まなびの杜パスポート制度のポイント付与対象の拡充による

学習機会の提供と生涯学習情報誌「まなびの杜」を発行し、生涯学習を推進す

る。

芸術文化スポーツ振興基金活用事業補助金（生涯学習課）  ――――― 1,400

本市の新たな芸術及び文化活動を活発にするため、芸術文化スポーツ振興基

金を活用し、事業を実施する団体等に対し、補助する。

補助先 市民に優れた芸術文化スポーツの鑑賞機会等を提供し、芸術文

化スポーツの振興に寄与すると認められる団体

補助額 上限 30 万円

芸術文化自主・共催事業費（生涯学習課） ―――――――――――  17,272

一流の芸術及び文化に触れることで、市民文化の育成又は地域文化の発展に

つながるよう自主・共催事業をホール 3館で実施する。 

芸術文化スポーツ振興基金活用事業          1,384 

○臨【共生】文化芸術鑑賞・体験機会提供事業       7,858 

国支   10,400 

県支      3,256 

繰入金   3,256 

【介護特会】 

寄附金   1,600 

繰入金 101,486

市費   1,152

繰入金  1,400 

繰入金  1,384

雑入   2,650

市費  13,238
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

    一流の文化芸術の鑑賞会、子育て世代を対象としたミュージカルや音楽

会、子どもを対象とした多彩で優れた芸術鑑賞や楽器演奏体験の機会を提

供する。 

○臨【共生】演劇鑑賞・体験交流促進事業         3,658 

    地方で公演の場を求めている劇団を首都圏から誘致し、演劇鑑賞や、演

劇のワークショップを実施する。 

○臨【共生】大学等との連携による文化芸術創造事業   1,500 

市内 3ホールの特徴を生かし、文化芸術活動を行う首都圏の大学や民間

団体等の合宿を誘致し、練習の成果を市民が鑑賞できる機会を創出する。

芸術文化鑑賞・市民参加型事業              2,872 

○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） ―― 18,582

新型コロナウイルス感染症対策に万全を期す中で、ＢＭＸ競技、ビーチバレ

ーの事前合宿受入や普及事業を行い、企業との連携により、東京オリンピック・

パラリンピックを通じた交流促進及び地域活性化を図る。 

 【共生】ＢＭＸ・ビーチバレー普及事業           771 

     ＢＭＸ及びビーチバレーの普及を図るため、教室及び大会を開催する。

文化財保護・管理事業費 

○臨旧平田家住宅保存修理事業（学術課） ―――――――――――― 55,500

国指定重要文化財「旧平田家住宅」の屋根葺替工事を実施する。 

文化財活用推進事業費  

○臨梅之木縄文ムラ体感プログラム事業（学術課） ――――――― 12,425

日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」と連携し縄文文化資源の活用を

推進する。 

県支   13,403 

繰入金   5,079 

雑入    100 

国支   27,750 

県支   2,220 

寄附金  2,630 

市債   22,900 

国支   6,844 

市費   5,581 

Ⅱ 子どもが賑わう夢かなう子育て・教育の推進 

○新ほくと子ども育成戦略会議開催事業費（政策推進課）――――――― 542 

第3次北杜市総合計画の策定に伴い、広く関係者の意見を反映させるため、

ほくと子ども育成戦略会議を開催する。

市費     542 
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(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） ――――――――――――――――  3,368

若者の交流機会を拡充するため、出会いの場の提供、圏域内の結婚相談員の

情報の共有化、スキルアップ等を行う。 

   出会いの機会創出事業                    1,175 

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、コロナ過に配慮した婚活イベント等を開催する。  

きめ細やかな結婚支援事業                  2,193 

保育園施設整備事業費（子育て応援課） ―――――――――――― 113,968

○臨小淵沢保育園プール建設事業                105,468 

小淵沢西・小淵沢東保育園の統合により令和 4 年 4 月に開園する新園

舎の建設に伴い、保育園プールの建設を行う。 

放課後児童クラブ建設事業費（子育て応援課） ―――――――――  3,564

○臨白州放課後児童クラブ建設事業 

安全な環境整備に基づく「子どもたちの健やかな成長」を図るため、 

白州放課後児童クラブの整備を行う。 

子育て世代マイホーム補助金（子育て応援課）―――――――――― 163,000

子どもを産み、子育てを始める世帯及び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                   134,000 

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                  28,000 

     リフォーム 1 件当たり最大 100 万円 

妊婦・乳児一般健康診査事業費（ほくとっこ元気課） ――――――― 23,285

妊婦の経済的負担の軽減、乳児の異常の早期発見等のため、医療機関におけ

る健診に係る費用を助成する。

助成額：令和 2年度まで 88,210 円 → 令和 3年度から 97,750 円

妊婦一般健康診査 14 回  追加検査 6 回  

乳児一般健康診査  2 回 

雑入     200 

市費   3,168 

寄附金    5,000 

市債   100,100 

市費     8,868

繰入金  3,500 

市費      64 

市費  163,000 

市費     23,285 
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 (単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

学習応援事業費（教育総務課）  ―――――――――――――――――  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

課後並びに夏休み及び冬休み期間中に自主学習の支援を行う。

小中学校情報化推進事業費（教育総務課）――――――――――――  126,012

児童及び生徒が、情報化の進展に対応できる能力及び確かな学力を身に付け

ることを目指し、各小中学校の情報関係機器等を整備する。 

○新ＧＩＧＡスクールサポーター及びＩＣＴ支援員配置事業 

   23,375 

児童生徒一人一台端末等の有効活用を図るため、また、ＩＣＴ機器を

用いた授業支援を行うため、ＧＩＧＡスクールサポーター及びＩＣＴ支

援員の業務を委託する。 

小中学校単独補助教員等配置事業費（教育総務課）―――――――   192,042

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 15 人 中学校 9 人 

教育支援員  小学校 13 人 

司  書   小学校  9 人 中学校  8人 

業 務 員   小学校  9 人  中学校  8 人 

特別支援コーディネーター 1人 

○臨小中学校学習支援体制強化事業費（再掲）（教育総務課）―――――- 42,324

児童生徒一人一人にあったきめ細かな対応を実現するとともに、新型コロナ

ウイルス感染症対応のために、教師や学校教育活動を支援する学習指導員及び

スクールサポートスタッフを配置する。 

学習指導員         小学校 9人  中学校 9 人 

    スクールサポートスタッフ  小学校 9人 

寄附金  1,192

国支   3,767 

市費  122,245 

市費  192,042 

県支   25,056 

市費   17,268

Ⅲ 住みやすさ、元気・生き甲斐づくり 

市民バス運行事業費（企画課）――――――――――――――――― 145,183

「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。

使用料   9,890 

県支   5,910 

市費  129,383 
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨地域公共交通計画策定事業  4,714 

【共生】圏域公共交通対策事業  120 

北杜市と富士見町のデマンド交通を相互接続させる。 

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）―――――  1,560

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） 

ネットワーク管理事業費 

○臨デジタル化推進事業（再掲）（管財課） ――――――――――― 46,704 

デジタル化社会に対応するための環境整備を行う。 

市民向け Ｗｉ－Ｆｉ環境整備（本庁舎・総合支所等） 

部長会議等オンライン環境整備 

市議会事務オンライン環境整備 

介護予防普及啓発事業費（介護支援課） ――――――――――――― 4,797

介護予防講演会事業                 852 

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、講演会等を開催す

る。 

はつらつシルバーのつどい事業           1,641

介護予防の機能強化を図るため、各地域で保健福祉推進員が行う介護予

防講座に運動、栄養、口腔等に係る専門職を派遣する。 

健康づくり・介護予防応援ＷＥＢサイト運営事業      462 

健康づくりや介護予防に役立つ情報が集約されたＷＥＢサイトを活用し

て情報発信を行う。 

人生 100 年時代のマネジメント講座開催事業        345 

人生 100 年時代を生き抜く知恵、備え、様々な社会課題の解決策等の学

習機会を創出する。 

フレイル予防事業（健康寿命の延伸プロジェクト事業） 1,497 

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    1,560 

市費   46,704 

交付金   1,295 

国支    2,306 

県支      598 

繰入金     598

【介護特会】 
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

高齢者交流の場促進事業費（介護支援課） ―――――――――――― 4,659

要介護状態等になることを予防するため、介護予防に資するレクリエーショ

ン、健康増進活動等のための交流の場の創出と充実を図る。また、運営団体同

士の活動報告及び情報交換を行う交流会を開催し、今後の活動のヒントを得る

機会を提供することで、活動意欲及び資質の向上を図る。

生活支援体制整備事業費（介護支援課）――――――――――――― 16,912

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を配置し、住民が主体となって活動で

きる支え合い推進協議体を設置する。 

また、住民主体による高齢者の外出支援及び生活支援の活動を促進し、多様

な生活支援サービスの創出を図る。 

○新地域医療開業支援事業補助金（健康増進課） ―――――――――― 5,000

市内の地域医療を確保するため、市内に新たに診療所を開設する開業医に対

し、運営費を補助する。

補助先 市内において継続して 10年以上開業する見込みがある診療所

期 間 開業日の翌月から 5年間

     要 件 看護職員、助産師又は事務員の人件費

     限度額 500 万円／年度かつ総額 2,500 万円 

保健衛生事業事務費（健康増進課）―――――――――――――――― 4,340

○臨第 3次北杜市健康増進計画策定事業         1,714

市民の健康増進を総合的・効果的に推進するため、健康増進法に基づき

第3次北杜市健康増進計画を策定する。

○臨新北杜市病院改革プラン策定事業費（健康増進課）――――――― 11,759

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）――――――――――― 610,121

○臨市立塩川病院医療機器等整備事業               85,478 

     全自動散薬錠剤分包機、除細動器、人工呼吸器等 

○臨市立甲陽病院医療機器等整備事業               89,507 

  婦人科用超音波画像診断装置、リハビリ部門電子カルテシステム 

セントラルモニターシステム等 

交付金  1,258 

国支    2,235 

県支      583 

繰入金     583 

【介護特会】

国支   10,400 

県支      3,256 

繰入金   3,256 

【介護特会】 

市費   5,000 

市費    4,340

市費   11,759

県支   59,971 

繰入金 241,011 

市債  131,300 

留保資金 177,839 

【病院特会】 
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨地域福祉計画策定事業費（福祉課） ―――――――――――――― 5,057

市民一人一人の幸せな暮らしを支える「地域ぐるみの福祉」を進めるため、

地域福祉計画を策定する。 

お楽しみ給食サービス事業費（福祉課）―――――――――――――― 1,324

80歳以上の一人暮らしの方に、年4回のお楽しみ給食サービス及び年1回の栄

養補助飲料の配布を行う。 

生活困窮者自立支援事業費 

○新長期休みの子どもフードサポート事業（福祉課） ―――――――― 620

子どもの成長を助けるため、認定ＮＰＯ法人フードバンクやまなしと

連携し、長期休暇期間中の子どもに対する食の応援を行う。 

市営住宅等改修事業費（住宅課）――――――――――――――――― 89,581

市営住宅を計画的に改修し、建物の長寿命化を図る。

○臨市営サンコーポラス武川団地改修事業       52,624

建物の長寿命化を図るため、改修工事を実施する。

急傾斜地崩壊対策事業費（再掲）（道路河川課） ―――――――――― 12,900

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 明野町：上神取地区 上手地区 

須玉町：八巻・馬場‐１地区 中小倉地区 大渡地区

防災・安全社会資本整備交付金事業費（修繕）（再掲）（道路河川課）― 445,861

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      108,161 

市道若神子・若神子新町 1号線のり面修繕・補強   53,000 

トンネル長寿命化修繕(大穴)            33,000 

橋梁長寿命化修繕（境橋外 1橋）          52,700 

河川改修事業費（再掲）（道路河川課） （再掲）――――――――――― 20,000

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。

地域課題早期対応事業費（各総合支所） ――――――――――――  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。

市費   5,057 

市費     1,324 

市費    620

使用料  69,749

国支   16,628 

繰入金  3,000 

市費    204

市債   11,600 

市費   1,300 

国支  118,371 

繰入金 116,000 

市債  211,400 

市費       90

市債   20,000

繰入金  95,600 

市費   4,400 
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 (単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

Ⅳ 日本列島のど真ん中、魅力ある安全な山岳田園都市づくり

北杜もり上げ隊チャレンジ事業費（政策推進課）――――――――――― 550

「北杜新時代・幸せ実感・チャレンジ北杜」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「水の山」魅力再発見プロジェクト            350

民間企業との連携により、子ども達が、地域ゆかりの山々を知り、登

り、その魅力に気付くことで、愛郷心が育まれ、環境保全の大切さを感

じ、故郷回帰による定住人口の増加を図る。

○臨北杜ブランドプロデュースプロジェクト         200

本市の地域資源のＰＲを民間企業との連携により効果的に行うこと

で、観光振興、移住定住人口の増加を図る。 

環境保全事業補助金（政策推進課） ――――――――――――――― 7,000

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 

移住定住・しごと相談推進事業費（企画課）―――――――――――  10,763

移住定住相談員設置事業                     148 

移住定住を推進するため、移住定住相談員を設置し、相談員が各種相談

会及びセミナーに参加する。 

移住定住臨時相談所開設事業                173 

ふるさと回帰支援センター及びやまなしＵＩターン就職支援センターに

開設する移住定住臨時相談所に、移住定住相談員及び職員が出向き、移住

定住に関する情報を提供する。 

○臨【共生】移住定住相談対策推進事業費          10,442 

しごと、住宅、空き家バンク等の移住定住に関する相談に対応するため、

移住定住・しごと相談窓口において情報の提供及び発信を行う。

しごと応援プロジェクト事業費（再掲）（企画課）―――――――――― 9,400

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

加する雇用相談等を拡充させる。 

市費     550

繰入金  7,000 

市費    10,763 

市費    9,400
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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             5,400 

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、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、補助する。 

空き家バンク清掃費等補助金（企画課）―――――――――――――― 3,600

空き家バンクに登録した所有者に対し、家財道具の処分、賃貸物件の改修等

に係る経費を補助する。 

補助率   補助対象経費の 2分の 1以内 

補助限度額 20 万円 

普通財産有効活用事業費（管財課）―――――――――――――――  15,278

市の普通財産の貸付・売却により有効活用を図る経費 

○臨消防団員安全装備品整備事業費（消防防災課）―――――――――  13,464

消防団員の救助用編上げ半長靴、耐切創性手袋等の整備に係る経費 

災害対策事業費（消防防災課）―――――――――――――――――― 2,425

災害用衛星電話の維持管理、Ｗｅｂ版ハザードマップの保守等に係る経費 

Ｗｅｂ版ハザードマップ保守・更新業務                902

防災備蓄品整備事業費（消防防災課）―――――――――――――――  8,425

避難所、防災備蓄倉庫へ収納する飲食料及び備品を整備する。

○臨避難所非常用電源整備促進事業           2,266 

自主防災組織資機材整備費補助金（消防防災課）―――――――――― 2,000

災害初期活動の体制を強化するために資機材を整備する自主防災組織に対

し、補助する。 

補助先   地域防災マップを作成又は地区防災計画書を策定した組織

     補助率   対象経費の 2分の 1以内 

     補助限度額 組織割（15万円）と世帯割（1千円／世帯）の合計額 

市費    3,600

財産収入 10,312 

雑入   4,966 

市費    13,464 

市費    2,425

県支    500 

寄附金  6,159

市債    1,700 

市費      66

市費    2,000 
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

一時避難所施設改修費補助金（消防防災課）―――――――――――― 20,000

身近な地域の集会場等を一時避難所として安全に利用できるよう、自主防災

組織等が実施する改修事業費の一部に対し、補助する。 

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 

減災力の強いまちづくり推進事業費（消防防災課） ――――――――  3,938

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、市民が日

ごろから自主的に減災へ取り組み、自助力、共助力の向上を目的とした人材育

成等を行うとともに、避難所の運営を主体的に行えるよう、特定地域総合防災

訓練を開催し、避難所ごとのマニュアルを構築する。また大規模災害に備えた

地域コミュニティの構築や他の自治体との連携を確保し、減災力の強いまちづ

くりを推進する。 

   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 

特定鳥獣保護・適正管理事業費（林政課）――――――――――――― 35,675

県が策定する特定鳥獣管理計画に基づき、管理捕獲を行い、個体数の減少を

図る。また、絶滅のおそれのあるツキノワグマを保護するため、錯誤捕獲され

た個体を 1回目に限り放獣する。 

対象動物 ニホンザル 200 頭 イノシシ 200 頭

ニホンジカ 1,800 頭

実施地区 市内生息域全域 

実施期間 通年 

森林整備地域活動支援事業費（林政課）―――――――――――――― 2,247

森林の有する多面的な機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による

計画的かつ適切な森林整備の促進を図るため、市と協定を締結し地域活動を行

うものに対し、交付金を交付する。 

高根町清里地内 59ｈａ 

森林経営管理事業費（林政課）―――――――――――――――――― 9,066

森林経営管理制度に基づく経営管理を実施する。 

繰入金   20,000 

市費    3,938 

県支   18,100 

市費   17,575 

県支   1,685 

市費    562 

譲与税    9,066 
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 (単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

里山整備事業費補助金（林政課）―――――――――――――――― 21,664

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 

山紫水明整備事業費補助金（林政課）―――――――――――――― 18,000

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） 

再生可能エネルギー設備設置費補助金（環境課）――――――――――  7,550

本市の再生可能エネルギーの普及、啓発の取組として、再生可能エネルギー

に係る省エネルギー機器の導入を促進するため、機器の設置に係る経費の一部

を補助する。 

    住宅用太陽光発電システム      25,000 円/ｋｗ（最大 200,000 円） 

    強制循環型太陽熱利用システム    50,000 円/システム 

    二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 50,000 円/基 

    定置用リチウムイオン蓄電池   100,000 円/基 

木質ペレットストーブ       30,000 円/基 

六ヶ村堰水力発電所管理・運営事業費（環境課）――――――――― 12,166

六ヶ村堰水力発電所の管理及び運営を行う。 

繰入金  21,664 

譲与税  17,365 

繰入金   635 

繰入金     717 

雑入      6,833 

雑入   12,166 
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

地域マイクログリッド構築モデル事業費（環境課）―――――――― 10,000

本市の恵まれた自然環境、社会基盤を基に、災害時に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

めに基本構想の構築をモデル事業体制の構築を進め、将来のエネルギー利用策 

に対しての合意形成を全国へ向けて発信し、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。 

○臨官民連携で行う地域再生可能エネルギー事業の実施・運営体制構築業務 

北杜市再生可能エネルギーマスタープランに基づき、官民連携で行う

事業スキームの検討から体制構築を含む事業計画を策定する。 

○新水道施設マイクロ水力発電施設管理・運営事業費（環境課）―――― 6,415

峡北地域広域水道企業団須玉第二減圧槽施設内に整備した水道施設マイクロ

水力発電所の管理及び運営を行う。 

リサイクル推進・ごみ減量化事業費（環境課）――――――――――― 73,206

資源物について適正な処理が行われるよう、確実な体制を整え、収集運搬及

び処理をする。また、一般廃棄物については、廃プラスチック類の削減に係る

分別排出の徹底、減量化及びマイバッグ持参について普及啓発を行う。 

農業生産基盤施設管理事業費 

○臨明野町堆肥センター撹拌設備改修工事（農業振興課）――――――  49,434

官民協働による持続可能な循環型農業の一層の推進を図るため、老朽化

した撹拌設備を改修する。 

環境循環型農業推進事業費（農業振興課）――――――――――――― 8,006

食の安全・安心が求められる時代背景に即応し、農産物の生産振興を図るこ

とを目的に、市内で発生した家畜排泄物を原料とした完熟堆肥を購入して圃場

に施用した者に対し、助成する。 

1 当たり2,000円

県営土地改良事業費 

土地改良施設耐震対策事業（再掲）（農地整備課）――――――――― 50,600

市民の安全・安心な生活のため、令和 6年度までに 24箇所のため池改修を

実施する。 

雑入   10,000

【新エネ特会】

市費    6,415 

【新エネ特会】 

寄附金  8,326 

雑入   2,694 

市費   62,186 

寄附金  49,434

寄附金  2,610 

市費    5,396 

繰入金  5,600 

市債   45,000 
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 (単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○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）―― 11,533

甲斐駒ヶ岳を中心とした登録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引き続き取り組み、豊かな資源を、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。 

○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）― 2,205

南アルプスユネスコエコパーク登録後 6年が経過し、さらに、環境保全と自

立を促すための支援を継続して行うことにより、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）――  12,625

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        2,538 

○臨みずがき山登山道改修工事               5,654 

    河川及び道路等の清掃事業                          234 

    環境教育事業                    123 

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

甲武信ユネスコエコパークの登録により地域住民と関係団体が連携し、地域

の自然や歴史文化を学び、将来への活動目標や方針、環境保全と活用ビジョン

の策定を行う。 

対象地区 事業費 負担率 負担金 

高根(五町田) 20,000 11.0％ 2,200

小淵沢(神田) 5,000 11.0％ 550 

高根(女蚊窪) 25,000 11.0％ 2,750

長坂(下井出・大八田) 160,000 11.0％ 17,600

小淵沢(井詰原) 30,000 11.0％ 3,300

長坂(大井ヶ森) 30,000 11.0％ 3,300

明野(寺沢) 30,000 11.0％ 3,300

須玉(津金) 160,000 11.0％ 17,600

繰入金   3,083 

市費    8,450 

繰入金    2,205 

県支    2,827 

寄附金  2,827 

繰入金  5,553 

市費    1,418

繰入金  1,651 
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨移住促進お試し住宅事業費（住宅課）――――――――――――――― 265

本市へ移住を検討している者に対し、市営住宅をお試し住宅として提供する。

急傾斜地崩壊対策事業費（道路河川課）  ――――――――――――  12,900

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 明野町：上神取地区 上手地区 

須玉町：八巻・馬場‐１地区 中小倉地区 大渡地区

防災・安全社会資本整備交付金事業費（修繕）（道路河川課）――― 445,861

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       108,161 

市道若神子・若神子新町 1号線のり面修繕・補強    53,000 

トンネル長寿命化修繕(大穴)             33,000 

橋梁長寿命化修繕（境橋外 1橋）           52,700

河川改修事業費（道路河川課） ――――――――――――――――― 20,000

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。

市費     265

市債   11,600 

市費   1,300 

国支  118,371 

繰入金 116,000 

市債  211,400 

市費     90

市債   20,000

Ⅴ 食でつながる地産地消の推進 

農業生産基盤施設管理事業費 

○臨明野町堆肥センター撹拌設備改修工事（再掲）（農業振興課）―― 49,434

官民協働による持続可能な循環型農業の一層の推進を図るため、老朽化し

た撹拌設備を改修する。 

農業振興推進事業費補助金 

○臨緊急いもち病対策薬剤費特別補助金（農業振興課） ―――――― 7,000

いもち病対策として、移植時に使用する薬剤に対し、助成する。 

補助額 10ａ当たり500円 

環境循環型農業推進事業費（再掲）（農業振興課）―――――――――― 8,006

食の安全・安心が求められる時代背景に即応し、農産物の生産振興を図るこ

とを目的に、市内で発生した家畜排泄物を原料とした完熟堆肥を購入して圃場

に施用した者に対し、助成する。 

1 当たり2,000円 

寄附金  49,434

市費    7,000

寄附金  2,610 

市費    5,396

17



 (単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

担い手農業者育成事業補助金（農業振興課） ――――――――――― 1,449

農業教育研修助成金 

新規就農者を受け入れる農家に対し、助成する。 

農地集積助成事業 

農業経営基盤強化促進法に基づき、農用地利用集積計画による賃借権の

設定をした者に対し、助成する。 

チャレンジ農業助成金 

高収益の農業にチャレンジする又は特産品開発を行う農家に対し、助成

する。 

県営土地改良事業費（農地整備課）――――――――――――――― 240,447

土地改良施設耐震対策事業                  50,600 

市民の安全・安心な生活のため、令和6年度までに24箇所のため池改修を

実施する。

かんがい排水事業                    4,890 

畑地帯総合整備事業 

対象地区 事業費 負担率 負担金 

高根(五町田) 20,000 11.0％ 2,200

小淵沢(神田) 5,000 11.0％ 550 

高根(女蚊窪) 25,000 11.0％ 2,750

長坂(下井出・大八田) 160,000 11.0％ 17,600

小淵沢(井詰原) 30,000 11.0％ 3,300

長坂(大井ヶ森) 30,000 11.0％ 3,300

明野(寺沢) 30,000 11.0％ 3,300

須玉(津金) 160,000 11.0％ 17,600

対象地区 事業費 負担率 負担金 

朝穂堰 30,000 14.3％ 4,290

楯無堰 240,000 0.25％ 600

対象地区 事業費 負担率 負担金 

茅ヶ岳西麓 160,000 20.0％ 32,000

市費    1,449 

分担金  49,140 

県支   28,076 

繰入金  22,500 

市債    137,700 

市費     3,031
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

中山間地域総合整備事業 

   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 

ため池等整備事業 

○新世界に誇る食のバレー北杜事業（商工・食農課）―――――――――   258

北杜市産の食材や酒などの地域資源を最大限に生かし、魅力を発信していく

ため、実行委員会を立ち上げて、世界に誇る食のバレー北杜に向けたイメージ

戦略を検討する。 

地域ブランド創出支援事業費（商工・食農課）――――――――――  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。 

対象地区 事業費 負担率 負担金 

甲斐駒東部 120,000 15.0％ 18,000

対象地区 事業費 負担率 負担金 

武川(中山) 350,000 17.5％ 61,250

対象地区 事業費 負担率 負担金 

須玉(穂足) 100,000 17.5％ 17,500

対象地区 事業費 負担率 負担金 

小淵沢(尾根) 20,000 17.5％ 3,500

対象地区 事業費 負担率 負担金 

大泉(谷戸) 30,000 30.0％ 9,000

対象地区 事業費 負担率 負担金 

高根(西沢堰) 50,000 20.0％ 13,750

市費     258

寄附金  1,600
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(単位：千円) 

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

地産地消給食事業費（学校給食課）――――――――――――――― 9,572

地元の農産物等を給食に取り入れ、地域の食文化や自然の恩恵に対する理解

を深め、併せて生産者への感謝の心を育み、郷土愛に満ちた児童、生徒の育成

を目的とした食育の推進及び質の高い給食を提供する。

小学校・中学校 17.03 円/食 

○新学校給食ブランド米提供賄材料費       2,400 

     民間企業の特殊技術により精米された安全・安心な北杜市産ブランド

米を学校給食に提供する。 

市費   9,572

Ⅵ 観光拠点のルネサンスの推進 

観光ＰＲ事業費（観光課）―――――――――――――――――――  29,142

観光振興を図るため、観光キャンペーンへの参加やＰＲ活動を実施する。 

○臨ほくと誘客推進事業（再掲）           20,000 

オンラインを活用した宿泊促進プロモーションにより市内への誘客を促

す。 

○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 

 2,251 

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を行い、選手

や観覧者に本市の魅力をＰＲし誘客につなげる。 

○臨【共生】八ヶ岳観光圏支援事業費（観光課） ―――――――――― 18,444

八ヶ岳観光圏域の滞在型観光エリアを目指し、地域資源の発掘や磨き上げ、

受入体制の整備及び人材育成に関する事業を推進する。

新型コロナウイルス感染症の影響から、訪日外国人観光客の誘客は困難であ

るため、国内旅行者に目を向けたプロモーションを行うこと及び今後インバウ

ンドが回復した時のための受入体制の整備を行う。 

観光地域おこし協力隊事業費（観光課）  ――――――――――――  22,471

国の制度を活用し、地域外の人材を積極的に雇用し、定住及び定着を図ると

ともに、地域活力の維持及び地域の魅力発信を行う。 

○新清里地域活性化事業                 4,494 

     清里を再び賑わいのある地域にするため、地域おこし協力隊を活用し、

地域の現状把握と事業者等から意見を伺い、課題を抽出する中で、今後の

具体的な計画策定のための準備を行う。 

市費   29,142

市費     18,444 

市費    22,471
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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） ――――――――――――――――  76,574

トイレ等清掃管理、観光施設借地料、電気・水道料等 

○臨旧フィオーレ小淵沢改修事業             28,457 

企業型農業生産法人の参入によるワイナリー施設としての活用を図る

ため、施設の改修を行う。 

○臨川俣川遊歩道改修工事                   8,525 

大雨等の影響により、劣化が著しい遊歩道の橋梁を改修する。 

○臨長坂駅前街路灯設置工事                     4,864 

     「長坂駅前アーチ撤去」に伴い、撤去後の跡地へ街路灯を設置する。 

○臨清里駅西駐車場トイレ解体撤去工事               2,420 

     老朽化が進む駅西トイレを解体撤去し、駅前トイレへ集約する。 

○臨登山道・遊歩道整備                      2,698 

     山岳資源を活用した観光振興を図るため、民間企業と協働し、登山道及

び遊歩道の整備を行う。 

指定管理施設事業費

○臨青年小屋外部補強及び倉庫増築工事（観光課）―――――――――  21,971

青年小屋の外部補強及び倉庫増築を行う。 

文化財活用推進事業費 

○臨梅之木縄文ムラ体感プログラム事業（再掲）（学術課）――――― 12,425 

日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」と連携し縄文文化資源の活用を

推進する。 

使用料   1,000 

県支    5,057 

財産収入    504 

寄附金  4,263 

雑入     48 

繰入金  1,100 

市債   31,600 

市費    33,002

寄附金  21,971

国支   6,844 

市費   5,581

Ⅶ 世界に打って出る地域を支える産業づくり 

移住定住・しごと相談推進事業費（再掲）（企画課）――――――――  10,763

移住定住相談員設置事業                     148 

移住定住を推進するため、移住定住相談員を設置し、相談員が各種相談

会及びセミナーに参加する。 

移住定住臨時相談所開設事業                173 

ふるさと回帰支援センター及びやまなしＵＩターン就職支援センターに

開設する移住定住臨時相談所に、移住定住相談員及び職員が出向き、移住

定住に関する情報を提供する。 

市費    10,763
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 (単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨【共生】移住定住相談対策推進事業費           10,442 

しごと、住宅、空き家バンク等の移住定住に関する相談に対応するため、

移住定住・しごと相談窓口において情報の提供及び発信を行う。 

しごと応援プロジェクト事業費（企画課）――――――――――――― 9,400

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

加する雇用相談等を拡充させる。 

移住定住応援地域おこし協力隊             5,400 

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、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、補助する。 

しごと応援プロジェクト事業費（商工・食農課）――――――――― 10,217

移住定住・しごと相談窓口と連携し、新たな雇用の創出を目指し、人材確保

の促進、女性の活躍推進等の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                  1,042 

  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。 

○新Ｗｅｂ企業説明会                      4,021 

移住希望者や若者等へ企業の魅力発信を行い、雇用の創出を推進する。

○臨【共生】「就活女子会」事業                    101 

   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                   574 

   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。 

○新創業支援総合窓口                     1,320 

        市内で創業を希望する者からの相談に対し、各支援機関へ適切に繋ぐ

とともに、創業に関する学習会を実施する。

海外販路開拓支援事業費補助金（商工・食農課）―――――――――― 1,600

市内中小企業者の販路の拡大を推進するため、販路開拓向け展示商談会への

出展経費及び海外販路拡大のための外国語版ウェブサイト制作経費に対し、助

成する。 

市費    9,400 

市費   10,217

市費   1,600
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 (単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

海外展示商談会出展事業（補助率 3分の 2以内 上限 60 万円） 

外国版ウェブサイト制作事業（補助率 2分の 1以内 上限 20 万円）

創業促進支援事業費補助金（商工・食農課）―――――――――――  18,081

市内の地域資源、立地環境等を活かし、新たに創業する事業者を産・学・官・

金が連携して創業相談を実施するとともに、創業融資利子、信用保証協会保証

料及び創業時に必要な資金に対し、助成する。 

創業支援事業（補助対象経費の 2分の 1以内、上限 80 万円） 

利子補給事業（12月末残高×2.1％以内、上限 10 万円） 

      信用保証料補助事業（10分の10、上限20万円）

○臨持続化応援金（再掲）（商工・食農課） ――――――――――― 60,000 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受ける市内中小

企業者等のうち、国の持続化給付金の対象とならなかった市内事業者及び、不

要不急の外出自粛等により、利用者の減少など大きな影響を受けている貸切バ

ス業・タクシー業に対して応援する。 

市費   18,081 

市費    60,000 

Ⅷ 持続可能な行財政運営の推進

公共施設等総合管理計画推進事業費（企画課） ――――――――――  5,006

公共施設の適切な維持管理及び最適配置の実現を目指すため、どのように公

共施設を最適に配置していくかなどの方向性を示す。 

○臨北杜市公共施設等総合管理計画改訂 

○臨繰上償還（財政課） ―――――――――――――――――――  233,400

財政の健全化に向けて、市債残高を削減するための繰上償還を行う。

人事評価制度推進事業費（人事課） ――――――――――――――― 5,731

効率的な人材活用と組織力の向上を図るため、人事評価制度を推進し、適正

評価及び人材の育成を行う。

○臨人事評価システム機器更新業務           3,564 

市費    5,006

繰入金  233,400 

繰入金  3,500 

市費   2,231 
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