
平 成 ３０ 年 度 

当 初 予 算 

主要事業等 

概要説明資料 

北  杜  市 



平成３０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

第１章 教育・文化に輝く杜づくり

 小学校施設等整備事業費（教育総務課） 

○臨≪健幸≫小学校施設等中長期保全化事業        175,979 

      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。 

      事業内容 小学校7校 

            トイレの改修 

内装改修等の校舎の改修 

屋外運動場の改修 

○臨≪健幸≫高根統合小学校整備事業費（教育総務課）――――――― 230,889 

高根地区小学校統合推進事業               18,627 

高根地区3校の学校統合へ向けて、事前交流、閉校記念事業を行う。 

高根統合小学校整備事業                        154,088 

既存学校施設（高根東小学校）を有効活用しながら、必要となる校舎、附

帯施設の整備を行う。 

事業内容 玄関前、屋内運動場等の外構工事 

スクールバス乗降所兼駐車場・第2駐車場の整備  

小学校スクールバス運行事業             

スクールバス購入 4台               58,174 

○新≪健幸≫教育支援センター運営事業費（教育総務課）――――――― 5,674 

  不登校児童・生徒の支援のための適応指導を行う場として、平成 31 年度に教

育支援センターを開設するための準備を行う。 

 生涯学習推進事業費（生涯学習課） 

○臨≪健幸≫施設紹介統合型パンフレット作成事業      1,141 

  体育施設、芸術文化施設等の教育施設を紹介するパンフレットを作成し、

更なる利用促進を図る。 

生涯スポーツ推進事業費（生涯学習課） 

○臨≪健幸≫【共生】スケート振興推進事業           2,100 

   県立八ヶ岳スケートセンターの利用者の拡大支援を行う。 

国支   29,607 

市債  114,400 

市費    31,972 

国支   7,540 

市債  193,600 

市費   29,749 

市費   5,674 

市費   1,141

市費      2,100 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

甲陵高等学校管理事業費（甲陵中・高等学校） 

○臨甲陵高等学校講堂非構造物改修工事               60,000

   国の基準により改修が必要となる非構造物の改修工事を行う。 

寄附金  20,000 

繰入金  40,000 

第２章 産業を興し、富める杜づくり

 県単土地改良事業費（農政課）  

県単企業的農業経営推進支援モデル事業 

工事名 対象地区 事業費

明野町永井原地区揚水ポンプ設置工事 明野町 56,160 

小淵沢町尾根地区圃場整備工事 小淵沢町 83,160 

合 計  139,320 

県単耕作放棄地等再生整備支援事業 

工事名 対象地区 事業費 

水路工事 長坂町小荒間地区 27,000

合  計  27,000

 団体営土地改良事業費（農政課）  

農業基盤整備促進事業 

工事名 対象地区 事業費

水路改修工事 須玉町内 19,440 

水路改修工事 高根町内 7,560 

水路改修工事 小淵沢町内 27,000 

合 計  54,000 

農地耕作条件改善事業 

工事名 対象地区 事業費

圃場整備工事 高根町東部地区 100,000 

合 計  100,000 

分担金  12,960 

県支    60,000 

市債   63,000 

市費    3,360 

分担金  2,300 

県支   10,000 

市債   13,900 

市費     800 

分担金   5,400 

県支    27,750 

市債   19,800 

市費    1,050 

分担金  8,000 

県支   47,470 

市債   42,300 

市費    2,230 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○新≪健幸≫林業地域おこし協力隊支援事業費（林政課）――――――― 7,984 

林業従事者の高齢化、担い手の減少、管理放棄林の増加、有害鳥獣対策等の課

題を抱える中、都市部からの人材を積極的に誘致し、本市林業の担い手育成並び

に地域への定着を図るため、支援機関への補助並びに人材育成を行う。 

○新≪健幸≫木の駅プロジェクト支援事業費（林政課） ―――――――― 7,300 

  地域の森林資源を地域内で有効活用する体制を構築するため、未利用材の受

入・集積を行う機器類を導入する。 

○臨【戦略】創業促進支援事業費（商工・食農課） 

  ≪健幸≫女性起業家活躍支援事業                    4,300 

    市内の女性の活躍を促進するため、新たに創業する女性の支援を行う。 

 企業誘致・立地活動推進事業費（商工・食農課） 

○臨≪健幸≫企業立地用地基礎調査事業                20,000 

       市内に立地しようとする企業に対し、企業立地用地の基礎情報を提供する

ことにより、本市への企業立地を促進する。 

 地産地消推進事業費（商工・食農課） 

○臨≪健幸≫安全・安心日本の台所 定番メニュープロジェクト事業  3,300 

      市産農畜産物を使用し、安全・安心や健康、地域活性化に配慮した市内の

定番メニューを開発する。 

市費   7,984 

県支   7,300 

市費    4,300 

県支   10,000 

市費   10,000 

市費   3,300 

第３章 安全・安心で明るい杜づくり

 災害対策事業費（地域課） 

○新減災力の強いまちづくり事業                      753 

減災力の強いまちづくり協定に基づく研修、訓練及び地域防災リーダーの

育成を行う。 

○臨防災行政無線整備事業費（地域課） 

       Ｊアラート新型受信機整備事業                     6,111 

      全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の新型受信機を導入する。 

市費    753 

市債    6,100 

市費     11 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨≪健幸≫健幸長寿社会創造プロジェクト事業費（介護支援課）―-― 29,616 

地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制度の持続可能性の確保のた

め、自立支援・重度化防止に向けた取組を推進する。 

     ・市民全体の健康づくり                 5,271 

健康づくり・介護予防応援ＷＥＢサイト構築事業    2,538 

人生 100 年時代のマネジメント講座開催事業       497 

外 2 事業 

・地域での支え合いの仕組みづくり            12,403 

住民主体による高齢者の外出支援サービスモデル事業  7,958 

外 3 事業

      ・在宅生活の安定に資する体制づくり           11,942 

高齢者在宅入浴支援住宅改修等助成モデル事業     1,820 

認知症予防・家族介護支援のための対話型アートプログラム事業 

360 

      外 3 事業 

 健康づくり推進事業費（健康増進課）

○臨≪健幸≫若者世代からの健幸づくりプロジェクト事業        571 

    健康意識が低い若者世代から現役世代を対象とした健幸づくりの取り組

みを市民と企業と行政が協働で実施する。 

○臨【戦略】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・購入し、若しくは住宅の改修をされる

方を対象に、住宅取得に要する経費又は住宅ローンの利子の一部を補助する。 

 保育事業費（子育て応援課） 

○新≪健幸≫病児・病後児保育園負担金                   219 

県下全域での病児・病後児保育の広域化により、児童が市外の病児・病

後児保育園を利用した際に保育園を管理運営する市町村に対して負担金を

支払う。 

【介護特会】 

交付金   2,622 

国支   9,390 

県支   4,694 

繰入金  4,694 

市費   8,216 

市費    571 

市費  163,000 

市費     219 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

 保育園施設整備事業費（子育て応援課） 

○臨≪健幸≫いずみ保育園建設事業 554,118

子育て支援住宅の整備による園児数の増加と経年劣化に対応するため、園

舎の建て替えを行う。 

 保育施設維持管理事業費（子育て応援課） 

○臨≪健幸≫しらかば保育園さくら分園補修事業          18,275

施設の老朽化に伴い、屋上の防水工事を行う。 

○臨≪健幸≫放課後児童クラブ建設事業費（子育て応援課）―――――― 170,623 

高根地区小学校の統合に伴い、高根東放課後児童クラブを建設する。 

繰入金  3,000 

市債  535,400 

市費   15,718 

市債    8,200 

市費   10,075 

国支   52,688 

県支   13,671 

市債   95,300 

市費    8,964 

第４章 基盤を整備し豊かな杜づくり

 市民バス運行事業費（企画課）

○臨地域公共交通網形成計画推進事業              4,000 

       地域公共交通網形成計画の推進に係るワークショップの開催等 

○臨【共生】圏域公共交通対策事業                60 

 社会資本整備総合交付金・汚水処理交付金事業費 

（上下水道総務課・上下水道施設課・北部上下水道センター） 

社会資本整備総合交付金事業                474,109  

清里南部処理場、須玉第一処理場の統廃合整備を行う。        

 市営住宅維持管理事業費（住宅課）

○臨≪健幸≫若者が暮らしやすい市営住宅居住性向上事業    25,998 

若者世代を中心に人気の高い市営住宅について、現在のライフスタイルに

合った改修を行い、市内への定着化を図る。 

国支   2,000 

市費   2,060 

【下水特会】 

国支  252,168 

市債  185,500 

市費   36,441 

使用料  25,998 
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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） 

橋梁長寿命化修繕（諸水橋外 7橋）             257,500 

北杜市橋梁長寿命化実施計画に基づき、橋梁の修繕工事を行う。

国支  139,120 

市債  112,300 

市費   6,080 

第５章 環境日本一の潤いの杜づくり

○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）――― 26,681 

南アルプスがユネスコエコパークに登録されたことを契機として、甲斐駒ヶ岳

を中心としたエリアの貴重な自然や水、これらを育んできた森林などの自然環境

を保全し、この自然環境と多様な文化のつながりを市民共有の財産として位置づ

け、人々の交流や連携を拡大し、これら豊かな資源を継続的、永続的に利活用し

た魅力あるまちづくりを推進する。 

    子ども公民館劇場                         150 

ユネスコエコパークＰＲ                    2,500 

地域連絡会支援                        3,097 

登山道等の整備                                      16,803 

繰入金   8,597 

市債   4,600 

市費   13,484 

第６章 交流を深め躍進の杜づくり

 八ヶ岳定住自立圏の推進（別紙事業一覧表参照） 

 総合戦略の推進（別紙事業一覧表参照） 

○臨≪健幸≫【戦略】鉄道利用通学者支援モデル事業費（企画課）―――― 3,000 

   県外への進学を契機とした転出に対する抑制効果を検証するため、鉄道を利用

して県外の大学等へ通学する者に対し、通学定期券の購入費用を助成する。 

○臨【戦略】空き家バンク清掃費等補助金（地域課）―――――――――― 6,000 

    空き家バンクへの登録を予定している所有者に対し、家財道具の処分や敷地内

の除草に対して補助するとともに、新たに賃貸物件の設備改修に要する経費に対

して補助を行う。 

県支    900 

市費   2,100 

市費   6,000 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

第７章 品格の高い感動の杜づくり

○臨【戦略】世界に誇る「水の山」北杜ブランド推進事業費（観光課） 

≪健幸≫「水の山」映像祭事業                       7,020 

市内外に「水の山」ブランドを広く周知するため、映像化したシナリオコ

ンクールのグランプリ作品及び、それに関わった方々の活動などをＴＶやＷ

ＥＢを活用してＰＲする。 

 観光施設管理事業費（観光課） 

○臨観光施設トイレ整備事業 

明野ひまわり公園公衆トイレ新築工事                59,779 

 ふるさと歴史公園事業費（学術課） 

○新史跡梅之木遺跡公園管理事業                   14,108 

     公園の維持管理及び市民の生涯学習等に供するための活用事業を行う。 

繰入金  7,020 

県支   10,000 

市債   47,200 

市費    2,579 

国支   2,240 

市債   4,700 

雑入     30 

市費    7,138 

第８章 連帯感のある和の杜づくり

 公共施設等総合管理計画推進事業費（企画課）――――――――――― 6,524 

    公共施設等総合管理計画に基づき、個別計画を策定するため、先進事例調査、

利用状況調査、市民ワークショップ、個別計画骨子案の作成等を行う。 

 指定管理施設有効活用事業費（管財課） 

○臨指定管理者パートナーシップ強化事業                  524 

指定管理者制度に係る官民協働の研修等を実施する。 

 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・要望に対して、迅速に対応を

行う。 

市費   6,524 

市費    524

繰入金  50,000 

市費   50,000
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お宝いっぱい　健幸北杜         

　～「一生涯健康で幸せに暮せる ふるさと北杜」を目指して　～

  (関連事業一覧)

（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費

１
いずみ保育園建設事
業

子育て支援住宅の整備による園児数の増加と
経年劣化に対応するため、園舎の建て替えを
行う。

子育て応援課 554,118

２
病児・病後児保育園
負担金

県下全域での病児・病後児保育の広域化によ
り、児童が市外の病児・病後児保育園を利用
した際には保育園を管理運営する市町村に対
して負担金を支払う。

子育て応援課 219

３
しらかば保育園さく
ら分園補修事業

施設の老朽化に伴い、屋上の防水工事を行
う。

子育て応援課 18,275

４
放課後児童クラブ建
設事業

高根地区小学校の統合に伴い、高根東放課後
児童クラブを建設する。

子育て応援課 170,623

５
つどいの広場三世代
交流事業

つどいの広場利用者と地域の高齢者による
「三世代交流」を実施し、地域における子育
て支援、高齢者の健康づくり活動を行う。

ほくとっこ元気課 60

６ 産婦健康診査事業
産後うつの予防や乳幼児への虐待予防等を図
るため、産後間もない時期の産婦の健康診査
費用に対して助成を行う。

ほくとっこ元気課 2,355

７
新生児聴覚検査費助
成事業

聴覚障害は新生児期に早期発見・早期療育す
ることにより言語発達等への影響を最小限に
抑えることができるため、新生児の聴覚検査
費用に対する助成を行う。

ほくとっこ元気課 713

８
健幸長寿社会創造プ
ロジェクト事業

地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護
保険制度の持続可能性の確保のため、自立支
援・重度化防止に向けた取組を推進する。

介護支援課 29,616

子育てと福祉

お宝いっぱい　健幸北杜
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（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費

９
木の駅プロジェクト
支援事業

地域の森林資源を地域内で有効活用する体制
を構築するため、未利用材の受入・集積を行
う機器類を導入する。

林政課 7,300

１０
北杜のお宝知らせ隊
事業

市民自らが北杜市の観光地を巡り、素晴らし
さを認識することで、市内外への情報発信の
促進を図る。

観光課 1,070

１１
「水の山」映像祭事
業

市内外に「水の山」ブランドを広く周知する
ため、映像化したシナリオコンクールのグラ
ンプリ作品及び、それに関わった方々の活動
などをＴＶやＷＥＢを活用してＰＲする。

観光課 7,020

１２
企業立地用地基礎調
査事業

市内に立地しようとする企業に対し、企業立
地用地の基礎情報を提供することにより、本
市への企業立地を促進する。

商工・食農課 20,000

１３
安全・安心日本の台
所 定番メニュープ
ロジェクト事業

市産農畜産物を使用し、安全・安心や健康、
地域活性化に配慮した市内の定番メニューを
開発する。

商工・食農課 3,300

（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費

１４
公営アカデミーふる
さと探検事業

小学生を対象として、自然・科学・文化・芸
術など、北杜市が持つ様々な特色について学
ぶ機会を提供する。

教育総務課 272

１５
教育支援センター運
営事業

不登校児童・生徒の支援のための適応指導を
行う場として、平成31年度に教育支援セン
ターを開設するための準備を行う。また、特
別な支援が必要な児童・生徒への指導、保護
者を対象とする相談業務、学校への指導・助
言など総合的な教育支援の機能を持つ場を整
備する。

教育総務課 5,674

１６ 英検受験補助事業
中学校3年生が実用英語技能検定（英検）3級
以上を受験する際の受験料の半額を補助す
る。

教育総務課 395

雇用と産業

教育

お宝いっぱい　健幸北杜
- 9 -



１７
小学校施設等中長期
保全化事業

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。

教育総務課 175,979

１８
高根統合小学校整備
事業

高根地区3校の学校統合へ向けて、校歌・校旗
等の作成、児童・保護者・教職員間の事前交
流、閉校記念事業を行うとともに、既存学校
施設（高根東小学校）を有効活用しながら、
必要となる校舎、附帯施設及びスクールバス
等による通学の安全対策のための整備を行
う。

教育総務課 230,889

（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費

１９
施設紹介統合型パン
フレット作成事業

体育施設、文化芸術施設等の教育施設を紹介
するパンフレットを作成し、更なる利用促進
を図る。

生涯学習課 1,141

２０
芸術文化鑑賞・市民
参加型事業

一流の芸術や文化に触れることで市民文化の
育成や、地域文化の発展につながるよう、市
民参加型の事業をホール3館で実施する。

生涯学習課 8,567

２１
ウォーキング＆ジョ
ギング推進事業

多様な運動機会の創出事業の一環として、市
民がいつでもウォーキング・ジョギングがで
きるスポットの紹介、環境を整えることによ
り、健康維持や体力向上、心身のリフレッ
シュにつなげる。

生涯学習課 108

２２
日本体育大学との連
携事業

日本体育大学との体育・スポーツに関する協
定により、講師・学生を招き、スポーツ教室
等を開催し、高い技術を学ぶとともに、本市
のスポーツ振興を図る。（市体育協会に委託
し、事業を行う。）

生涯学習課 1,075

２３
スケート振興推進事
業

県立八ヶ岳スケートセンターの利用者の拡大
支援を行う。

生涯学習課 2,100

スポーツと芸術

お宝いっぱい　健幸北杜
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（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費

２４
地域活性化センター
連携事業

地域活性化センターとの連携協定に基づき、
同センターへの職員派遣やテーマに沿ったプ
ロフェッショナルな講師を同センターから招
聘しての職員研修を実施する。

総務課 1,890

２５
鉄道利用通学者支援
モデル事業

県外への進学を契機とした転出に対する抑制
効果を検証するため、鉄道を利用して県外の
大学等へ通学する者に対し、通学定期券の購
入費を助成する。

企画課 3,000

２６
若者世代からの健幸
づくりプロジェクト
事業

健康意識が低い若者世代から現役世代を対象
とした健幸づくりの取り組みを市民と企業と
行政が協働で実施する。

健康増進課 571

２７
林業地域おこし協力
隊支援事業

林業従事者の高齢化、担い手の減少、管理放
棄林の増加、有害鳥獣対策等の課題を抱える
中、都市部からの人材を積極的に誘致し、本
市林業の担い手育成並びに地域への定着を図
るため、支援機関への補助並びに人材育成を
行う。

林政課 7,984

２８ 信玄公祭り出陣事業

県内最大のイベントである信玄公祭りに参加
し、市のＰＲを行うとともに、大勢の女性が
参加できるよう出陣場所に託児所を設置す
る。

観光課 1,577

２９ 「就活女子会」事業

市内企業で働く女性を集めた「ほくと就活女
子サポート隊」を編成し、女子学生や女性求
職者に対し、北杜で働く魅力やライフスタイ
ルに合った働き方などを伝える「就活女子
会」を開催する。

商工・食農課 500

３０
女性起業家活躍支援
事業

市内の女性の活躍を促進するため、新たに創
業する女性の支援を行う。

商工・食農課 4,300

３１
若者が暮らしやすい
市営住宅居住性向上
事業

若者世代を中心に人気の高い市営住宅につい
て、現在のライフスタイルに合った改修を行
い、市内への定着化を図る。

住宅課 25,998

（単位：千円）

合計 1,286,689

若者と女性の活躍

お宝いっぱい　健幸北杜
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北杜市総合戦略　～目指すべき将来像の実現に向けて～

【関連事業一覧（ふるさと創生会議に係る経費を除く）】

Ⅰ　若者応援プロジェクト
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

１
鉄道利用通学者
支援モデル事業

県外への進学を契機とした転
出に対する抑制効果を検証す
るため、鉄道を利用して県外
の大学等へ通学する者に対
し、通学定期券の購入費用を
助成する。

企画課 3,000 3,000

２
子ども医療費助
成制度の中学3
年生まで拡大

子育て世代への経済的負担の
軽減が図られることで、子育
て世代への支援が確保でき、
移住・定住が期待できる。

子育て応援課 23,695 20,533 3,162

３

私立保育園、認
定こども園、市
外幼稚園への施
設型給付費及び
幼稚園就園奨励
費補助金（第2
子以降無料化制
度の維持含む）

市内の子どもが通う保育施設
の運営に係る国、県、市の負
担金及び子育て支援サービス
として、経済的負担の軽減を
図る。

子育て応援課 173,576 147,576 26,000

４
保育実習生受入
事業

県内外の保育士等養成課程の
ある大学等へ訪問し、本市の
魅力をプレゼン、実習受入れ
広報活動を行い、優良な保育
士を確保し、移住定住を促進
する。

子育て応援課 417 519 △ 102

５
認定こども園の
設置

保護者のニーズに対応した
「保育所型認定こども園」を
3園設置し、移住定住を促進
する。

子育て応援課 4,092 3,321 771

６
病児・病後児保
育の導入

保護者の子育てと就労の両立
を支援するため、「病児・病
後児保育園」を設置し、移住
定住を促進する。

子育て応援課 3,204 3,628 △ 424

７
子育て応援企業
等支援事業

子育て支援に積極的に取組む
企業等を認定し、認定マーク
の付与やその取組内容を広く
紹介して、移住定住を促進す
る。

子育て応援課 50 50 0

８
放課後児童クラ
ブの充実

学習アドバイザーによる学習
面の支援、指導員の育成支援
を行い、適正な保育を確保
し、質の高い保育を目指し、
移住定住を促進する。

子育て応援課 4,117 620 3,497

９
放課後子ども教
室の充実（公営
アカデミー）

公営アカデミーの人材バンク
を活用したプログラムの導入
やスタッフの拡充を図り、安
全・安心な放課後の居場所を
提供し、移住定住を促進す
る。

子育て応援課 1,791 1,424 367

北杜市総合戦略
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１０
助産所開業支援
事業

市内出産医療体制の維持・確
保のため、助産所が雇上げる
助産師分を補助する。

ほくとっこ元気課 900 720 180

１１
不妊治療（こう
のとり）支援事
業

不妊症の治療を行っている者
に対して、治療費の一部を助
成し、出生率の向上を図る。

ほくとっこ元気課 4,000 4,000 0

１２
ファ ミ リ ーサ
ポートセンター
事業の拡大

会員同士での交流会や感染症
対処法の研修会を開催し、相
互の信頼関係を構築すること
により、移住定住を促進す
る。

ほくとっこ元気課 78 78 0

１３ 利用者支援事業

子育ての悩みや不安を抱えて
いる保護者が安心して相談で
きる窓口を充実させることに
より、移住定住を促進する。

ほくとっこ元気課 6,465 9,351 △ 2,886

１４
妊娠・出産包括
支援事業

妊娠期から子育て期にわたる
様々なニーズに対して身近な
場所で総合的に支援するワン
ストップ拠点を設け、安心し
て出産・子育てができるよう
支援を行う。

ほくとっこ元気課 12,685 11,283 1,402

１５
子育て応援フェ
スタ事業

子育て世代の親子の交流や地
域住民等との交流により、情
報の提供・交換や、相談がで
きる仲間作りの機会を創出
し、移住定住を促進する。

ほくとっこ元気課 126 126 0

１６
小中学校情報化
推進事業

市内小学校のＩＣＴ整備を促
進するため、電子黒板等のＩ
ＣＴ機器を整備する。

教育総務課 59,759 25,036 34,723

１７
公営アカデミー
学習応援事業

地域の人材（教員ＯＢ・ＯＧ
や大学生等）を活用して、夏
休み期間中に小中学生を対象
とした自主学習の支援を行
う。

教育総務課 948 556 392

１８
本の杜への招待
状事業

図書館イベントへ招待し、読
み聞かせの効果を体験しても
らうなど、図書館における子
育て世代への支援を進めてい
くことにより図書館利用の促
進を図る。

中央図書館 210 210 0

Ⅱ　住まいづくりプロジェクト
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

１９
空き家バンク清
掃費等補助金

空き家バンクへの登録を予定
している所有者に対し、家財
道具の処分や敷地内の除草に
対して補助するとともに、新
たに賃貸物件の設備改修等に
要する経費に対して補助す
る。

地域課 6,000 6,000 0

北杜市総合戦略
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２０
移住定住ガイド
ブック作成事業

若年女性をはじめとする子育
て世代の移住を強力に推進す
るため、移住定住ガイドブッ
クを作成する。

地域課 627 627 0

２１
移住定住相談員
設置事業

移住定住相談員を設置し、相
談員が各種相談会やセミナー
に参加する中で、移住を推進
する。

地域課 463 463 0

２２
移住定住臨時相
談所開設事業

ふるさと回帰支援センター内
に月1回程度開設する移住定
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
など、子育て世代の移住を強
力に推進する。

地域課 265 398 △ 133

２３
子育て世代マイ
ホーム補助金

子育て世代に対して住宅取得
費用等の一部を補助し、移
住・定住を図る。

子育て応援課 163,000 150,000 13,000

２４
就労支援賃貸住
宅等建設促進事
業費補助金

市内に賃貸住宅等を建設する
者に対し、建設に要する経費
の一部を補助する。

商工・食農課 20,000 20,000 0

Ⅲ　雇用創出プロジェクト
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

２５
企業と求職者の
マッチング機会
創出事業

現下の雇用情勢に鑑み、地域
限定型採用の促進、市内企業
の魅力発信など雇用施策の充
実・強化を図るため、企業と
求職者とのマッチングを進め
る。

商工・食農課 3,500 3,500 0

２６
創業促進支援事
業

新たに創業する事業者を関係
機関が連携して支援するとと
もに、創業時に係る費用に対
して助成をする。

商工・食農課 14,200 9,900 4,300

２７
販路開拓支援事
業費補助金

中小企業者の市場における販
路拡大を促進するため、技術
や製品を展示し商談を行う展
示会等の出展経費に対し助成
を行う。

商工・食農課 3,500 3,500 0

２８
北の杜フードバ
レープロジェク
ト事業

市内の農業者、商工業者、観
光事業者等が連携して行う農
畜産物の地産全消や地域内経
済循環、ブランド化を通じた
地域活性化の取組等を支援す
る。

商工・食農課 10,000 10,000

北杜市総合戦略
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Ⅳ　交流・観光プロジェクト
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

２９
出会いサポート
センター運営事
業

若者に出会いの機会を提供す
るため、出会いサポートセン
ターにおいて、結婚支援の総
合相談を行う。

企画課 2,044 6,017 △ 3,973

３０
田舎体験ツアー
開催事業

空き家バンク物件の見学、移
住者との交流、田舎体験のツ
アーを開催することで、本市
の魅力をアピールし、子育て
世代の移住を推進する。

地域課 458 810 △ 352

３１
世界に誇る「水
の山」北杜ブラ
ンド推進事業

名水による北杜ブランドの推
進を図るため、「水の山」の
魅力を周知するための情報発
信活動等を行う。

観光課 29,108 20,790 8,318

３２ 観光客誘客事業
訪日外国人旅行者を積極的に
誘客するため、情報発信と受
入体制の強化を図る。

観光課 1,145 1,145

３３
道の駅こぶちさ
わ駐車場整備事
業

道の駅こぶちさわの駐車場を
拡充し、利用者の増加を図る
ことで、地元の農産物や特産
品の販売を促進する。

商工・食農課 706 706 0

３４
移住促進お試し
住宅事業

本市へ移住を検討している者
に対し、お試し住宅として市
営住宅の短期間使用の提供を
行う。

住宅課 384 245 139

３５

東京オリンピッ
ク・ パ ラ リン
ピック合宿誘致
事業

東京オリンピック・パラリン
ピックの事前合宿誘致に向け
た機運を高めるための取り組
みを行う。

生涯学習課 17,282 205 17,077

Ⅴ　生活環境づくりプロジェクト
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

３６
女性消防団員活
動支援事業

地域消防力の中核となる消防
団へ女性消防団員を登用し、
新たな視点で活性化を推進
し、消防団活動の充実を図
る。

地域課 1,148 1,949 △ 801

３７
再生可能エネル
ギー設備設置費
補助金

住宅への再生可能エネルギー
の自給率を高め、環境にやさ
しい杜づくりを目指す。

環境課 8,350 8,900 △ 550

（単位：千円）

H30
事業費

H29
事業費

増減額

合計 581,293 463,041 118,252

北杜市総合戦略
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八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン

【関連事業一覧（共生ビジョン懇談会に係る経費を除く）】

１　生活機能の強化に係わる政策分野

１．産業振興
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

１
八ヶ岳定住自
立圏就農支援
連絡協議会

圏域において、これまで蓄積
した新規就農支援等のノウハ
ウを共有するため、有識者も
交えた連絡協議会を設置す
る。

農政課 149 149 0

２
野生鳥獣共同
捕獲事業

圏域町村と連携して鳥獣被害
を防止するため、共同捕獲事
業の一環として、市内に捕獲
施設を設置し、ニホンザルの
駆除を行う。

林政課 1,584 3,167 △ 1,583

３
八ヶ岳観光圏
支援事業

八ヶ岳観光圏を滞在型観光が
できる観光エリアとして整備
するため、国内外の観光客の
誘致に向けた地域資源の発掘
や磨き上げ、受入体制の整
備、人材育成、プロモーショ
ン事業等を実施する。

観光課 22,770 21,700 1,070

４
2次交通整備
事業

八ヶ岳観光圏エリアへの観光
誘客に不可欠な2次交通の整備
を行う。

観光課 20,000 △ 20,000

５

南アルプスユ
ネ ス コ エ コ
パーク推進事
業

平成26年に南アルプスがユネ
スコエコパークに登録された
ことから、自然環境の保全・
保護、甲斐駒ブランドの確
立、文化・教育の充実及び観
光振興を図る。

観光課 26,681 11,998 14,683

６
道の駅こぶち
さわ駐車場整
備事業

道の駅こぶちさわの駐車場を
拡充し、利用者の増加を図る
ことで、地元の農産物や特産
品の販売を促進する。

商工・食農課 706 706 0

７
八ヶ岳定住自
立圏農林産物
販売連携会議

道の駅・直売所等を活用し地
産地消及び販路開拓を推進す
るため、道の駅・直売所等の
関係者の情報交換の場を設け
る。

商工・食農課 30 30 0

２．教育・文化
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

８
演劇鑑賞・体
験交流促進事
業

市内のホールを活用した演劇
による文化芸術事業を推進
し、圏域における演劇の振興
を図る。また、演劇のワーク
ショップを開催することで、
演劇に対する関心度を高め
る。

生涯学習課 13,500 3,000 10,500

八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン
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９
大学等との連
携による文化
芸術創造事業

市内ホールそれぞれの特徴を
活かし、文化芸術活動を行う
首都圏の大学や民間団体等の
合宿誘致を図り、発表の場を
提供するとともに、圏域住民
の鑑賞の機会を創出する。

生涯学習課 1,482 1,482

１０
文 化 芸 術 鑑
賞・体験機会
提供事業

圏域の子どもたちや住民に、
多彩な優れた芸術鑑賞や交流
の機会を提供し、芸術文化の
活性化を図る。

生涯学習課 10,995 8,708 2,287

１１
峡北スケート
大会開催事業

スケートを通じて八ヶ岳の広
域的な冬季スポーツ施設拠点
づくりを行う。

生涯学習課 200 200 0

１２
親子スケート
教室開催事業

スケートを通じて八ヶ岳の広
域的な冬季スポーツ施設拠点
づくりを行う。

生涯学習課 216 216 0

１３

ト ッ プ ア ス
リートスケー
ト教室開催事
業

スケートを通じて八ヶ岳の広
域的な冬季スポーツ施設拠点
づくりを行う。

生涯学習課 291 291 0

１４
スケート振興
推進事業

県立八ヶ岳スケートセンター
の利用者の拡大支援を行う。

生涯学習課 2,100 2,100

１５
ス ポ ー ツ 鬼
ごっこ大会開
催事業

圏域の小中学生の親子を参加
させることで、スポーツの交
流・親睦を図る。

生涯学習課 40 36 4

１６
資料館連携事
業

構成市町村の資料館で共通
テーマの企画展を開催し、か
つ、各資料館の観覧者増加を
図るためスタンプラリーを実
施する。

学術課 1,045 660 385

１７
図書館相互利
用促進事業

図書館の相互利用を促進して
いくため、自館で所蔵してい
ない資料について、富士見町
立図書館または原村図書館か
ら資料を借り受け、利用者に
提供する。

中央図書館 30 30 0

２　結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１．地域公共交通
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

１８
圏域公共交通
対策事業

圏域内の連携により、住民の
交通エリアを拡大し、生活の
足を確保する。

企画課 60 60

八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン
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２．圏域内外の住民との交流及び移住の促進
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30
事業費

H29
事業費

増減額

１９
シンデレラエク
スプレス事業

八ヶ岳定住自立圏域内における
出会いの機会創出を図るため、
結婚支援に併せ、首都圏発定住
自立圏行き直行バスを運行する。

企画課 1,000 1,062 △ 62

２０
出会いイベント
開催事業

民間団体へ圏域内での出会いイ
ベント開催を委託する。

企画課 300 300 0

２１
結婚相談員交
流事業

圏域内結婚相談員の情報共有や
結婚支援のためのスキルアップな
どを実施する。

企画課 343 343

２２
移住定住ワン
ストップ窓口設
置事業

移住促進を図るため、三大都市
圏を対象とした就労、住宅、空き
家に関する情報の提供及び発信
に取り組む。

地域課 2,249 2,273 △ 24

３．道路等の交通インフラの整備
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

２３
主要道路整備
事業

圏域内の交流促進や観光ルー
トとしての機能を有する路線
として、中央自動車道小淵沢
ＩＣやＪＲ小淵沢駅を拠点に
連結・周遊する重要な路線で
あるため、維持補修工事を行
う。

道路河川課 30,000 15,000 15,000

１．圏域市町村職員の交流
（単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　概　要 課　名
H30

事業費
H29

事業費
増減額

２４
圏域市町村職
員合同研修開
催事業

定住自立圏で取り組む課題や
圏域内の市町村で共通する課
題をテーマとした職員合同研
修を開催する。

総務課 200 200 0

（単位：千円）

H30
事業費

H29
事業費

増減額

合計 115,971 89,726 26,245

３　圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野
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