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平成３１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

 介護関係施設管理事業費（介護支援課）〔3-3-1〕  

○臨武川町デイサービスセンター介護浴槽等購入      11,232 

○臨低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業（福祉課） 

―――― 348,883 

消費税及び地方消費税率の引き上げによる低所得者及び子育て世帯の消費に

与える影響を緩和させるため、プレミアム付商品券を発行するとともに、地元

消費を喚起し、地域経済の活性化を図る。 

○臨【戦略】子育て世代マイホーム補助金（子育て応援課）〔3-5-6、6-2-1〕 

  ―――― 185,000 

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                  154,000 

新築・建売・中古 96 件 

1 件当たり 新築・建売 最大 1,500 千円 

1 件当たり 中古    最大 1,000 千円 

     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 5件 1 件当たり最大 200 千円 

     子育て住宅リフォーム費補助               30,000 

      リフォーム 24 件 1 件当たり最大 1,000 千円 

 保育園施設整備事業費（子育て応援課）〔3-5-3〕 

○臨小淵沢保育園建設事業                    27,209 

小淵沢西・小淵沢東保育園舎の経年劣化に対応するため、統合による園

舎の建て替えを行う。 

市債   11,000 

市費     232 

国支   88,883 

雑入  260,000 

市費  185,000 

市債   22,100 

市費    5,109 
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平成３１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

 保育施設維持管理事業費（子育て応援課）〔3-5-3〕 

公立保育園（15 園）の維持管理経費 

○臨小泉保育園・北部こども園エアコン設置事業   5,333 

 放課後児童クラブ事業費（子育て応援課）〔3-5-2、6-2-1〕 

共働き家庭等の小学生の健全な育成を図るため、市内 15 箇所に放課後の適切

な遊び及び生活の場を提供する。 

○臨須玉放課後児童クラブ床改修工事                 1,490 

○臨大泉西放課後児童クラブエアコン設置工事             1,260 

 保健センター管理事業費（ほくとっこ元気課）〔3-1-1〕  

○臨高根ふれあい公園遊具整備事業                  2,500 

繰入金   5,000 

市費    333 

国支     330 

県支      330 

繰入金  1,000 

市費    1,090 

繰入金    2,500 

Ⅱ 活気あふれるまち ～雇用と産業

○新移住定住・しごと相談推進事業費（再掲）（地域課）〔6-1-2、6-2-1、6-2-2〕 

――――――  7,449 

○臨【戦略】移住定住相談員設置事業                  463 

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。 

○臨【戦略】移住定住臨時相談所開設事業                299 

子育て世代の移住を強力に推進するため、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。 

○臨【共生】移住定住相談対策推進事業費                  6,687 

更なる移住定住促進を図るため、しごと、住宅、空き家等に関する相談

に対応する総合的な相談窓口を設置し情報の提供及び発信を行う。 

市費    7,449 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

 観光ＰＲ事業費（観光課）〔7-1-1〕 

○新観光パンフレット刷新事業                     4,871 

観光パンフレットを刷新し、ＷＥＢと連携させるなど、重層的なＰＲによ

り一層の観光客の誘客を図る。 

○臨【共生】八ヶ岳観光圏支援事業費（観光課）〔6-1-2、7-1-2〕 

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、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。 

トップセールスによるインバウンド誘客事業         1,602 

平成 30 年度に台湾で実施したプロモーションセールスの更なる戦略と

して、台湾政府関係者、旅行業者、マスコミなどを招待した交流会にてト

ップセールスを行う。 

小海線沿線地域活性化事業                 3,633 

小海線沿線に静態保存されているＳＬを活用し、誘客を図る。 

平成 31 年度は市制 15 周年に併せ、清里駅前のＳＬ（Ｃ56149）のメン

テナンスと合わせたイベントを開催する。 

○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） 

〔6-2-1、7-1-4〕 

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。 

「水の山」フォトコンテスト事業               3,707 

市内全域のブランドとして「水の山」を広くＰＲするとともに、市制

15 周年を記念し、公募型のフォトコンテストを行い、入賞者の作品を活

用したポスター等を作成し、市内、観光事業所や公共施設などに配布す

る。 

「水の山」映像祭事業                 8,000 

平成 30 年度に実施した映像作品を市内で実施される各種事業に併せ

て放映するなど、映像作品による市の魅力を発信するとともに、更なる

魅力を発掘及び発信するためのシナリオ教室、アニメーションの制作等

を行う。 

市費    4,871 

市費      5,235 

繰入金  11,707 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○新甲武信ユネスコエコパーク推進事業費（再掲）（観光課、須玉総合支所） 

〔5-1-1〕―― 52,120 

    甲武信ユネスコエコパーク登録へ向け、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

すると共に、環境保全基金を活用し、環境美化活動や環境教育事業を実施する。 

また、近年の登山・トレッキングブームに伴い山岳観光にも年々来訪者が増

加している。登録による観光客の増加を見込み、トイレの新設や改修を実施し、

安全で快適な施設利用を図る。 

ユネスコエコパークＰＲ                      780 

みずがき山公衆トイレ改築                     48,966 

みずがき湖ビジターセンタートイレ改修               1,985 

河川及び道路等の清掃事業                   232 

環境教育事業                           157 

○臨【戦略】企業と求職者のマッチング機会創出事業費（商工・食農課） 

〔2-3-1、2-3-2、6-2-1〕――― 3,500 

地域限定型採用の促進、移住者や若年者等の就業支援、Ｕ・Ｉターン就職希

望者等の就業支援、市内企業の魅力発信、企業の採用戦略支援、能力開発支援

等、雇用施策の充実及び強化を図る。 

○新地域限定就職ガイダンス事業          2,935 

4 回開催（市内 3回、甲府市内 1回） 

「就活女子会」事業                     565 

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、

女子学生及び女性求職者に対し北杜で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。 

○臨【戦略】北の杜フードバレープロジェクト事業費（商工・食農課） 

〔2-1-3、6-2-1〕 ――― 5,000 

    市内における農業、観光業者等を地域経営資源と捉え、組織化することによ

り、販路の拡大、新産業の創出、地域経済循環の形成、体験活動の受入れ、都

市との交流促進等を行う。 

県支   10,000 

繰入金  2,169 

市債   37,000 

市費    2,951 

市費   3,500 

寄附金    5,000 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○新地域ブランド創出支援事業（商工・食農課）〔2-2-1〕―――――――― 1,000 

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。 

「食と農」を活かした住み続けられるまちづくり推進事業 

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。 

○臨産業立地事業費助成金（商工・食農課）〔2-2-3〕――――――――― 60,000 

市内に一定規模の設備投資により工場等を操業し、これにより常時雇用労働

者を 10 人以上増加させる立地事業に対し、助成金を交付する。 

県単土地改良事業費（農政課）〔2-1-1〕――――――――――――― 72,181 

   県単特産農産物生産支援整備事業 

工事名 対象地区 事業費

高根町原長沢地内農道舗装工事 高根町 11,187 

高根町原長沢地内農業用水取水口改修工事 高根町 1,426 

白州町白須地内農道舗装工事 白州町 10,868 

合  計  23,481 

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

須玉町江草地区揚水ポンプ設置工事 須玉町 18,700 

   県単機構借受農地整備事業 

工事名 対象地区 対象事業 事業費 

水路、畦畔等改修 

工事 
市内 

農地中間管理機構で借り 

受けた農地に係る農業用 

施設の簡易的な改修 

30,000 

寄附金  1,000 

繰入金  50,000 

市費   10,000 

分担金   2,956 

県支   49,500 

市債    17,600 

市費    2,125 
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(単位：千円)  

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

 団体営土地改良事業費（農政課）〔2-1-1〕―――――――――――― 98,623 

農業基盤整備促進事業 

工事名 対象地区 事業費

長坂町白井沢地区圃場整備工事 長坂町 20,985

白州町下教来石地区圃場整備工事 白州町 71,770

合  計  92,755

団体営その他事業 

業務名 対象地区 事業費

換地処分登記業務委託 市内 5,400

  電源立地地域対策交付金事業費（農政課）〔2-1-1〕――――――――― 15,000 

工事名 対象地区 事業費

須玉町穴平地区農道改修工事 須玉町 15,000

 県営土地改良事業負担金（農政課）〔2-1-1〕―――――――――――― 237,462 

事業名 事業費 負担率 負担金 対象地区 

かんがい排水事業 60,000 14.3％ 8,580 朝穂堰

かんがい排水事業 60,000 0.25％ 150 楯無堰 

中山間地域総合整備事業 80,000 15.0％ 12,000 甲斐駒東部 

農地環境整備事業 150,000 15.0％ 22,500 明野(天王原) 

耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 5,000 17.5％ 875 白州 

耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 40,000 17.5％ 7,000 武川(中山) 

経営体育成基盤整備事業 20,000 17.5％ 3,500 須玉（穂足） 

畑地帯総合整備事業 355,000 20.0％ 71,000 茅ヶ岳西麓 

地域ため池総合整備事業 100,000 11.0％ 11,000 長坂(米山) 

土地改良施設耐震対策事業 132,000 11.0％ 14,520 長坂(中丸) 

農村地域防災減災事業 20,000 11.0％ 2,200 長坂（東村） 

農地中間管理機構関連農地整備事業 30,000 11.0％ 3,000 小淵沢（尾根） 

合 計 1,052,000  156,325

分担金   5,108 

県支   59,436 

市債   23,300 

市費   10,779 

県支   15,000 

分担金  47,628 

県支   25,500 

繰入金  49,248 

市債    97,500 

市費    17,586
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨農業振興地域整備計画策定事業費（農政課）〔2-1-1〕―――――――― 6,551 

国県が定める農地等の利用、農業振興地域の整備に関する基本方針及び平成

30 年度に実施した基礎調査による見直しにより計画を策定する。 

 文化財活用推進事業費（再掲）（学術課）〔7-2-2〕

○臨縄文文化観光資源化推進事業               699 

      日本遺産事業の成果を観光振興につなげるため、八ヶ岳定住自立圏及び

観光圏の富士見町、原村と協力し、縄文文化、史跡等のツアーパッケージ

など観光商品化を推進する。平成 31 年度は圏内観光事業者へ委託して観光

資源としての潜在力調査、課題確認などを行う。 

雑入    6,551 

市費     699 

Ⅲ 夢響きあうまち ～教育

 小中学校情報化推進事業費（教育総務課）〔1-1-2、6-2-1〕

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。 

○臨【戦略】小中学校情報化推進事業    88,999 

中学校のＩＣＴ整備を促進するため、電子黒板、無線ＬＡＮ等のＩＣＴ 

機器を整備する。 

○臨情報セキュリティ対策事業                  56,534 

平成 32 年 4 月からの校務支援システムの導入に向け、学校が保有する

情報資産を外部から守るため、情報セキュリティの対策を強化する。 

 教育支援センター運営事業費（教育総務課）〔1-1-2〕――――――――― 16,751 

北杜市の不登校児童及び生徒の支援のために適応指導をする場としての教育

支援センターの運営を行う。 

○新いじめ等早期対応強化事業費（教育総務課）〔1-1-1〕――――――― 17,642

北杜市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止、早期発見、対処等をよ

り確実に進め、子どもの学校環境をより良くする。 

国支   13,930 

県支    674 

繰入金  56,534 

市債   71,800 

市費    3,269

市費   16,751

市費   17,642 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

○臨中学校適正配置推進事業費（教育総務課）〔1-1-2〕――――――――― 2,893 

   市立中学校の適正配置に向けた地域説明会を開催し、審議会にて協議検討を

進める。 

 小学校施設等整備事業費（教育総務課）〔1-1-2〕―――――――――― 59,458

 学校給食管理事業費（学校給食課）〔1-1-2〕

○臨北杜南学校給食センター統合事業 

武川小学校の給食受配室の改築              41,602 

武川学校給食センター解体設計及び備品購入           17,856 

 資料館施設運営事業費（学術課）〔6-1-2、7-2-2〕 

○臨「旧平田家住宅」重要文化財指定 30 年記念事業         77 

      旧平田家住宅の重要文化財指定30年の記念イベントとして、市制15周年と

併せ、旧平田家住宅にてコンサート及び講演会を開催する。 

○臨浅川兄弟顕彰事業費（学術課）〔7-2-2〕 

○新次世代につなぐ継承事業                   6,400 

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。 

 図書館運営事業費（中央図書館）〔1-2-3、6-1-2、6-2-1〕 

○臨金田一春彦ことばの学校第 20 回記念事業             500 

金田一春彦ことばの学校開催第 20 回記念イベントとして、市制 15 周年○新

と併せた記念誌を作成するための補助金を交付する。 

 甲陵高等学校管理事業費（甲陵高校）〔1-1-2〕 

○臨甲陵高等学校空調機器整備事業            75,372 

甲陵高等学校の空調設備機器の更新工事を行う。 

市費     2,893 

市債   55,100 

市費    4,358 

市費      77 

繰入金   6,400 

市費      500 

市債   71,600 

市費      3,772 
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 (単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

Ⅳ 暮らしに花を咲かせるまち ～スポーツと芸術

 芸術文化自主・共催事業費（生涯学習課）〔6-1-1、6-1-2、7-3-1、7-3-2〕

――――  27,610

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      1,834 

○臨【共生】文化芸術鑑賞・体験機会提供事業           10,850 

○臨【共生】演劇鑑賞・体験交流促進事業            6,835 

○臨【共生】大学等との連携による文化芸術創造事業      1,500 

芸術文化鑑賞・市民参加型事業     6,591 

○臨【戦略】東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致事業費（生涯学習課） 

                        〔1-3-3、6-2-1〕―― 34,932 

    2020 スポーツでつなぐ健幸の輪事業 

東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿に向けた機運を高めるため

の取組及び受入の準備を行う。 

○臨社会体育施設整備事業費（生涯学習課）〔1-3-1〕―――――――――  82,750 

    白州総合運動場サンドバレーコート改修事業 

白州総合運動場敷地内にあるサンドバレーコートを国際基準に合わせる

ために改修する。 

 文化財活用推進事業費（学術課）〔7-2-2〕

○臨縄文文化観光資源化推進事業                699 

      日本遺産事業の成果を観光振興につなげるため、八ヶ岳定住自立圏及び

観光圏の富士見町、原村と協力し、縄文文化、史跡等のツアーパッケージ

など観光商品化を推進する。平成 31 年度は圏内観光事業者へ委託して観光

資源としての潜在力調査、課題確認などを行う。 

繰入金  2,750

雑入   5,852

市費  19,008

繰入金  19,481 

雑入    108 

市費   15,343

市債   78,600 

市費    4,150 

市費     699
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

Ⅴ 自分らしさを探せるまち ～若者と女性の活躍

○新北杜もり上げ隊チャレンジ事業費（政策秘書課）〔8-2-3〕――――――― 500 

市政の見える化と、更なる「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試験的に施策を実施する。 

 消防団運営事業費（再掲）（地域課）〔3-7-1〕 

○新準中型自動車免許取得経費補助金             200 

消防ポンプ自動車の運転に必要となる準中型自動車免許を取得する消防

団員又はオートマチック限定免許の解除を行う消防団員に対して、免許取得

に要する経費の一部を補助する。 

○臨ほくとで結ぶ記念日フォト事業（市民課）〔8-1-4〕 ――――――――― 740 

戸籍届出等の市民の門出・節目を祝福及び応援するため、写真撮影に最適な

バックボード及び記念ボードを作成する。 

 健康づくり推進事業費（健康増進課）〔3-1-1〕―――――――――――――   461 

○臨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組を、

市民、企業及び行政が協働で行う。 

○新地域ブランド創出支援事業（再掲）（商工・食農課）〔2-2-1〕――――― 1,000 

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。 

「食と農」を活かした住み続けられるまちづくり推進事業 

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。 

 市営住宅維持管理事業費（住宅課）〔4-1-2〕 

○臨若者が暮らしやすい市営住宅居住性向上事業       31,416 

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。

市費       500 

市費     200 

市費        740 

市費    461 

寄附金  1,000 

使用料  31,416 
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(単位：千円)   

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

Ⅵ 健幸北杜を支える基盤

○新災害対策基金積立金（財政課）〔8-3-1〕――――――-――――――― 16,422 

   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。 

 災害復旧事業費（農政課、林政課、道路河川課）〔2-1-1、2-1-4、4-4-2〕 

災害発生直後に迅速な応急対策を講じ、被災地の早期復旧及び安全確保を行

う。

○臨高根町上黒澤地内農道橋災害復旧事業     5,516

○臨市道長坂富岡・高根下黒澤 10 号線（逸見原橋）災害復旧工事 74,000

 災害対策事業費（地域課）〔3-6-1〕 

○臨土砂災害ハザードマップ作成業務委託                 4,125 

災害対策の強化及び災害発生時に住民が安全・迅速・的確な避難が行わ

れるようにするため北杜市土砂災害ハザードマップを作成する。 

○新土砂災害ハザードマップＷＥＢ化業務委託                 1,474 

土砂災害ハザードマップ、最寄りの避難所、距離等を検索できるよう 

ＷＥＢ化する。 

○臨避難所開設・運営マニュアル改訂業務委託                 1,500 

平成 30 年の災害を教訓として、平成 24 年度に作成した北杜市「避難所

開設・運営マニュアル」を改訂する。 

 公共施設等総合管理計画推進事業費（企画課）〔8-2-4〕―――――――― 1,719 

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、個

別計画の作成等を行う。 

 赤字路線バス運行費負担金（企画課）〔4-4-4〕――――――――――― 38,200 

韮崎・増富温泉郷線及び韮崎・浅尾仁田平線（韮崎市との共同負担）の運行に

かかる経費負担金 

寄附金  16,422 

国支   36,878 

県支   4,785 

市債   33,600 

市費    4,253 

国支   2,799 

市費   4,300 

市費   1,719 

市費     38,200 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

 市民バス運行事業費（企画課）〔4-4-4〕――――――――――――――  184,884 

市民バス路線（11 路線）の運行管理経費 

○臨市民バス入替購入 2 台     2 台               50,297 

○臨地域公共交通網形成計画推進事業                4,362 

     地域公共交通網の再編及び利用促進施策の推進等 

○臨【共生】圏域公共交通対策事業                    96 

○臨【戦略】総合戦略策定事業費（地域課）〔6-2-1、6-2-2〕――――― 2,024 

北杜市総合戦略の計画期間が平成 31 年度で終了することから、引き続き定住

人口の維持・増加を図りながら、持続可能で活力あるまちづくりを推進してい

くため次期総合戦略を策定する。 

 協力金制度推進事業費（地域課）〔8-3-1〕―――――――――――― 19,300 

ふるさと納税ＰＲ用のパンフレット作成及び寄附者へ特産品を送付する。 

○新移住定住・しごと相談推進事業費（地域課）〔6-1-2、6-2-1、6-2-2〕 

――――――  7,449 

○臨【戦略】移住定住相談員設置事業                  463 

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。 

○臨【戦略】移住定住臨時相談所開設事業                299 

子育て世代の移住を強力に推進するため、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。 

○臨【共生】移住定住相談対策推進事業費                  6,687 

更なる移住定住促進を図るため、しごと、住宅、空き家等に関する相談

に対応する総合的な相談窓口を設置し情報の提供及び発信を行う。 

 消防団運営事業費（地域課）〔3-7-1〕 

○新準中型自動車免許取得経費補助金                200 

消防ポンプ自動車の運転に必要となる準中型自動車免許を取得する消防

団員又はオートマチック限定免許の解除を行う消防団員に対して、免許取得

に要する経費の一部を補助する。 

使用料  17,500 

国支    2,000 

県支    5,236 

市費    160,148 

市費    2,024 

寄附金  17,078 

市費   2,222 

市費    7,449 

市費     200 
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(単位：千円)

事      業      の      概      要 財 源 内 訳

 市税賦課徴収事業費（臨時的なもの）（税務課）〔8-3-2〕 

○臨評価替えに係る標準宅地価格鑑定評価業務委託         19,932 

○臨ゴルフ場素地鑑定評価業務委託                 2,200 

 住民基本台帳管理事業費（市民課）〔8-1-4〕 

○新コンビニ交付サービスシステム導入事業              7,085 

市民の利便性向上のため、住民票、印鑑証明書等のコンビニ交付サービス

システムを導入する。 

○臨公営企業法適用事業費 

（上下水道総務課、上下水道施設課、北部上下水道センター）〔4-3-1〕 

地方公営企業会計移行に向け、地方公営企業法適用化基本計画に基づき、業

務を行う。 

公営企業会計移行支援業務                      5,131 

実施期間 平成 28 年度～平成 32 年度 

○新小規模治山事業費（林政課）〔2-1-4〕―――――――――――――― 8,000 

森林の維持造成を通じて山地災害を防止し、水源の涵養、生活環境の保全形

成等を図る。 

平成 31 年度実施予定 須玉町東小尾地区 

○新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〕―― 52,120 

    甲武信ユネスコエコパーク登録へ向け、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

ると共に、環境保全基金を活用し、環境美化活動や環境教育事業を実施する。 

また、近年の登山・トレッキングブームに伴い山岳観光にも年々来訪者が増

加している。登録による観光客の増加を見込み、トイレの新設や改修を実施し、

安全で快適な施設利用を図る。 

ユネスコエコパークＰＲ                        780 

みずがき山公衆トイレ改築                     48,966 

みずがき湖ビジターセンタートイレ改修               1,985 

河川及び道路等の清掃事業                   232 

環境教育事業                           157 

県支   7,134 

市費   14,998 

市費     7,085

繰入金    166 

市債    4,900 

市費     65 

県支    4,000 

市債      3,800 

市費    200 

県支   10,000 

繰入金  2,169 

市債   37,000 

市費    2,951 
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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、6-1-2〕――― 529,691 

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整備を行う。 

若神子・下黒澤線のり面修繕・補強事業              201,260 

橋梁長寿命化修繕（大武川橋外 4橋）                241,578

○臨橋梁等長寿命化修繕計画策定                 30,556

○臨【共生】主要道路整備事業（市道小淵沢 3号線）       18,000 

 情報系システム管理事業費（管財課）〔8-2-1〕――――――――――  73,109 

情報系システム（財務会計等）に係る管理経費 

○臨地理情報システム調達支援事業                30,008 

 業務系システム管理事業費（管財課）〔8-2-1〕――――――――――― 89,520 

業務系システム（住民情報、税務等）に係る管理経費 

○臨業務系システム調達支援事業                  10,346 

○臨業務系システム改修事業                   15,304 

中間サーバプラットフォーム負担金                5,585 

 ネットワーク管理事業費（管財課）〔8-2-1〕―――――――――――  129,889 

ネットワークシステム保守、セキュリティ対策に係る管理経費 

山梨県情報セキュリティクラウド構築運用経費           5,069 

幹線ネットワーク機器等設定構築事業              7,810 

 小中学校情報化推進事業費（再掲）（教育総務課）〔1-1-2、6-2-1〕 

○臨情報セキュリティ対策事業            56,534 

平成 32 年 4 月からの校務支援システムの導入に向け、学校が保有する情

報資産を外部から守るため、情報セキュリティの対策を強化する。 

 図書館管理事業費（中央図書館）〔1-2-3〕 

○臨図書館システム改修事業                   39,951 

公共図書館のＰＣ入替え及びバージョンアップ並びに学校図書館のＰＣ

バージョンアップのシステム改修を行う。 

国支  230,046 

市債  243,000 

繰入金  24,000 

市費   32,645 

繰入金  62,000 

市費     11,109 

繰入金  37,000 

市費    52,520 

繰入金  46,300 

雑入     42 

市費     83,547 

繰入金  56,534 

繰入金  39,951 
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