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実施計画の概要 

実施計画の目的 
 

実施計画は、北杜市総合計画基本構想に掲げた将来像及び分野別のまちづくり目標の実現、

基本計画に掲げられた施策の効率的な実施を目指し、的確な財政見通しのもとに、平成 2５年

度から平成 2７年度までの 3 年間に実施を予定する事務事業を計画的に推進するとともに、長

期的な見通しに立った行財政の健全な運営を図ることを目的としています。 

 

実施計画の位置付け及び期間 
 

実施計画は、基本計画に掲げられた各施策において実施する具体的な事務事業、事業規模等

を示すものとして位置付けられています。 

計画期間は 3 年間とし、社会経済情勢の変化などに柔軟に対応できるよう、毎年度の予算

と整合性を図りながら、毎年見直し（ローリング）を実施し、事務事業の進行管理を行います。 

 

年  度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

基本構想 
 

基本計画 
  

実施計画 

 

 

 

 

 

 

         

 

実施計画の対象事業 
 

実施計画に記載された事務事業は、平成 2５年度から平成 2７年度までの 3 年間において、

基本構想、基本計画に基づき、実施が予定されている事業を対象としています。 

また、計画事業費は、計画期間における概算額であり、確定した額とは異なります。 

なお、事業費の発生しない事務事業であっても、主要な事業として位置付けられているもの

は、この計画に記載されています。 

計画期間 3 年。 

毎年見直しの実施。 

後期計画 前期計画 



実施計画書の各欄について

① 主要事業名

「施策名（小分類）」欄に記載された施策に対応する事務事業の名称。

第3章　安全・安心で明るい杜づくり

第3節　災害に強く安心して暮らせる生活環境の確保

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

4項 交通安全の推進 57,670

1) 交通安全の推進 57,670

① 交通安全の推進 25,417

交通安全啓発事業 企画課
春・秋の全国交通安全運動をはじめ、交通安全の啓発事業を警察・交通安全協会
と連携して実施する。

H25～H27 888

専門交通指導員設置費 企画課
登下校時の交通安全指導や保育園、小学校等での交通安全教室を実施する。指導
員4名

H25～H27 10,482

交通災害共済事務事業 総務課
市民生活の救済、福祉の増進を図るため、市民を対象として交通災害共済性制度
への加入を促進し、交通安全意識の高揚を図る。

H25～H27 7,147

チャイルドシート購入費補助（再掲） 子育て支援課 2万円を上限にチャイルドシート購入費用の1/2を補助する。 H25～H27 6,900

② 交通安全施設の整備 27,000

交通安全施設整備事業 企画課 カーブミラー、ガードレール等の設置、修繕を行う。 H25～H27 27,000

③ 関係機関との連携 5,253

交通安全協会活動費補助金 企画課 交通安全協会（8支部）の活動に対する補助金。 H25～H27 5,253

国・県等の連携・協議 企画課
交通危険箇所調査や地区要望箇所の現地確認等を実施し、交通事故の抑制を図
る。

H25～H27

主要施策名（中分類）

施策の目標（項）（大分類）

施策名（小分類）

①「主要事業名」欄 ③「事業概要」欄

④「実施年度」欄

②「担当課」欄 ⑤「計画事業費」欄

(１)

(３)

(２)

(４)

② 担当課

「主要事業名」欄に記載された事務事業を実施する課名。

③ 事業概要

「主要事業名」欄に記載された事務事業の概要。

④ 実施年度

「主要事業名」欄に記載された事務事業の実施年度。

⑤ 計画事業費

（１） 「主要施策（中分類）」の実施年度期間の合計額。

（２） 「施策（小分類）」の実施年度期間の合計額。

（３） 「主要事業」の実施年度期間の合計額。

（４） 「主要事業名」欄に記載された事務事業の実施年度期間の合計額
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実 施 計 画 書

（平成２５年度～平成２７年度）





第1章　教育・文化に輝く杜づくり
第1節　生きる力と郷土を愛する心を育む教育の充実 3,439,530

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 一貫性のある幼児期教育の充実 8,793

1）一貫性のある幼児期教育の推進 8,793

① 「原っぱ教育」へつなげる食育・地産地消活動等の推進 8,793

教育ファーム事業（再掲）
食と農の杜づ

くり課

市内の小学生や保育園児を対象とした「教育ファーム」を実施すること
により、食物への関心を深めてもらうとともに、また、大人を対象にし
た野菜づくり教室の開催による地産地消の推進や「おはよう！！朝ごは
んコンテスト」により家族や市民相互の絆の促進と健康増進を図り、地
域文化や自然を思いやる心を養う。

H25～H27 8,793

「原っぱ教育」へつなげる食育・地産地消
活動等の推進

子育て支援課
「原っぱ教育」へつなげる食育・地産地消活動等に取り組むことによ
り、一貫性のある幼児期教育の推進を図る。

H25～H27 0

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第1章　教育・文化に輝く杜づくり
第1節　生きる力と郷土を愛する心を育む教育の充実 3,439,530

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

2項 義務教育の充実 3,152,133

1）学校教育内容の充実 1,535,349

① 「原っぱ教育」の推進 1,535,349

原っぱ教育創生事業 教育総務課外
「不屈の精神と大志を持った人材の育成」を教育目標に、夢を持ち未来
を切り拓く心身ともにたくましい北杜の子どもづくりを目的とする原っ
ぱ教育を推進する。

H25～H27 125,520

小中学校単独補助教員等配置事業 教育総務課
小中学校において、習熟度別指導や少人数授業、ティームティーチング
などの児童生徒個々の特性・能力に応じたきめ細かな学習指導を支援す
るため補助教員を配置する。

H25～H27 367,122

英語指導助手招致事業 教育総務課
小中学校で英語指導及びコミュニケーション能力と国際感覚の向上を図
るため外国青年を招致する。
英語指導助手8人

H25～H27 103,776

小中学校就学援助事業 教育総務課外
経済的理由により就学費用の負担が困難であると認められる児童生徒の
就学を援助する。

H25～H27 63,093

幼稚園就園奨励費補助金 教育総務課
幼稚園に通園する園児の世帯で、保育料支払いの経済的負担が大きい階
層を援助するために保育料の一部を幼稚園に助成する。

H25～H27 3,414

小中学校教育振興事業 教育総務課外 各小中学校の教材備品、消耗品、図書等を購入する。 H25～H27 266,694

小中学校給食事業 学校給食課
市内小中学校児童・生徒及び教職員に、安全で安心な学校給食を提供す
る。

H25～H27 577,503

地産地消給食事業（再掲） 学校給食課
地元産食材を取り入れることにより、学校給食に安全で安心な食材の提
供を行い、「食」や「農」に対する理解を深め、「感動」「感謝」の心
を育む児童生徒を育成する。

H25～H27 28,227

2）学校教育環境の向上 1,616,484

① 学校規模と学区の適正配置 0

北杜市小中学校適正配置推進事業 教育総務課 学校規模と学区の適正配置を検討・実施する。 H25～H27

② 公立学校施設の整備 814,365

長坂統合小学校建設事業 教育総務課
長坂地区小学校（日野春小学校・長坂小学校・秋田小学校・小泉小学
校）統合に伴う校舎等の建設を行う。

H25 15,406

小中学校管理事業 教育総務課外 各小中学校の管理・運営を行う。 H25～H27 626,142

小中学校施設等整備事業 教育総務課 各小中学校施設について安全で衛生的な学びやすい環境を整備する。 H25～H27 75,563

小中学校耐震化事業 教育総務課 泉小学校食堂棟の耐震化を行う。 H25 97,254

③ 学校給食施設の整備 467,616

学校給食管理事業 学校給食課
単独調理場１施設、給食センター4施設の管理・運営を行う。
栄養士、業務員、調理員40人

H25～H27 467,616

④ 地域ぐるみ学校安全の推進 2,898

安全体制整備事業 教育総務課 学校安全のため、スクールガードによる巡回等を行う。 H25～H27 2,898

⑤ 安全で効率的な通学手段の整備 240,231

小中学校スクールバス運行事業 教育総務課 小中学校スクールバスの維持管理・運営を行う。 H25～H27 240,231

⑥ 情報化社会に対応した情報機器の整備 91,374

小中学校情報化推進事業 教育総務課
児童生徒が情報化の進展に主体的に対応できる能力と、確かな学力を身
につけることをめざし、各小中学校の情報関係機器等の情報環境を整備
する。

H25～H27 91,374

3） 300

① 中高一貫教育の推進 300

中高一貫等先進校視察事業 甲陵中・高
甲陵中・高等学校の一層の教育推進を図るため、先進校等の視察を行
う。

H25～H27 300

中高一貫教育の推進

4



第1章　教育・文化に輝く杜づくり
第1節　生きる力と郷土を愛する心を育む教育の充実 3,439,530

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

3項 高等教育の充実 278,604

1) 高等学校教育の充実 278,604

① 甲陵高校の適切な運営 278,604

甲陵高等学校管理事業 甲陵中・高 高等高校の管理・運営を行う。 H25～H27 257,505

甲陵高等学校教育振興事業 甲陵中・高 高等学校の教材備品、消耗品、図書等を購入する。 H25～H27 21,099
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第1章　教育・文化に輝く杜づくり
第2節　地域づくりを支える生涯学習社会の充実 1,602,463

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 生涯学習の充実 421,663

1) 生涯学習計画の推進 15,729

① 生涯学習計画の推進 0

生涯学習推進計画策定事業 生涯学習課
生涯学習社会の構築指針として策定し、「教育・文化に輝く杜づくり」
の実現を図る。

H25～H27 0

② 啓発活動の推進 2,451

生涯学習推進事業 生涯学習課 生涯学習社会を実現するため、啓発活動、職員の資格取得研修を行う。 H25～H27 2,451

③ 各種学習講座の充実 13,278

生涯学習講座開催事業 生涯学習課
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
社会の実現するため、市民ニーズにあった各種講座を開設する。

H25～H27 8,115

北杜ふれあい塾開催事業 生涯学習課
市内施設を活用し、広く市民が学習できる講座を開設し、総合的な生涯
学習活動の場を提供する。

H25～H27 5,163

④ まなびの杜タレントバンクの活用 0

まなびの杜タレントバンク活用事業 生涯学習課
市民の知識や技術等を活用し、充実した生涯学習活動の促進を図ってい
くため、北杜市生涯学習人材タレントバンクを活用する。

H25～H27 0

2) 公民館活動の支援 70,958

① 公民館活動の支援 70,958

公民館事業推進費 生涯学習課
公民館運営審議会の開催、公民館研究大会への参加。
教育委員会からの諮問に対して協議検討し答申する。

H25～H27 2,331

公民館分館管理事業費 生涯学習課 公民館分館の施設管理等を行う。 H25～H27 15,147

公民館分館活動補助金 生涯学習課
公民館分館活動を推進し、地域の特性を活かしながら効果的に事業が実
施されるよう、経費の一部を助成する。

H25～H27 43,998

公民館分館整備費補助金 生涯学習課 公民館分館の建設、整備の費用の一部を助成する。 H25～H27 9,482

3) 図書館機能の充実 334,976

① 図書館の適切な運営 331,755

図書館運営事業 中央図書館 8図書館の管理及び蔵書の整備などを行う。 H25～H27 260,715

図書館管理事業 中央図書館 8図書館の施設管理等を行う。 H25～H27 71,040

② 図書館ボランティアの育成 345

図書館ボランティア研修事業 中央図書館
図書館ボランティアのスキルアップを図り、図書館活動をより充実させ
る。

H25～H27 345

③ ブックスタート事業の推進 2,876

ブックスタート・セカンドブック・サード
ブック事業

中央図書館 7ヶ月・2才児・就学時前健診と連携し、子どもの読書活動を推進する。 H25～H27 2,876

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第1章　教育・文化に輝く杜づくり
第2節　地域づくりを支える生涯学習社会の充実 1,602,463

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

2項 社会教育の充実 577,407

1）社会教育の充実 577,407

① 社会教育の充実 8,268

社会教育推進事業 生涯学習課
社会教育委員会議の開催、社会教育研究大会への参加。
教育委員会からの諮問に対して協議検討し答申する。

H25～H27 2,706

成人式開催事業 生涯学習課 新成人者に対し成人式を開催する。 H25～H27 3,762

家庭教育推進事業 生涯学習課
小中学校家庭教育講座（小中学校保護者対象家庭教育講座等）を開催す
る。

H25～H27 1,800

② 社会教育施設の適切な管理 569,139

社会教育施設管理事業 生涯学習課 社会教育施設の管理・運営を行う。 H25～H27 143,832

社会教育施設整備事業 生涯学習課 社会教育施設の整備を行う。 H25～H26 425,307

3項 生涯スポーツの充実 603,393

1) 生涯スポーツの充実 590,487

① 生涯スポーツの充実 128,445

北杜市体育協会補助金 生涯学習課
スポーツ振興を図るため、体育・スポーツ活動の要となる体育協会に対
し助成する。またＨ２６年度以降の自立化を支援する。

H25～H27 86,000

外郭団体自立促進事業 生涯学習課
体育協会の運営等に携わる事務補助員を雇用し、同団体の自立を促進す
る。

H25 3,050

県外スポーツ大会等出場参加補助金 生涯学習課
スポーツレベルの向上と振興を図るため、県外で行われる各種大会等に
県内予選を経て出場する団体及び個人に助成する。

H25～H27 3,000

スポーツ推進委員活動事業 生涯学習課
スポーツ推進員の資質の向上を図るため、研修会・講演会等を実施すと
ともにスポーツ推進事業を実施する。

H25～H27 11,341

生涯スポーツ推進事業 生涯学習課 各種スポーツ教室等を開催し、生涯スポーツの推進を図る。 H25～H27 13,923

北の杜音頭制作事業 生涯学習課
北杜市制１０周年記念に向けた記念事業として、北杜市の音頭を作成
し、広く市民に普及させる。

H25～H26 1,700

全国高等学校総合体育大会開催事業 生涯学習課 韮崎市を中心に５市町で実施するサッカー競技の対応を行う。 H25～H26 9,431

② 社会体育施設の適切な管理 462,042

社会体育施設整備事業 生涯学習課 社会体育施設の整備を行う。 H25 10,345

社会体育施設管理事業 生涯学習課 社会体育施設の管理・運営を行う。 H25～H27 451,697

2) 子どもの体力づくりの推進 12,906

① 子どもの体力づくりの推進 12,906

子どもの体力づくり等推進事業 生涯学習課 小学校児童を対象に体力検定を行い、体力づくり等推進を図る。 H25～H27 156

全日本ジュニア障害馬術大会事業 生涯学習課
山梨県馬術競技場で開催される全日本ジュニア障害馬術大会への支援、
協力を行う。主催（社）日本馬術連盟

H25～H27 12,750
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第2章　産業を興し、富める杜づくり
第1節　特色ある農林業の振興 3,536,621

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 活力ある農業の推進 3,380,725

1）農地の保全と農業生産基盤の整備 1,110,995

① 資源保全施策の推進 149,159

農地・水保全管理支払交付金事業 農政課
地域が行う農地・農業用水等、資源の日常の保全活動に加え、老朽化が
進む農業用排水路等の長寿命化のための補修等を行う活動を支援する。

H25～H27 119,943

農地利用集積推進事業費補助金 農政課
農地の権利関係の調整や手続きの代行業務を行う円滑化団体が設置する
農地調整員の経費を助成する。

H25～H27 20,364

農業振興地域整備計画策定事業 農政課
農業地域の整備に必要な施策を計画的に推進するため、農業振興用地筆
データや図面等の作成を行う。

H25 8,852

② 農業生産基盤の整備 961,836

団体営土地改良事業 農政課 農業生産基盤の未整備箇所を地元要望に基づき市が計画的に実施する。 H25～H27 337,686

県営土地改良事業負担金 農政課
この事業は比較的規模が大きい農業生産基盤、農村生活環境基盤の整備
を県営事業として実施する。

H25～H27 567,150

市単独土地改良事業補助金 農政課
農業者団体等が事業主体となり、小規模な農業生産基盤の整備に要する
経費に対して補助金を交付する。

H25～H27 57,000

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）
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第2章　産業を興し、富める杜づくり
第1節　特色ある農林業の振興 3,536,621

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

1項 活力ある農業の推進

2）特色ある農業・農村づくりの促進 2,269,730

① 農業経営安定対策の推進 1,549,436

農業振興推進事業 農政課
農業の近代化と経営の合理化を推進し、生産性の高い農業経営の確保と
担い手農業者の育成を実施する。

H25～H27 12,240

中山間地域等直接支払交付金事業 農政課 中山間地域の生産コストの格差を是正するための活動費補助を行う。 H25～H27 1,181,109

産地づくり対策市単事業 農政課 農家の転作に係る奨励作物等の価格補償を行う。 H25～H27 165,000

地域農業再生事業費補助金 農政課
農業者戸別所得補償推進を行うための、北杜市再生協議会への活動補
助。

H25～H27 44,142

制度資金等利子補給事業 農政課 認定農業者等の制度資金借入に伴う、利子補給を行う。 H25～H27 7,077

営農指導事業費補助金 農政課
北杜市の農業振興を図るため、梨農業協同組合と連携して農業指導を実
施する。

H25～H27 14,400

優良家畜育成事業 農政課
優良品種（人工授精用精液）導入への助成を通して、乳生産量の増大の
ための優良家畜の育成を図る。

H25～H27 5,468

県水田農業構造改革対策事業 農政課 水稲作付目標を達成するためのソフト推進と機械購入補助を行う。 H25～H27 120,000

② 認定農業者・新規就農者の確保と育成 373,224

担い手農業者育成事業 農政課 市の担い手農業者を目指す者の育成に対する補助。 H25～H27 7,662

新規就農総合支援事業 農政課 青年就農者が新規に経営を開始する時に支援する。 H25～H27 254,250

担い手農業者農作業機械修繕費支援事業 農政課 担い手農業者が使用する大型機械の修繕を支援する。 H25～H27 6,552

地域おこし協力隊支援事業 農政課 新規就農者を地元に定着させるための研修を目的とする。 H25～H27 104,760

③ 農業振興施設の適切な管理 142,200

農業生産基盤施設管理事業 農政課 農政課が所管する18施設の維持管理を行う。 H25～H27 65,001

地産地消関連施設管理事業
食と農の杜づ

くり課
市内にある11の農産物直売施設と農産物加工施設の維持管理を行う。 H25～H27 77,199

④ 環境保全型農業の推進 39,300

環境保全型農業直接支払交付金事業 農政課
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業
者に対して支援する。

H25～H27 6,750

環境循環型農業推進事業 農政課
有機堆肥施用の推進を通して、地産地消及び食の安心・安全に順応した
減農薬農産物の生産を図る。

H25～H27 25,920

農村地域新エネルギー利活用推進事業 農政課
明野町大規模野菜生産団地内に設置されている太陽光発電設備の保守管
理を行う。

H25～H27 6,630

⑤ 地産地消の推進 65,391

地産地消推進事業
食と農の杜づ

くり課

地産地消を推進するため、市内飲食店等をエコひいき地産地消協力店と
して登録するとともに、地域に根ざした学校給食を目指した地域生産者
との交流、他の自治体や大学との連携を図る。

H25～H27 37,164

地産地消給食事業 学校給食課
地元産食材を取り入れることにより、学校給食に安全で安心な食材の提
供を行い、「食」や「農」に対する理解を深め、「感動」「感謝」の心
を育む児童生徒を育成する。

H25～H27 28,227
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第2章　産業を興し、富める杜づくり
第1節　特色ある農林業の振興 3,536,621

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

1項 活力ある農業の推進

2）特色ある農業・農村づくりの促進

⑥ 野生鳥獣被害対策の推進 100,179

鳥獣害に強い地域づくり支援事業費補助金 林政課
地域で取り組む防除活動等を支援し、鳥獣害に強い地域を創出すること
により、農作物等の被害軽減を図る。

H25～H27 5,115

有害鳥獣捕獲活動支援事業 林政課
捕獲活動の積極的な取り組みを行うことで、野生鳥獣による農作物等の
被害軽減を図るため、捕獲活動を行う猟友会を支援する。

H25～H27 10,098

鳥獣害対策事業 林政課
地域による効果的な鳥獣害対策を推進するため、自主防除への取り組み
を中心とした意識啓発と知識の普及を図る。

H25～H27 396

野生鳥獣被害防除事業 林政課
防除対策の一環として、主に里山に出没するニホンザルの追い払いを緊
急雇用創出事業により実施する。

H25～H27 18,030

特定鳥獣適正管理事業 林政課 県が策定する特定鳥獣保護管理計画に基づき、管理捕獲を実施する。 H25～H27 64,650

北杜市野生鳥獣害対策協議会補助金 林政課 北杜市野生鳥獣害対策協議会で実施する事業に対する補助金 H25～H27 900

鳥獣被害対策実施隊事業 林政課
野生鳥獣による農作物被害の防除対策として、市から要請に応じて出動
し、野生鳥獣の追い払いを行う鳥獣被害対策実施隊を設置する。

H25～H27 990

2項 林業の振興 155,896

1）健全な森林の育成 155,896

① 健全な森林の育成 155,896

「音事協の森」整備事業（再掲） 林政課
地球温暖化対策の一環として整備される「音事協の森」の全国第1号地
として、明野町小笠原地内で行っている森づくりを実施する。

H25～H27 4,323

北杜モデル林整備事業 林政課
明野町小笠原地内の荒廃した市有林について、森林環境教育の森、保健
休養の森と一体的に整備を実施する。

H25～H27 1,842

里山整備事業補助金 林政課
森林の荒廃を防止し、国土の保全や水源涵養等森林の機能を最大限に引
き出すため、森林整備を行うものに対し補助金を交付して、里山の保全
整備を実施する。

H25～H27 72,000

「北杜～木づかい市」開催事業 林政課
地域の森林整備等から生まれる森林資源を活用した製品等のＰＲを行
い、地産地消による消費の拡大と生産者の掘り起こしを行う。

H25～H27 150

北の杜づくり講座開催事業 林政課
森林整備に対する理解の促進、林業者の技術の向上等を行うことによ
り、健全な森林の育成を図るために、森林・林業に関する講座を開催す
る。

H25～H27 336

松くい虫防除対策事業 林政課
アカマツ林における森林病害虫のまん延と被害拡大の防止を図るため、
伐倒処理等の被害対策を推進する。

H25～H27 76,245

森林整備地域活動支援金交付事業 林政課
森林の集約化施業の促進に必要となる「森林情報の収集」、「境界確
認」、「森林所有者の合意形成」や既存の森林作業路網の点検や修繕等
の活動を支援する。

H26～H27 1,000
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第2章　産業を興し、富める杜づくり
第2節　地域に密着した商工業の活性化 369,596

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 商業の振興 190,824

1) 商店街の活性化 113,562

① 商工会活動への支援 103,467

商工業振興支援事業費補助金 観光・商工課
中小企業の振興と安定に寄与するため、地域商工業の総合的な改善を図
る事業を支援する。

H25～H27 15,762

中小企業経営改善普及事業費補助金 観光・商工課
中小企業の振興を図るための指導、相談、経営改善普及活動等を行う商
工会の人件費及び事務費を支援する。

H25～H27 87,705

② 中心市街地の活性化推進 10,095

TMO構想推進事業 観光・商工課
中心市街地活性化のために策定されたＴＭＯ構想を推進するため、ＴＭ
Ｏが行う商店街活性化及び地域活性化事業に対して補助を行う。

H25～H27 10,095

2) 商店経営の充実と個店の活性化 77,262

① 個性や魅力ある店舗づくりの推進 77,262

商工業振興支援事業費補助金（再掲） 観光・商工課
中小企業の振興と安定に寄与するため、地域商工業の総合的な改善を図
る事業を支援する。

H25～H27 15,762

商工業者利子補給事業費補助金 観光・商工課 経営安定のために資金融資を受けた商工業者に利子補給を行う。 H25～H27 61,500

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第2章　産業を興し、富める杜づくり
第2節　地域に密着した商工業の活性化 369,596

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

2項 工業の振興と企業誘致の推進 94,272

1）企業誘致活動の推進 1,656

① 企業誘致活動の推進 1,656

企業誘致活動事業 観光・商工課
企業誘致を積極的に推進するため、関係機関との情報交換を行うととも
に、情報の寄せられた企業への訪問活動を行う。

H25～H27 1,656

2) 地域産業の活性化と企業振興 92,616

① 中小企業（地域産業）への支援 90,960

商工業振興支援事業費補助金（再掲） 観光・商工課
中小企業の振興と安定に寄与するため、地域商工業の総合的な改善を図
る事業を支援する。

H25～H27 15,762

商工業者利子補給補助金（再掲） 観光・商工課 経営安定のために資金融資を受けた商工業者に利子補給を行う。 H25～H27 61,500

中小企業育成支援事業 観光・商工課
市内の製造業を中心とした中小企業を支援するため、関係機関と連携し
商談会等の事業を開催する。

H25～H27 432

水道料金緊急経済対策助成金 観光・商工課
水道料金改定に伴い、大幅に値上げとなった市内企業等に対し、助成金
を交付する。

H25～H27 13,266

② 北杜市企業交流会の活動の充実 0

北杜市企業交流会の活動の充実 観光・商工課
市内企業の振興を図るため、北杜市企業交流会が企画するセミナーや視
察研修会等、各種事業の円滑な実施を支援する。

H25～H27 0

③ 市内企業の情報発信の強化 1,656

企業誘致活動事業（再掲） 観光・商工課
企業誘致を積極的に推進するため、関係機関との情報交換を行うととも
に、情報の寄せられた企業への訪問活動を行う。

H25～H27 1,656
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第2章　産業を興し、富める杜づくり
第2節　地域に密着した商工業の活性化 369,596

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

3項 勤労者対策の充実 84,500

1) 就業・就職への支援 83,675

① ふるさとの就職の奨励 67,913

就職祝金支給事業 観光・商工課
若者（新規学卒者、Ｕ・Ⅰターン者）の定住を促すとともに、商工業の
雇用の安定と活性化を図ることを目的に市内就職者に祝金を支給する。

H25～H27 1,680

峡北広域シルバー人材センター補助金 観光・商工課
(社)峡北広域シルバー人材センターへの補助金及び山梨県職業能力開発協
会への負担金

H25～H27 23,499

重点分野雇用創出事業 観光・商工課
成長分野として期待されている分野における新たな雇用機会を創出する
とともに、地域ニーズに応じた人材を育成し雇用に結びつけるための事
業を実施する。

H25 42,734

② 市内企業就業者の能力開発 15,762

商工業振興支援事業費補助金（再掲） 観光・商工課
中小企業の振興と安定に寄与するため、地域商工業の総合的な改善を図
る事業を支援する。

H25～H27 15,762

2) 労働関係の情報収集と提供 825

① 求職や求人の情報収集と提供 825

就職ガイダンス開催事業 観光・商工課
求職者と求人企業が直接面談できる機会を設定し、相互に情報交換を行
うことにより、求職者の就業促進を図るとともに、市内に立地する企業
の人材確保を支援する。

H25～H27 825
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第1節　市民の健康づくりと医療や社会保障制度の充実 31,290,666

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 市民の健康づくりの推進 703,632

1）市民の健康づくりの推進 694,008

① 健康増進計画の策定・推進 225

健康づくり推進協議会運営事業 健康増進課
市民の総合的な健康増進のため、健康増進計画に関する事業等について
審議する。

H25～H27 225

② 生活習慣病の予防と早期発見・対応 277,593

健康情報普及啓発事業 健康増進課
健康づくり標語を広く市民から募集し、日常生活の中で健康に関心を持
つよう働きかける。また、優秀な健康標語を活用し、健康啓発を行う。

H25～H27 1,329

健康診査事業 健康増進課
健康の確認、疾病の早期発見のため、特定健診及びがん検診（大腸、乳
がん、子宮がん、胃がん等）を実施する。

H25～H27 276,264

③ 保健指導の充実 38,960

保健センター運営事業 健康増進課
乳幼児健診等各種保健事業を実施している。保健センター維持管理に係
る経費。

H25～H27 29,808

健康教育・健康相談事業 健康増進課
健康な生活や疾病の早期治療のため、保健師、栄養士、歯科衛生士によ
る健康教育、個別相談指導を行う。

H25～H27 6,312

肝炎対策事業 健康増進課 肝炎患者の治療費自己負担分の半額を助成し、経済的負担を軽減する。 H25～H26 1,580

口腔衛生事業 健康増進課
保育園、小学校、中学校に歯科衛生士を派遣し、正しい歯の磨き方の指
導と知識の普及を行う。

H25～H27 1,260

訪問指導事業 健康増進課 保健師、栄養士が生活実態に合わせた保健指導を実施する。 H25～H27 0

④ 感染症予防の推進 366,577

予防接種事業 健康増進課
予防接種法に基づき、感染予防、発病防止、感染症のまん延予防を目的
に実施する。

H25～H27 354,322

結核検診事業 健康増進課
65歳以上の高齢者に結核検診受診の義務があり、胸部レントゲン検査を
実施する。

H25～H27 11,655

新型インフルエンザ等対策事業 健康増進課
いつ発生するかわからない新型インフルエンザ等に対し、消毒薬・防護
具を備蓄し非常時に備える。

H25～H27 600

⑤ 食育による地産地消の推進と食生活の改善 10,653

食育推進計画策定事業
食と農の杜づ

くり課
北杜市食と農の杜づくり条例に基づき、食育を推進するために計画の策
定する。

H25 0

キッチン事業
食と農の杜づ

くり課

食への意識向上を図るため、市内17箇所の保育園の園児の親子や子育て
支援センター等の児童の親を対象とした調理実習や食に関する学習会を
実施する。

H25～H27 1,860

教育ファーム事業
食と農の杜づ

くり課

市内の小学生や保育園児を対象とした「教育ファーム」を実施すること
により、食物への関心を深めてもらうとともに、また、大人を対象にし
た野菜づくり教室の開催による地産地消の推進や「おはよう！！朝ごは
んコンテスト」により家族や市民相互の絆の促進と健康増進を図り、地
域文化や自然を思いやる心を養う。

H25～H27 8,793

2）地域の組織づくりと活動の支援 9,624

① 地域の組織づくりと活動の支援 9,624

保健福祉推進員活動事業 健康増進課
地域の健康福祉の担い手として健康増進計画に基づき地域活動を推進す
る。合わせて地域で活動しやすいよう研修会を通じて支援を行う。

H25～H27 3,351

食生活改善推進員養成・活動事業 健康増進課
市民の食生活改善に向け、推進員が各地域で食生活を改善するための活
動を行う。（H25年２７年度　隔年で食生活改善推進員の養成講習を行
う。）

H25～H27 6,273

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第1節　市民の健康づくりと医療や社会保障制度の充実 31,290,666

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

2項 子育て世代への支援の推進 123,306

1）子育て世代への支援の推進 123,306

① 出産支援の推進 98,253

妊婦・乳児一般健康診査事業 健康増進課
妊婦1人に対して医療機関等での妊婦健診受診補助、14回。及びクラミ
ジア、HTLV検査補助を行う。

H25～H27 67,131

不妊治療（こうのとり）支援事業 健康増進課
不妊治療夫婦を対象に保健適用外の特定不妊治療（体外受精や顕微授
精）の経費の一部を経済的負担軽減のため助成を行う。

H25～H27 9,000

出産支援事業 健康増進課
妊産婦への支援事業として、助産師の雇用、母乳相談、ベビーマッサー
ジ等を実施する。

H25～H27 7,122

特定診療科施設開業支援事業 健康増進課
少子化対策を行う上で必要な、専門の産婦人科及び小児科の開業を行う
診療所に対し運営費の支援を行う。

H25～H27 15,000

② 乳幼児の保健事業の推進 22,143

乳幼児専門チームによる健診事業 健康増進課
乳幼児の健康と発育発達を確認し、病気の早期発見と子育て育児支援を
行う。

H25～H27 17,598

ママパパ学級事業 健康増進課
妊婦や父親等に、赤ちゃん抱っこ体験、母乳栄養、妊娠中の生活につい
てなどの学習をすると共に、情報交換の場を提供する。

H25～H27 291

親子すくすく相談事業 健康増進課
乳幼児健診のフォローアップとして、子どもの健やかな成長のため、発
達相談や自立への相談の場を提供する。

H25～H27 1,116

養育支援訪問事業 健康増進課
妊娠中や産後間もない家庭や育児困難な家庭にヘルパーを派遣し、育
児・家事の援助及び相談等を実施する。

H25～H27 720

乳児全戸訪問事業 健康増進課 ４か月未満の全乳児に対して保健師による家庭訪問を実施する。 H25～H27 45

親子のびのび教室事業 健康増進課
良好な親子関係を築くための、遊びやコミュニケーションについての学
びの教室を開催する。

H25～H27 804

５歳児相談事業 健康増進課
5歳児とその保護者を対象に、生活習慣の見直しや就学支援に向けての
相談を行う。

H25～H27 1,569

③ 子育て支援組織の育成と推進 2,910

愛育班組織育成事業 健康増進課
4町8班体制で活動している。乳幼児に声かけ活動を中心に母と子の幸せ
を願い活動をしている組織の支援育成を行う。

H25～H27 2,910

3項 医療の充実 12,049,844

1) 市立医療機関の充実 11,939,685

① 市立医療機関の充実 11,929,685

市立病院等運営事業 健康増進課 市立病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーションの運営を行う。 H25～H27 11,253,722

市立病院等施設整備事業 健康増進課 病院等の施設整備を行う。 H25～H27 270,103

辺見診療所運営事業 健康増進課 辺見診療所の運営を行う。 H25～H27 168,144

白州診療所運営事業 健康増進課 白州診療所の運営を行う。 H25～H27 237,716

② 山梨大、県立中央病院と市立病院の連携強化 10,000

山梨大、県立中央病院と市立病院の連携強
化

健康増進課
山梨大、県立中央病院と市立病院の連携強化を図り、医療の充実に努め
る。

H25～H27 0

地域医療連携施設支援事業 健康増進課
北杜市民の利用率15％、病床数100床の医療連携を行う病院に対し支援
を行う。

H25～H27 10,000

2) 出産体制の支援 7,122

① 出産体制の支援 7,122

出産支援事業（再掲） 健康増進課
妊産婦への支援事業として実施。助産師の雇用。母乳相談、ベビーマッ
サージ等を実施する。

H25～H27 7,122

3) 4,509

① 地域医師会、開業医との連携強化 4,509

医療提供体制づくり事業負担金 健康増進課 医療提供体制づくり事業負担金。 H25～H27 4,509

4) 緊急医療体制の強化 98,528

① 救急医療体制の確立 58,973

救急医療体制負担金 健康増進課 ２次救急医療機関、センター等の負担金。 H25～H27 58,973

② 休日夜間在宅当番医の充実強化 39,555

休日夜間急患診療体制整備事業 健康増進課 在宅当番医事業等の委託料・負担金。 H25～H27 39,555

地域医師会等との連携強化
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第1節　市民の健康づくりと医療や社会保障制度の充実 31,290,666

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

4項 国民健康保険制度の推進 18,413,035

1) 国民健康保険制度の推進 18,413,035

① 国民健康保険制度の推進 18,413,035

改正等に関する啓発事業 市民課
国民健康保険制度や保険税率が改正となる場合、趣旨や改正の内容を広
報等により啓発する。

H25～H27 0

国民健康保険運営協議会運営事業 市民課 国保事業の運営に関する重要事項の審議等を行う。 H25～H27 1,419

国保税徴収事業 市民課
被保険者世帯への国保税の課税徴収を行なうことや、徴収員を雇用し、
訪問徴収を強化し収納率の向上を図る。

H25～H27 32,883

特定健康診査・保健指導事業 市民課
国民健康保険加入の40歳～74歳の者に対し、メタボリックシンドロー
ム予防を主眼とした健診・保健指導、健康教室を行う。

H25～H27 196,347

疾病予防事業 市民課
被保険者の疾病の発症を未然に防ぐための健康教育を行う。また、疾病
の統計データから増加傾向の疾病を探り重症化を防ぐ取り組みを行う。

H25～H27 18,813

保険給付事業 市民課
被保険者や被扶養者が病気にかかったり、ケガをした場合の診療の提供
や、出産および死亡した場合などに給付金を支給する。

H25～H27 12,097,458

ジェネリック医薬品促進事業 市民課
ジェネリック医薬品を利用した場合の自己負担の軽減について、自己負
担の軽減額が大きい者を対象に、ジェネリック医薬品に切り替えた場合
の差額について通知し周知する。

H25～H27 7,431

老人保健拠出金 市民課 老人保険制度精算に伴う拠出金。 H25～H27 144

介護納付金 市民課
介護保険第２号被保険者にかかる介護納付金を、社会保険診療報酬支払
基金へ支払う。

H25～H27 1,258,065

前期高齢者納付金 市民課
保険者間の前期高齢者（65歳以上75歳未満）に係る医療費の不均衡を
調整するために前期高齢者加入率に応じて社会保険診療報酬支払基金へ
支払う。

H25～H27 3,393

後期高齢者支援金 市民課
後期高齢者医療制度の財源として、現役世代からの支援金として社会保
険診療報酬支払基金へ支払う。

H25～H27 2,664,339

財政安定化事業 市民課
県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、国民
健康保険団体連合会が行なう共同事業へ拠出金として支払い、交付金と
して交付される。

H25～H27 2,004,768

適用適正化推進事業 市民課
被保険者資格の審査の徹底、窓口における適格な資格認定を行い、適用
の適正化を推進する。

H25～H27 71,295

国民健康保険自立支援事業 市民課 山梨県国民健康保険自立支援事業貸付金への償還を行う。 H25～H26 56,680

5項 国民年金制度の推進 849

1) 国民年金制度に関する啓発活動 849

① 国民年金制度に関する啓発活動 849

新成人啓発事業 市民課
年金事業の理解を高めるため、新成人に国民年金のパンフレットを配布
しＰＲを行う。

H25～H27 849
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 地域福祉の充実 1,417,723

1) 地域福祉の充実 1,219,481

① 地域福祉の充実 12,580

災害時要援護者支援事業 福祉課
災害時要援護者登録者の情報をシステムで管理し、迅速な情報把握、提
供に努める。

H25～H27 621

健康福祉大会事業 福祉課
市民が生涯にわたり健康で生きがいのある快適な生活を送るため、講演
や健康づくりに関する各種催しを通じ、健康、福祉に対しての知識の普
及と啓発を図る。

H25～H27 5,712

地域出張相談事業 福祉課
地域住民が歩いて来れる公民館などで出張相談を開設し、困りごとへの
対応・サービス利用の援助等の支援を行う。（社会福祉協議会へ委託）

H25 4,707

戦没者慰霊祭事業 福祉課
先の大戦により死亡した英霊の御霊を慰めることを目的に、2年に一度
実施している。

H25～H27 1,540

② 生活困窮者への支援 1,039,349

生活保護扶助事業 福祉課
生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最
低限度の生活を保障するため生活保護費を支給する。

H25～H27 1,025,574

就労支援員配置事業 福祉課
生活保護受給者、特に稼働能力を有する傷病や障害のない若者等が急増
する中で、就労支援員を配置し、ハローワークへの同行や面接支援等特
別なサポートを必要とする生活受給者への就労支援の強化を図る。

H25～H27 6,729

医療扶助適正実施推進事業 福祉課
生活保護受給者の医療費削減の観点から、後発医薬品の使用促進、医療
扶助の適正化を推進する。　受給者への助言指導や、医療機関・薬局に
事業の趣旨・取扱いを周知・協力依頼を行う。

H25～H27 6,729

住宅手当緊急特別措置事業 福祉課
住居を喪失した離職者のうち、就労能力及び就労意欲のある者に対して
住居手当を支給し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う。

H25 317

③ 福祉施設の適切な管理 167,552

福祉関係施設管理事業 福祉課
福祉課所管施設の指定管理料等（高根福祉村団地、北の杜聖苑、武川高
齢者活動センター）

H25～H27 160,740

介護関係施設管理事業 介護支援課
介護予防拠点施設（明野ゆうゆうふれあい館・須玉なかよし健康の家・
武川元気アッププラザ・大泉屋内スポーツ施設）及びデイサービスセン
ターの施設維持管理を行う。

H25～H27 6,812

2) 地域福祉の担い手の育成 198,242

① 地域福祉を支える人材の育成 4,095

ボランティア団体育成・支援事業 福祉課
社会福祉協議会が行うボランティア育成、読み聞かせボランティア等の
活動に対し、助成する。

H25～H27 4,095

② 保健福祉関係団体のネットワーク化 0

地域ケア会議 介護支援課
地域包括ケアを実現するために、地域ケア連絡会議、小地域ケア会議、
地域包括ケア推進会議を開催する。

H25～H27 0

③ 地域福祉団体への支援 194,147

社会福祉協議会専門員等設置費補助金 福祉課
社会福祉協議会の専門員の資質の向上、活動の充実を図るため、人件費
を補助する。※人件費の80％を補助（59歳以上は40％）

H25～H27 185,762

民生委員児童委員協議会補助金 福祉課
民生委員児童委員協議会の活動に対しての補助、また、団体の自立意識
の高揚を図るため、県民協の会費等の必要経費を補助金額に含め、一人
につき12,000円を補助する。

H25～H27 6,732

遺族連合会補助金 福祉課 各地区遺族会の活動に対し補助する。（会員数×860円） H25～H27 1,653

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

17



第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

2項 高齢者対策の充実 15,514,862

1）高齢者の自立と生活向上の推進 3,237,773

① 老人福祉計画・介護保険事業計画の推進 5,873

介護保険計画策定事業 介護支援課
老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定により、3年を1
期とし北杜市が行う老人福祉計画及び介護保険事業計画にかかる保険給
付の円滑な実施に関する計画を定める。

H26 5,588

介護保険事業計画策定委員会運営事業 介護支援課 介護保険事業計画策定委員会に関する経費。 H25～H27 285

② 高齢者の生きがいづくりの推進 53,811

老人クラブ活動支援事業 福祉課
北杜市老人クラブ連合会が行う高齢者の生きがいを高め、健康づくりを
進める活動やボランティア活動等に対して助成する。

H25～H27 32,568

いきいき山梨ねんりんピック参加事業 福祉課
広い地域での高齢者の交流の場として、県が開催するスポーツ事業へ参
加する。

H25～H27 882

高齢者祝福事業 福祉課
敬老祝金等を支給し、長寿を祝福するとともに敬老意識の高揚と高齢者
の福祉の増進を図る。

H25～H27 13,023

お楽しみ給食サービス事業 福祉課
80歳以上の一人暮らしの方に、年4回お楽しみ給食サービスを実施す
る。

H25～H27 4,938

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 福祉課
高齢者の介護予防のため、地域の実情にあった特徴ある健康づくり事業
を実施する。

H25～H27 2,400

③ 高齢者福祉サービスの充実 3,178,089

ふれあいペンダント事業 福祉課
概ね65歳以上の虚弱な高齢者宅へ、緊急通報システムを設置し、緊急時
に対応する。

H25～H27 10,251

外出支援サービス事業 福祉課
公共交通機関を利用することが出来ない虚弱な高齢者に対し、医療機関
受診のためのタクシー券（710円×月2枚）を助成する。

H25～H27 1,200

老人ホーム入所措置事業 福祉課
身体上、精神上、環境上及び経済的理由により、居宅養護の困難な者を
入所させ、措置した者の措置費を負担する。

H25～H27 110,490

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 福祉課
シルバーハウジング（高齢者向け公共住宅）に入居している高齢者宅に
生活援助員を派遣し、生活指導・相談、安否確認、緊急時の対応等を支
援する。

H25～H27 6,450

生活支援ハウス運営事業 福祉課
60歳以上の一人暮らし、夫婦のみの世帯及び家族による援助を受けるこ
とが困難で居宅において生活することに不安がある方の「ケア付きホー
ム」を運営する。

H25～H27 24,213

県単老人医療費事業 市民課
市在住者の後期高齢者医療保険を除く医療保険加入者で、住民税非課税
世帯の68歳69歳の医療費の窓口自己負担３割を１割負担に軽減する老
人医療費助成事業を行う。

H25～H27 21,957

後期高齢者医療負担金 市民課
山梨県後期高齢者医療広域連合への保険料（軽減分を含む）、事務費等
の負担金

H25～H27 1,537,206

後期高齢者医療事業 市民課 後期高齢者医療被保険者の療養給付費 H25～H27 1,439,346

後期高齢者健康診査事業 市民課 後期高齢者の健診を行う。 H25～H27 26,976
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

2項 高齢者対策の充実

2) 介護予防サービスの推進 175,294

① 介護予防マネジメントの強化 33,798

二次予防事業対象者把握事業 介護支援課 介護予防二次予防事業の対象となる高齢者の把握を行う。 H25～H27 14,305

総合相談事業 介護支援課

本人・家族、地域住民等からの相談に対して状況把握等を行い、専門的
または緊急的対応が必要なのか判断する。また、相談内容に即したサー
ビスまたは制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行うための広報
活動を行う。

H25～H27 66

権利擁護事業 介護支援課
成年後見制度や地域福祉権利擁護事業などのサービスや仕組み等につい
ての学習会を行う。高齢者の虐待防止については、啓発活動を行うとと
もに、手順に沿った個別対応を行う。

H25～H27 1,066

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護支援課
高齢者が主体的な活動と社会参加意欲を高めることにより、住み慣れた
地域で継続的に生活できるよう支援する。

H25～H27 2,526

居宅介護支援事業 介護支援課
北杜市内に住む要支援高齢者が介護保険法に定める介護予防サービスを
利用するために、介護予防給付サービス計画を作成する。

H25～H27 15,835

② 介護予防事業の充実 117,146

介護予防・日常生活支援総合事業 介護支援課
介護予防や配食・見守りの生活支援サービス等、総合的で多様なサービ
スの提供を行う。

H25～H27 23,623

筋力元気あっぷ事業 介護支援課
運動指導士による週１回の筋力向上トレーニングを実施することによ
り、継続した運動習慣が身に付けられるようにしていく。また、事業実
施前と後の体力測定により効果等を検証していく。

H25～H27 7,580

訪問指導事業 介護支援課 うつ病、閉じこもりを対象に訪問看護師が自立支援を行う。 H25～H27 3,272

二次予防事業評価事業 介護支援課

二次予防事業の目標値の達成状況等の検証を通じ、二次予防事業の評価
を行い、事業の実施方法等の改善を図る。
「介護予防事業の事業評価」の定めに基づき、プロセス評価、アウト
プット評価、アウトカム評価をそれぞれ行う。

H25～H27 0

いきいき運動教室事業 介護支援課
高齢者の骨折、転倒予防、膝痛、腰痛予防のため、ストレッチやリズム
体操を行い、筋力・バランス・柔軟性が身につく運動教室を行う。

H25～H27 517

介護予防講演会事業 介護支援課
介護状態にならない大切さや、地域住民全体でその予防に対する必要性
を感じてもらうため講演会を開催する。

H25～H27 583

ふれあい広場事業 介護支援課

基本チェックリストにより、運動機能向上・認知症・閉じこもりなどの
支援が必要とされた高齢者、且つ広場への参加を希望する高齢者が、要
介護状態にならないために体操、レクレーション、交流など様々な事業
を行う。

H25～H27 66,443

はつらつシルバー事業 介護支援課
各地区の公民館を活用し保健福祉推進員を中心に集いを企画し実施す
る。身近な場所で高齢者の交流の場がもて、地域での支え合いの気運が
高まることを目的とする。

H25～H27 11,603

サポートリーダー養成事業 介護支援課
介護予防サポートリーダーのフォローアップを行う。役割・介護予防の
必要性・介護予防事業の内容を理解するための研修会を開催する。

H25～H27 961

出前介護予防教室事業 介護支援課
公民館等を利用した健康講座、教室等で依頼のあった地域に保健師、社
会福祉士が出向き介護予防、権利擁護、成年後見制度等について説明す
る。

H25～H27 316

介護支援ボランティア事業 介護支援課
高齢者が在宅や介護施設等において要介護者等に介護支援ボランティア
活動を行った場合、その実績を評価してポイントを付与する。

H25～H27 2,248

一次予防事業評価事業 介護支援課

一次予防事業の目標値の達成状況等の検証を通じ、一次予防事業の評価
を行い、事業の実施方法等の改善を図る。
「介護予防事業の事業評価」の定めに基づき、プロセス評価、アウト
プット評価、アウトカム評価をそれぞれ行う。

H25～H27 0
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

2項 高齢者対策の充実

2) 介護予防サービスの推進

③ 在宅介護支援体制の推進 24,350

介護給付費等費用適正化事業 介護支援課
介護保険の円滑な運営を図るため、必要なサービス以外の不要なサービ
スが提供されていないか検証を行う。また、事業者に対し情報提供を行
うと共に、利用者には介護給付医療通知の発送を行う。

H25～H27 1,191

認知症高齢者見守り事業 介護支援課

認知症の理解を深め、認知症になっても安心して暮らせるまちを市民の
手によってつくることを目的に、認知症サポーターの養成講習会を行
う。また、キャラバンメイトの養成を行うと共に、フォローアップ講習
会などを実施する。

H25～H27 536

家族介護継続支援事業 介護支援課
在宅の寝たきり・認知症高齢者を介護する者を対象に、介護者の交流会
や在宅介護に関する教室を開催する。

H25～H27 710

介護用品支給事業 介護支援課 介護用品を使用している低所得高齢者に対し、介護用品を支給する。 H25～H27 16,592

介護慰労金支給事業 介護支援課
家庭において寝たきり老人又は認知症老人を介護している家族の身体
的、精神的な苦労に報いるとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続を
図るため、高齢者を介護している家族に対し慰労金を支給する。

H25～H27 2,609

成年後見制度利用支援事業 介護支援課
成年後見制度の利用に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後
見人等の報酬の助成を行う。

H25～H27 2,712

3) 介護保険サービスの推進 12,101,795

① 介護保険事業の適正な推進 12,101,795

介護保険給付事業 介護支援課
要介護（支援）認定者が居宅におけるサービス、施設におけるサービス
を受けたとき保険給付する。

H25～H27 12,013,107

介護保険システム改修事業 介護支援課
老人福祉計画及び介護保険事業計画が3年を1期として、見直しを行い介
護保険料及び介護保険給付単価報酬等の改正があるため、平成26年度に
システム改修を行う。

H26 4,000

介護保険低所得者補助事業 介護支援課
低所得者が社会福祉法人等の提供するサービスを受けたとき利用者負担
を軽減する事業に対し補助する。

H25～H27 2,200

介護認定審査事業 介護支援課
要介護や要支援認定に係る審査及び判定、被保険者の心身状態と介護の
手間の調査を行う。

H25～H27 69,315

介護保険料徴収事業 介護支援課 介護保険料の賦課徴収を実施する。 H25～H27 13,173
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

3項 障がい者福祉の充実 3,240,227

1) 障がい者福祉の充実 640,266

① 障がい者団体への支援 4,338

身体障害者福祉会補助金 福祉課
身体障害者福祉会が行う社会見学等の社会参加促進及び障害者スポーツ
大会の開催等に対し、助成する。

H25～H27 3,302

精神障害者家族会補助金 福祉課
精神障害者家族会が行う家族懇談会、研修会の開催等に対し、助成す
る。

H25～H27 1,036

② 障がい者への経済的支援 635,928

重度心身障害児者医療費助成事業 福祉課
重度の心身障害者の医療費負担軽減のため、保険診療に係る自己負担分
の窓口無料化等を行う。

H25～H27 588,981

福祉手当等支給事業 福祉課

特別障害者手当を、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常
生活において常時特別な介護を要する在宅の20歳以上の者に支給する
（基準月額：H24.４～９月26,２６0円、H24,10～H26.3月２６．０
８０円）。
障害児福祉手当を、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活に
おいて常時介護を要する在宅の20歳未満の者に支給する（基準月額：
H24.4～９月14,２８０円、H24.10～H26.3月１４．１８０円）。

H25～H27 46,371

心身障害児童福祉年金支給事業 福祉課
特別児童扶養手当の支給対象となっていない児童の保護者等の経済的負
担を軽減するため、福祉年金を支給する。

H25～H27 576

2) 地域生活支援体制の充実 2,594,411

① 自立支援給付の推進 2,437,872

介護給付費等支給審査会運営事業 福祉課 障害程度区分を判定するために設置する審査会の運営経費 H25～H27 4,014

自立支援医療給付事業 福祉課

一般治療ではすでに治癒したと考えられる身体障害者に対し、身体の機
能障害を除去、軽減するための医療費への助成を行う。(更生医療）
18未満の障害児（障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認
められる疾患がある児童を含む）で、その身体症状を除去、軽減する手
術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して、生活能力を得
るために必要な医療費の支給。（育成医療）

H25～H27 154,713

障害福祉サービス事業 福祉課

身体障害者・知的障害者・精神障害者に対するサービス（訪問系サービ
ス、日中活動系サービス、居住系サービス、その他のサービス）を行
う。また、利用者負担の軽減を図る（特定障害者特別給付費、入居の食
事、光熱水費、家賃の補助）。

H25～H27 2,245,929

補装具給付事業 福祉課
身体機能を補うため、身体障害手帳交付者へ義肢・車いす等の補装具の
購入及び修理に要した費用を給付する。

H25～H27 31,500

難聴児補聴器購入費助成事業 福祉課
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽中等度の難聴児（１８歳未満
の児童）に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する。

H25～H27 1,716

② 地域生活支援事業の推進 142,710

相談支援事業 福祉課
障害者総合支援センターに相談員を設置し、障害者やその家族が抱える
様々な悩みについて、面接・訪問・電話による相談・助言等の支援を行
う。

H25～H27 7,905

日常生活用具給付事業 福祉課
在宅の障害者等の日常生活を支援するため、紙オムツ、ストマー装具等
の日常生活用具を給付する。

H25～H27 24,000

移動支援事業 福祉課
屋外での移動が困難な在宅の障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な
外出のための支援を行う。

H25～H27 33,480

日中一時支援事業 福祉課
障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な負
担軽減のため、障害者等の日中における活動の場を確保する。

H25～H27 43,200

地域活動支援センター事業 福祉課

創作活動や生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進
し、障害者等の地域生活支援の促進を図る。
・精神障害者等の社会復帰相談指導
・市外の地域活動支援センターを利用する障害者等の利用費助成

H25～H27 18,099

コミュニケーション支援事業 福祉課
聴覚・視覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進する。
・手話通訳者の派遣、手話通訳士の設置、手話奉仕員の養成

H25～H27 180

ボランティア養成及び地域交流事業 福祉課
精神障害者への理解を促進するため、ボランティアの養成や地域交流事
業（ほかほかハートまつり）を開催する。

H25～H27 330

成年後見制度利用支援事業 福祉課
経済的な理由で成年後見制度の利用が困難な知的障害者・精神障害者に
対し、申立て費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を補助する。

H25～H27 2,661

手話通訳士設置事業 福祉課
聴覚障害者とのコミュニケーションの円滑化を図るため、市役所本庁舎
に手話通訳士を設置する。

H25～H27 8,655

手話奉仕員養成講習会事業 福祉課
聴覚障害者への理解と認識を深めるとともに、手話で日常生活を行うの
に必要な手話語彙及び手話表現技術を習得する講習会を開催する。

H25～H27 1,350

市民後見人等人材育成事業 福祉課
後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成のため
の講習会を実施する。

H25～H27 900

訪問入浴サービス事業 福祉課
身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サー
ビスを提供する。

H25～H27 1,950
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

3項 障がい者福祉の充実

2) 地域生活支援体制の充実

③ 障害者福祉施設の適切な管理 13,829

ながさかリハビリセンター管理事業 福祉課 施設の指定管理料。 H25～H26 2,786

障害者総合支援センター管理事業 福祉課 施設の管理事業費 H25～H27 10,338

パル・実郷管理事業 福祉課 施設の維持管理費。 H25～H27 705

3) 社会参加手段の確保 5,550

① 障がい者社会参加支援の充実 5,550

身体障害者自動車改造費補助事業 福祉課
重度身体障害者が就労等をするための運転に必要となる自動車の改造に
要する経費の一部を助成する。

H25～H27 900

介助用自動車購入等助成事業 福祉課
車いす等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人が、移動に必要
な自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を新
規に購入する経費に対し、助成する。

H25～H27 2,400

タクシー利用料金助成事業 福祉課
公共交通機関を利用することが困難な在宅の重度心身障害児者が、タク
シーを利用する場合、料金の一部を助成する。

H25～H27 1,950

身体障害者自動車運転免許取得費補助事業 福祉課
身体障害者が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、自動車運転免
許証取得に要する経費の一部を助成する。

H25～H27 300
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

4項 児童福祉の充実 5,152,229

1) 3,130,604

① 次世代育成支援行動計画の推進 6,305

子ども・子育て支援事業計画策定事業 子育て支援課
子ども・子育て支援法の規定に基づき、「子ども・子育て支援事業計
画」策定を行う。またそれに伴い子ども・子育て会議を開催。

H25～H26 6,269

次世代育成支援対策地域協議会事業 子育て支援課
後期の次世代育成支援行動計画の進捗の検討を行うための地域協議会の
開催。

H25～H27 36

② 地域子育て体制の整備 8,733

要保護児童対策地域協議会事業 子育て支援課 児童虐待等要保護児童対策の協議をする。 H25～H27 9

家庭児童相談室運営事業 子育て支援課 家庭児童相談員による要保護児童等の家庭児童相談を行う。 H25～H27 8,724

③ 子どもの居場所の確保と自主活動への助成 351,056

ファミリーサポートセンター運営事業 子育て支援課
地域で育児の援助を受けたい方と行いたい方が会員となり、育児を助け
合う組織であるファミリーサポートセンターの運営を行う。

H25～H27 8,855

つどいの広場事業 子育て支援課
おおむね3歳児までの親子を対象に、親同士の交流や子育ての相談など
を市内5ヶ所のつどいの広場で行う。

H25～H27 50,367

放課後児童クラブ事業 子育て支援課
共働き家庭等の小学校1～3年生までを対象に、11ヶ所で放課後に適切
な遊びや生活の場を与えて、健全な育成を図る。

H25～H27 243,189

児童館運営事業 子育て支援課 児童の健全な育成を目的に、市内5ヶ所の児童館の運営を行う。 H25～H27 30,813

放課後子ども教室事業 子育て支援課
放課後の小学生の居場所を設け、地域で勉強、遊び、文化活動などを行
い、子どもたちの健全育成を図る。

H25～H27 17,832

④ 子育ての経済的支援 2,311,260

出産祝金・結婚祝金支給事業 子育て支援課
出産祝金（第2子50,000円、第3子300,000円、第4子以降500,000
円）と結婚祝金（20,000円）を支給する。

H25～H27 84,270

児童手当支給事業 子育て支援課 児童手当を支給する。 H25～H27 1,954,092

ほくとハッピーワーク事業 子育て支援課
ハローワークと連携し、母子、寡婦、子育て世代、生活保護者、障害者
の就業紹介や相談助言を行う。

H25～H27 6,804

ファミリーサポートセンター利用料補助事
業

子育て支援課
会員の負担を軽減し、利用を促進するため、基本1時間700円の利用量
について、200円の補助を行う。

H25～H27 2,700

チャイルドシート購入補助事業 子育て支援課 2万円を上限にチャイルドシート購入費用の1/2を補助する。 H25～H27 6,516

子ども医療費助成事業 子育て支援課 小学校3年生までの医療費（入院・通院）を窓口無料化にする。 H25～H27 253,272

養育医療費給付事業 子育て支援課
母子保健法の規定による未熟児の指定医療機関での入院中の医療費の助
成

H25～H27 3,606

⑤ 子育て世代に魅力あるまちづくりの推進 452,275

子育て応援企業等支援事業 子育て支援課
子育て支援に積極的に取り組む企業等を認定し、認定マークの付与やそ
の取り組み内容を広く紹介して企業等の活性化を図るとともに、市全体
として子育てを応援する

H25～H27 180

ベビーズヴァカンスタウン推進事業（再
掲）

観光・商工課
北杜市の子育ての活動を全国的な広報誌に掲載し、消費者評価情報の
フィードバックによる事業検証を行うとともに、事業者向けの勉強会の
開催による情報提供やアドバイスを行う。

H25～H27 2,835

子育て支援住宅整備事業（再掲） 住宅課
子育て支援と定住促進を図るため、子育て世帯の居住に配慮した市営住
宅を整備する。

H25～H27 449,260

⑥ 思春期の健全育成の推進 975

思春期教育事業 健康増進課 小中学生を対象に、命の尊さを学ぶ学習会を開催する。 H25～H27 975

子育て支援の充実
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第2節　生きがいの形成と次世代を育成する環境の整備 25,814,371

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

4項 児童福祉の充実

2) 多様な保育ニーズに対応した保育サービスの充実 2,021,625

① 多様な保育ニーズへの対応 1,762,866

保育事業 子育て支援課
第2子以降無料化を継続し、市内在住の生後6ヶ月から就学前の乳幼児の
保育を行う。

H25～H27 1,762,866

② 保育施設の適切な管理 248,106

保育施設維持管理事業 子育て支援課 市内15ヶ所の公立保育園の施設維持、管理に係る経費。 H25～H27 62,046

私立保育園緊急整備事業費補助金 子育て支援課
市内の私立保育園において新しく園舎の建設を行う法人に、子ども安心
基金を活用し、国及び市の補助を行う。

H25 102,060

いずみ保育園駐車場整備事業 子育て支援課
いずみ保育園の駐車場を、安全に送迎が行えるように新規に整備を行
う。

H25 84,000

③ 食育事業の推進 10,653

キッチン事業（再掲）
食と農の杜づ

くり課

食への意識向上を図るため、市内17箇所の保育園の園児の親子や子育て
支援センター等の児童の親を対象とした調理実習や食に関する学習会を
実施する。

H25～H27 1,860

教育ファーム事業（再掲）
食と農の杜づ

くり課

市内の小学生や保育園児を対象とした「教育ファーム」を実施すること
により、食物への関心を深めてもらうとともに、また、大人を対象にし
た野菜づくり教室の開催による地産地消の推進や「おはよう！！朝ごは
んコンテスト」により家族や市民相互の絆の促進と健康増進を図り、地
域文化や自然を思いやる心を養う。

H25～H27 8,793

5項 ひとり親家庭福祉の充実 489,330

1) 489,330

① ひとり親家庭への支援 487,413

母子相談員事業 子育て支援課
地域の母子相談員が、母子家庭等の身上の相談に応じ、自立に必要な指
導を行うとともに、生活意欲の向上を支援する。

H25～H27 258

母子家庭自立支援給付金事業 子育て支援課
母子家庭の母の就業を支援するため、自立支援教育訓練給付金又は高等
技能訓練促進費等給付金を支給する。

H25～H27 5,526

ひとり親家庭医療費助成事業 子育て支援課
18才以下の児童を養育する一定の所得以下のひとり親家庭の医療費を窓
口無料化する。

H25～H27 57,660

母子及び寡婦福祉資金利子補給事業 子育て支援課 県の母子及び寡婦福祉資金の貸付利子を補給する。 H25～H27 30

児童扶養手当支給事業 子育て支援課
18歳以下の児童を養育する一定所得以下の父子・母子家庭に対し、児童
扶養手当を支給する。

H25～H27 423,939

② 組織活動の支援 1,917

母子父子寡婦福祉連合会助成事業 子育て支援課
母子父子寡婦福祉連合会が行う親子見学バス、クリスマス会交流事業等
に助成を行う。

H25～H27 1,917

ひとり親家庭への支援
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第3節　災害に強く安心して暮らせる生活環境の確保 5,527,020

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 治山・治水、河川整備の推進 128,862

1) 防災対策の促進 128,862

① 河川整備の促進 96,138

河川維持管理事業 道路河川課
土砂災害の原因となる河川への土砂や樹木等の撤去など管理事業を行う
ことにより、甚大な災害を未然に防止する。

H25～H27 3,138

河川改修事業 道路河川課
宅地等に隣接している、危険度・緊急度等の高い河川については、順次
整備することにより、甚大な災害を未然に防止する。

H25～H27 93,000

② 法定外河川の維持管理 14,724

法定外公共物維持事業（再掲） 用地課 法定外公共物の補修に対して原材料の支給等を行う。 H25～H27 14,724

③ 土砂災害防止対策の促進 18,000

急傾斜地崩壊対策事業 道路河川課
急傾斜地の崩壊により被害を受ける恐れのある区域内に、公共関連施設
等が存在する場合、県営事業により崩壊対策工事が行われ、その費用を
負担する。

H25～H27 18,000

2項 防災対策の充実 2,532,527

1）地域防災体制の強化 109,203

① 北杜市地域防災計画の推進 109,203

地域防災計画推進事業 地域課
防災会議・国民保護会議の開催、地域防災計画ダイジェスト版の作成を
行う。

H25～H27 5,985

災害対策事業 地域課
災害に備えるため、衛星電話の維持や山岳救助への補助等を行う。土砂
災害危険区域を周知するためハザードマップの作成を行う。

H25～H27 62,151

防災訓練事業 地域課
大規模地震を想定し、市主催の避難訓練、救護訓練、炊き出し訓練を行
う。

H25～H27 7,722

防災備蓄品整備事業 地域課 防災備蓄倉庫の食料、飲料水等の備蓄品及び災害用資機材を整備する。 H25～H27 18,141

水防活動事業 地域課 土のう等の水防資機材の備蓄を行う。 H25～H27 5,661

自主防災組織養成事業 地域課
災害時初期活動に重要な地域の防災力を高めるための自主防災組織の育
成、強化を図る。

H25～H27 9,543

2) 市民保護体制の強化 13,707

① 国民保護計画の推進 13,707

地域防災計画推進事業(再掲） 地域課
防災会議・国民保護会議の開催、地域防災計画ダイジェスト版の作成を
行う。

H25～H27 5,985

防災訓練事業(再掲） 地域課
大規模地震を想定し、市主催の避難訓練、救護訓練、炊き出し訓練を行
う。

H25～H27 7,722

3) 防災施設の整備と災害事前対策の充実 2,409,617

① 防災施設の整備 281,804

消防施設整備事業(再掲） 地域課 耐震性貯水槽設置工事、消火栓設置工事及び消火栓・消防ホース購入等 H25～H27 53,361

防災無線整備事業 地域課
これまでデジタル2波、アナログ5波、有線放送1箇所(運用不能)で運用
していた防災行政無線を、デジタル１波に統合整備する。［H22～H26
継続費］

H25～H26 146,677

防災無線維持管理事業 地域課 本庁・各総合支所防災行政無線の維持管理費 H25～H27 81,766

② 災害事前対策の充実 2,127,813

災害事前対策事業(再掲） 地域課 常備消防負担金及び中央道救急業務支弁金 H25～H27 2,125,314

防犯街路灯整備事業 地域課 地域の要望により防犯街路灯を支給する。 H25～H27 1,941

AED導入事業 地域課 本庁・各総合支所に配備したＡＥＤ(自動体外式除細動器)の維持管理費 H25～H27 558

主要施策名（中分類）

施策の目標（項）（大分類）

施策名（小分類）
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第3節　災害に強く安心して暮らせる生活環境の確保 5,527,020

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

主要施策名（中分類）

施策の目標（項）（大分類）

施策名（小分類）

3項 消防・救急体制の充実 2,656,437

1) 消防体制の整備 2,431,062

① 消防体制の整備 2,431,062

災害事前対策事業 地域課 常備消防負担金及び中央道救急業務支弁金 H25～H27 2,125,314

消防団運営事業 地域課 消防団活動費及び消防車維持管理費等 H25～H27 79,761

消防団員活動推進事業 地域課 団員の報酬、出動手当及び退職報償金掛金負担金等 H25～H27 225,987

2) 消防施設・設備の整備 225,375

① ポンプ車の整備 151,860

消防ポンプ車整備事業 地域課 消防ポンプ自動車、小型ポンプ及び消防ポンプ積載車購入 H25～H27 151,860

② 消防施設の整備 73,515

消防施設整備事業 地域課 耐震性貯水槽設置工事、消火栓設置工事及び消火栓・消防ホース購入等 H25～H27 53,361

消防施設維持管理事業 地域課 消防施設の電気料及び火の見櫓の修繕等 H25～H27 20,154

4項 交通安全の推進 52,216

1) 交通安全の推進 52,216

① 交通安全の推進 25,216

交通災害共済事務事業 総務課
市民生活の救済、福祉の増進を図るため、市民を対象として交通災害共
済性制度への加入を促進し、交通安全意識の高揚を図る。

H25～H27 531

交通安全啓発事業 企画課
春・秋の全国交通安全運動をはじめ、交通安全の啓発事業を警察・交通
安全協会と連携して実施する。

H25～H27 882

交通安全協会活動事業費 企画課 交通安全協会（８支部）の活動費 H25～H27 4,989

チャイルドシート購入費補助事業（再掲） 子育て支援課 2万円を上限にチャイルドシート購入費用の1/2を補助する。 H25～H27 6,516

専門交通指導員設置事業 企画課
登下校時の交通安全指導や保育園、小学校等での交通安全教室を実施す
る。指導員4名

H25～H27 4,618

交通安全保安員の配置・啓発活動事業（再
掲）

道路河川課
通学路の安全を確保する整備に合わせ、交通安全啓発活動などを実施
し、児童が安心して通学できる環境づくりを行う。

H25～H27 7,680

② 交通安全施設の整備 27,000

交通安全施設整備事業 企画課 カーブミラー、ガードレール等の設置、修繕を行う。 H25～H27 27,000

③ 関係機関との連携

国・県等の連携・協議 企画課
交通危険箇所調査や地区要望箇所の現地確認等を実施し、交通事故の抑
制を図る。

H25～H27 0

5項 雪氷対策の充実 154,851

1) 道路除雪体制の充実 154,851

① 除雪体制の整備 139,371

主要市道除雪作業委託事業 道路河川課
積雪深10㎝以上の時に、主要市道の除雪と融雪剤散布の体制をとり、通
行の安全を確保する。

H25～H27 71,127

農業施設維持管理事業 農政課 積雪時において主要農道の除雪作業を行う。 H25～H27 45,477

林道維持管理事業 林政課
市営林道で路面凍結や積雪深が10㎝以上に達した場合、除雪及び融雪剤
等の散布を行い、道路交通の確保を図る。

H25～H27 22,767

② 市民協力による除雪対策の充実 15,480

市道除雪事業 道路河川課
市民に融雪剤を配布することにより、主要市道を除く市道の除雪を行
う。

H25～H27 15,480
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第3章　安全・安心で明るい杜づくり
第3節　災害に強く安心して暮らせる生活環境の確保 5,527,020

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

主要施策名（中分類）

施策の目標（項）（大分類）

施策名（小分類）

6項 消費者対策の充実 2,127

1) 消費者保護の充実 2,127

① 消費者保護の充実 1,047

消費者行政相談事業 総務課

消費知識の普及啓発を目的に、パンフレットの配布等をはじめ、消費者
保護に向けた講演会、研修会等に積極的に参加するなど、情報の周知に
努めるとともに、消費生活相談員の育成に努め、指導相談体制の充実を
図る。

H25～H27 1,047

② 消費者団体の活動支援 1,080

消費生活研究会育成事業 総務課
消費者団体育成に伴う活動支援を目的に、会報等の発行や消費者相談活
動実施の周知を行うとともに、研修会の実施に伴う人材の育成及び合同
研修会による他団体との連携を図るなど活動支援に努める。

H25～H27 1,080
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第4章　基盤を整備し豊かな杜づくり
第1節　秩序ある土地利用の推進と居住環境の充実 1,070,100

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 土地利用の推進 93,306

1）秩序ある土地利用の推進 93,306

① 土地利用の適正化 1,800

土地利用審議会開催事業
まちづくり推

進課
まちづくり条例第24条の規定に基づく、北杜市土地利用審議会及び庁内
開発行為審査会の事務運営を行う。

H25～H27 1,800

② 地籍管理の推進 91,506

国土調査修正事業 用地課 土地所有者等から申出のあった国土調査の誤りについて、修正を行う。 H25～H27 26,823

未登記用地解消事業 用地課
市に所有権移転されていない道路敷について、用地測量、所有権移転登
記を行い未登記用地の解消を図る。

H25～H27 52,200

土地情報システム保守管理事業 用地課
本庁（用地課・農業委員会）及び各総合支所地域振興課窓口にある土地
情報システムがいつでも正常に稼動するようにメンテナンス（保守）を
行う。

H25～H27 12,483

2項 住宅・宅地の整備 976,794

1）市営住宅の充実 930,355

① 市営住宅の計画的な整備 930,355

子育て支援住宅整備事業 住宅課
子育て支援と定住促進を図るため、子育て世帯の居住に配慮した市営住
宅を整備する。

H25～H27 449,260

市営住宅維持管理事業 住宅課

定額所得者や高齢者及び障害者等の住宅に困窮している者や共稼ぎ世帯
などの中堅所得者、また子育て世帯、及び市内に勤務し住宅に困窮して
いる者に、健康で文化的な生活を営むことができる市営住宅を低廉な家
賃で提供できるよう維持管理する。

H25～H27 149,615

市営住宅等改修事業 住宅課
北杜市営住宅総合活用計画を基とした北杜市公営住宅等長寿命化計画に
より市営住宅を計画的に修繕・改善・建替えすることにより長寿命化を
図り、長期間にわたり活用し、コストの削減を実施する。

H25～H27 309,913

市営住宅解体事業 住宅課
北杜市営住宅総合活用計画を基とした北杜市公営住宅等長寿命化計画に
より用途廃止の市営住宅を解体することにより維持管理費の縮減を図
る。

H25～H27 21,567

2）一般住宅への支援 44,210

① 安全・安心な住宅支援 44,210

木造住宅耐震化支援事業補助金 住宅課
古い一般木造住宅の耐震診断を支援するとともに、診断の結果、倒壊等
の危険性のある木造住宅の耐震化に対して助成する。

H25～H27 29,960

アスベスト飛散防止対策事業補助金 住宅課
アスベストによる被害を未然に防止するため、既存建築物の所有者が行
う調査に対して助成する。また、調査結果により除去を行なう場合、そ
の費用に対して助成をする。

H25～H27 14,250

3）分譲宅地の供給 1,458

① 分譲宅地の供給 1,458

宅地分譲事業
まちづくり推

進課
既存の市有造成宅地の販売を継続して行う。新聞折り込み広告による促
進及び、残存区画の除草・清掃作業を実施する。

H25～H27 1,458

4）移住者・二地域居住者誘致の推進 771

① 空き家の有効活用 771

二地域居住推進事業 地域課
首都圏等と市内の二地域に居住し、活動の拠点として生活する方を支援
するため、空き家バンク制度の活用を推進する。

H25～H27 771

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）
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第4章　基盤を整備し豊かな杜づくり
第2節　市民の参加によるまちづくりの推進 1,458,265

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 計画的なまちづくりの推進 858

1) まちづくりに向けた市民参加の促進 858

① まちづくり計画の推進 858

まちづくり計画推進事業
まちづくり推

進課
北杜市の土地利用に関する基本的方針を定めた、まちづくり計画を推進
する。

H25～H27 858

② 地区まちづくり市民委員会の活動の推進

地区まちづくり市民委員会の活動の推進
まちづくり推

進課
市民、事業者、行政の協働による魅力あるまちづくりを基本に、地区ま
ちづくり市民委員会の設置と地区単位のまちづくり計画を推進する。

H25～H27 0

2項 市街地整備の推進 1,448,353

1）市街地再生の推進 1,448,353

① 小淵沢駅周辺地区でのまちづくりの推進 1,448,353

小淵沢駅舎改築・駅前広場整備事業
まちづくり推

進課

北杜市の玄関口である小淵沢駅の駅舎、駅前広場の再整備を行う。
現在、合築駅舎基本設計が完了し、これを基に実施設計を行う。また、
駅前広場についても実施設計を行い駅舎・駅前広場の実施設計が完了し
だい駅舎・駅前広場整備工事に移行する。

H25～H27 1,448,353

3項 景観整備の推進 9,054

1) 景観整備の推進 9,054

① 景観まちづくりの活動支援

景観まちづくりの活動支援
まちづくり推

進課

先人から受け継いだかけがえのない美しい風景を守り、より美しくいき
いきとしたものに育てていくため、市民、観光客等、事業者、行政な
ど、多様な人々の協働による景観まちづくり活動を推進する。

H25～H27 0

② 各種景観資源等の保護・保全と活用 9,054

景観計画推進事業
まちづくり推

進課
 積極的な景観行政を推進するため、サイン計画に基づき、景観に配慮し
たまちづくりを進める。

H25～H27 222

屋外広告物対策事業
まちづくり推

進課
山梨県より事務移譲を受けた屋外広告物対策事業を実施し、景観施策の
推進を図る。

H25～H27 8,832

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第4章　基盤を整備し豊かな杜づくり
第3節　清らかな水資源の保全と活用 6,940,063

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 安心できる上水道と水資源の保護 4,213,194

1）適切な水道事業の推進 4,204,168

① 簡易水道施設整備事業の推進 1,243,349

簡易水道施設整備事業 上水道課
水の確保による普及整備効果のための水道施設（水源・浄水場・配水
池）の新設、導水管の布設及び安定供給の効果（断・減水の被害軽減）
のための配水管布設を計画的に実施する。

H25～H27 1,243,349

② 簡易水道の適正な管理 2,960,819

固定資産台帳作成事業 上水道課
簡易水道事業事業法適化推進要領に基づき、地方公営企業法施行規則に
準拠した固定資産台帳の整備を年次計画に基づき実施する。

H25～H27 41,401

施設維持管理事業 上水道課 水道施設維持補修及び管理に関する業務を実施する。 H25～H27 2,919,418

2）地下水利用の適正化 9,026

① 地下水利用の適正化 9,026

地下水観測井戸設置事業
まちづくり推

進課
市内における地下水状況を正確に把握する為、平成22年度実施の調査結
果に基づき、地下水観測用井戸を設置、維持管理する。

H26～H27 8,526

地下水観測業務委託事業
まちづくり推

進課
市内における地下水状況を正確に把握する為、地下水観測用の井戸から
採取したデータ解析業務を委託する。

H27 500

2項 下水道・排水処理の推進 2,726,869

1）下水道・浄化槽整備の推進 1,244,112

① 特定環境保全公共下水道整備の推進 982,842

社会資本整備総合交付金・汚水処理交付金
事業（下水道事業）

下水道課
自然環境の保全、生活環境向上の推進のため汚水処理施設の（下水道）
の整備を行う。

H25～H27 972,259

地域自主戦略交付金事業（農業集落排水事
業）

下水道課
農業集落排水施設の調査・診断を行い、維持管理計画を策定し、施設機
能の保全と長寿命化を図る。

H25 10,583

② 浄化槽整備の推進 171,070

合併浄化槽設置費補助金 下水道課
集団的下水道整備区域を除く地域において、浄化槽の設置・改築を行う
者に対し、その費用の一部を助成する。

H25～H27 171,070

③ 市町村設置型合併浄化槽設置事業の推進 90,200

浄化槽市町村整備推進事業（農業集落排水
事業）

下水道課
自然環境の保全、生活環境向上の推進のため、下水道区域を除く地域に
おいて、浄化槽の設置・改築を市が行う。

H25～H26 90,200

2）適切な下水道事業の推進 1,482,757

① 下水道への加入促進

特定環境保全公共下水道加入促進 下水道課
接続率の向上を図り、下水道事業の所期の目的の達成と事業運営の安定
化を図る。

H25～H27 0

農業集落排水事業加入促進 下水道課
接続率の向上を図り、農業集落排水事業の所期の目的の達成と事業運営
の安定化を図る。

H25～H27 0

② 下水道の適正な管理 1,482,757

施設管理事業（下水道事業） 下水道課
汚水を集め、常にきれいな水によみがえらせるため、処理場等の処理施
設の維持管理、修繕等を行い、機能向上と施設の延命を図る。

H25～H27 964,478

施設管理事業（農業集落排水事業） 下水道課
汚水を集め、常にきれいな水によみがえらせるため、処理場等の処理施
設の維持管理、修繕等を行い、機能向上と施設の延命を図る。また、市
設置型浄化槽について、その機能を保つために維持管理を行う。

H25～H27 518,279

汚泥減量化及び有効活用研究 下水道課
廃棄物である汚泥の有効活用と減量化への研究を行い、環境への負荷軽
減とコスト軽減を図る。

H25～H27 0

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第4章　基盤を整備し豊かな杜づくり
第4節　人と地域を結ぶ道路交通ネットワークの整備 2,690,979

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 道路ネットワークの整備 2,093,835

1）広域幹線道路整備の推進 1,230

① 国道・県道の整備促進 771

国道県道関係負担金 道路河川課
国道及び県道の整備要望に対して関係機関への陳情が行われることに係
る負担金。

H25～H27 771

② 中部横断自動車道の整備促進 459

中部横断自動車道関係負担金 道路河川課
中部横断自動車道の早期着工を目指して国等関係機関への陳情が行われ
ることに係る負担金。

H25～H27 177

北杜女性みちの会活動事業 道路河川課
女性の観点から「みちづくり」についての情報交換や意識啓発を行い、
地域の活性化に貢献することを目的に活動を行う。

H25～H27 282

2）市内道路網の整備 2,092,605

① 市道の整備 2,077,881

市道管理事業 道路河川課 市道損害賠償保険や土木積算用システムリース料等。 H25～H27 19,245

市道維持管理事業 道路河川課 街路灯電気料、主要市道の草刈、道路側溝の清掃等を行う。 H25～H27 38,157

市道補修事業 道路河川課 支所単位で管理を行うことにより、迅速かつ的確な補修を行う。 H25～H27 171,849

地域振興事業 道路河川課
明野 終処分場建設に対する地元から県環境整備事業団への条件である
地域振興事業を実施する。

H25～H27 69,000

市単道路新設改良事業 道路河川課
車両等の交通に支障を来す路線について、その解消を図るための改良を
行う。

H25～H27 947,400

道整備交付金事業 道路河川課 国の道整備交付金（国庫補助率50%）を活用し、市道の整備を行う。 H25～H27 96,000

社会資本整備総合交付金事業(交安） 道路河川課 児童が安心して登下校できる安全な通学環境づくりを行う。 H25～H27 323,700

交通安全保安員の配置・啓発活動事業 道路河川課
通学路の安全を確保する整備に合わせ、交通安全啓発活動などを実施
し、児童が安心して通学できる環境づくりを行う。

H25～H27 7,680

社会資本整備総合交付金事業(改築） 道路河川課
須玉、長坂、小淵沢インターチェンジアクセス及び地域間交流の強化に
よる活力あるまちづくりを行う。

H25～H27 321,000

社会資本整備総合交付金事業(修繕） 道路河川課
計画的な既存道路施設の修繕による安全で災害に強いまちづくりを行
う。

H25～H27 63,000

中央道跨道橋点検修繕事業 道路河川課
橋梁長寿命化修繕計画に位置付けた橋梁を定期点検することにより、
新の健全度の把握、適切な橋梁修繕を図る。

H25 9,000

災害復旧事業 道路河川課 台風などにより生じた道路等への災害に対して、迅速に対処する。 H25～H27 11,850

② 法定外道路等の維持管理 14,724

法定外公共物維持事業 用地課 法定外公共物の補修に対して原材料の支給等を行う。 H25～H27 14,724

2項 公共交通ネットワークの充実 597,084

1）公共交通の確保 597,084

① バス路線の維持と適切な運行管理 597,084

廃止代替バス路線運行委託 企画課 韮崎・下教来石線運行委託料（韮崎市との共同運行）。 H25～H27 54,864

赤字路線バス運行費負担金 企画課
韮崎・増富温泉郷線及び韮崎・浅尾仁田平線運行費負担金（韮崎市との
共同負担。

H25～H27 59,958

市民バス運行事業 企画課 市民バス路線（14路線）の運行管理経費。 H25～H27 482,262

3項 情報ネットワークの整備 60

1) 地域情報化社会の確立 60

① 交通情報、災害情報等生活に密着した情報提供 0

交通情報、災害情報等生活に密着した情報
提供

企画課 「やまなしくらしねっと」の活用により情報提供を行う。 H25～H27 0

② 地域情報化社会の確立 60

地域情報化推進事業 企画課 山梨県地域情報化推進協議会負担金。 H25～H27 60

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第5章　環境日本一の潤いの杜づくり
第1節　豊かな自然環境を創造する活動の推進 2,067,377

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 自然保護の推進 196,710

1）自然環境の保全 182,208

① 河川等の水質保全 27,549

河川等水質調査事業 環境課
河川66箇所の水質調査をはじめ、湧水や工場排水などの水質調査を行
う。

H25～H27 27,549

② 自然保護意識の醸成 88,209

オオムラサキセンター管理事業 環境課 オオムラサキセンターを環境教育施設として適正な維持管理を行う。 H25～H27 55,680

南アルプス世界自然遺産登録事業 政策秘書課
市民共有の貴重な財産である南アルプスを、世界自然遺産に登録するた
め各種活動に取組む。

H25～H27 2,529

環境保全基金活用事業 政策秘書課
市民等から環境保全・環境教育などに取り組む事業の提案を受け、実施
していただく。（その活動に対し、協働による支援体制もとる。）

H25～H27 30,000

③ 野生動物の保護と適正管理 66,450

特定鳥獣適正管理事業（再掲） 林政課 県が策定する特定鳥獣保護管理計画に基づき、管理捕獲を実施する。 H25～H27 64,650

ツキノワグマ保護事業 林政課
絶滅のおそれのあるツキノワグマを保護するため、有害鳥獣駆除や錯誤
捕獲された個体を1回に限り放獣する。

H25～H27 1,800

2）森林環境の保全 14,502

① 市民参加の森づくりの推進 14,502

「音事協の森」整備事業 林政課
地球温暖化対策の一環として整備される「音事協の森」の全国第一号地
として、明野町小笠原地内で行っている森づくりを実施する。

H25～H27 4,323

緑化推進事業 林政課
北杜市緑化推進会議が行う緑の少年隊育成事業へ補助し、緑化教育の推
進と啓発に努める。

H25～H27 480

みずがき山自然公園管理事業 林政課 みずがき山自然公園及び管理等の施設管理費 H25～H27 9,699

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）
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第5章　環境日本一の潤いの杜づくり
第1節　豊かな自然環境を創造する活動の推進 2,067,377

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

2項 環境保全対策の推進 1,509,830

1）環境基本計画の推進 747

① 環境基本計画の運用 747

環境活動推進事業 環境課
平成20年度に環境基本計画を策定し、計画期間は平成29年度までと
なっている。平成24年度に一部見直しを行い、環境活動への取り組みを
総合的かつ計画的に推進する。

H25～H27 747

2）クリーンエネルギーの活用 1,488,743

① 住宅用太陽光発電システム設置の推進 66,000

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 環境課
自然エネルギー利用の推進と、地球温暖化防止の高揚を図るため、住宅
用太陽光発電を設置した市民・団体に対して補助金を交付する。
導入出力１ｋＷあたり25,000円（上限200,000円）

H25～H27 66,000

② 小水力発電の推進 22,195

六ヶ村堰水力発電所管理・運営事業 環境課
六ヶ村堰水力発電所の安定した運転を継続するため、適性な維持管理に
努める。

H25～H27 20,401

小水力発電普及拡大事業 環境課
小水力発電普及事業の事業概要・施設紹介等を含む小水力発電の普及啓
発を実施するとともに、新たな事業の展開を推進する。

H25～H27 1,794

③ 太陽光発電の推進 1,400,278

北杜サイト施設管理・運営事業 環境課 北杜サイト太陽光発電所の適性な維持管理・運営を行う。 H25～H27 62,962

北杜サイト施設整備事業 環境課 北杜サイト60kw太陽光モジュール入れ替えを行う。 H25 18,000

まるごとメガワットソーラー事業 環境課
日照時間日本一を誇る当市の地球温暖化問題に対する施策、そして北杜
市環境基本計画でも定められたクリーンエネルギーの活用として、公共
施設へ太陽光発電システムを設置する。

H25～H27 1,318,316

太陽光発電普及拡大事業 環境課
自然エネルギーの普及促進を図るため、市内の新エネルギー施設等と連
携を図りながら、環境教育・環境観光の推進を図るとともに、新たな事
業の展開を推進する。

H25～H27 1,000

④ バイオマスの推進 270

バイオマス活用推進事業 林政課
市内に賦存するバイオマス資源の活用を図り、地球温暖化、循環型社会
の形成を図る。

H25～H27 270

廃食油回収事業 環境課
一般廃棄物減量化の一環として各総合支所へ回収容器を設置し回収す
る。H25年度以降は家畜飼料として活用する。

H25～H27 0

3） 5,058

① 環境教育の推進 5,058

環境教育普及啓発事業 環境課
環境問題に関心を持ち、環境に対する人間の責任と役割を理解し、環境
保全に参加する態度と環境問題解決のための能力を身につけることによ
り、行動に結びつく人材育成を目的に行う。

H25～H27 5,058

4) 地球温暖化防止に向けた活動の推進 3,987

① 地球温暖化防止活動の推進 3,987

地球温暖化防止推進事業費補助金 環境課
日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関して必要となるべき
措置について協議し、具体的に対策を実践するための補助を行う。

H25～H27 828

地球温暖化対策地方公共団体実行計画実施
推進事業

環境課 市の施設の効率的なエネルギーコストの削減に取り組む。 H25～H27 1,743

緑のカーテン推進事業 環境課
身近で取り組みやすい地球温暖化対策の一つである「緑のカーテン」を
推進するため、実証展示・エコクッキング講座等を実施する。

H25～H27 1,416

5) 動物愛護の啓発 11,295

① 動物愛護の啓発 11,295

動物愛護対策事業 環境課
犬の登録及び狂犬病予防注射事務。飼い犬・猫による苦情処理及び飼育
マナーの啓発をする。

H25～H27 4,965

犬猫不妊去勢手術費助成事業 環境課 捨て犬・猫の増加及び被害を防止する。 H25～H27 6,330

環境教育の推進
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第5章　環境日本一の潤いの杜づくり
第1節　豊かな自然環境を創造する活動の推進 2,067,377

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

3項 環境美化活動の展開 360,837

1) 地域環境美化活動の充実 328,413

① 市民総参加の環境美化活動の推進 328,413

地球環境美化活動（地域環境委員）推進事
業

環境課 地域環境委員によるリサイクル等の指導を行う。 H25～H27 6,096

地域振興事業（再掲） 地域課
地域委員会予算使途提案事業の中で推進する事業及び地域課地域振興事
業（地域づくりについて相互理解を深め推進していく。）

H25～Ｈ27 322,317

② 沿道等への花いっぱい運動の推進 0

沿道等への花いっぱい運動の推進 道路河川課
県から配布された花の苗を、地域委員会や老人会のボランティア団体等
の協力のもと、植栽し、沿道の景観保全を行う。

H25～H27 0

2) ごみの不法投棄対策の強化 32,424

① 適正処理困難物等の収集 7,191

適正処理困難物等の収集事業 環境課
通常の家庭ごみ収集では対応できない農機具等の大型粗大ごみについ
て、年一回の収集日を設け収集、処分を行う。

H25～H27 7,191

② 不法投棄の防止及び監視体制の推進 25,233

環境パトロール実施事業 環境課
環境パトロール員による環境監視活動を行い、住民の生活環境に支障を
きたすような不法投棄があった場合、迅速な処理を行う。

H25～H27 22,422

中北地域廃棄物対策連絡協議会負担金 環境課
パトロール員による監視活動及び年間１回の不法投棄撤去作業の実施等
に係る負担金。

H25～H27 2,811

環境監視員設置事業 環境課 ボランティア監視員を活用し、不法投棄の防止に努める。 H25～H27 0
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第5章　環境日本一の潤いの杜づくり
第2節　環境と共生する資源循環型社会の形成 1,958,896

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 ごみの収集・処理、リサイクルの推進 1,862,314

1）一般廃棄物処理の適正化 1,567,051

① 一般廃棄物処理基本計画の推進 1,555,951

一般廃棄物収集・運搬事業 環境課 市民から排出される家庭ごみを収集運搬計画に基づき適正に処理する。 H25～H27 385,576

峡北広域行政事務組合負担金 環境課
環境衛生センターの運営費、建設費、隣接の福祉施設の運営費に係る負
担金。

H25～H27 1,170,375

② ごみ排出抑制・資源化の啓発 11,100

生ごみ処理機、ごみステーション設置費補
助金

環境課
ごみ減量化を推進するために生ごみ処理機、容器の購入費補助を行う。
また、生活系ごみ、資源物の適正排出・衛生管理を図るためのステー
ション設置及び修繕に係る補助を行う。

H25～H27 11,100

2）リサイクルの推進 295,263

① 分別収集の推進 295,263

リサイクル推進事業（収集・運搬・処理） 環境課 市民から排出されるリサイクル資源物の収集・運搬・処分を行う。 H25～H27 243,288

分別収集マニュアル、収集袋等作成事業 環境課
適正な家庭ごみ、資源物の排出のための排出マニュアル、収集袋を作成
する。

H25～H27 51,975

② ごみ分別収集計画の策定（見直し） 0

分別収集計画の見直し 環境課 第7期分別収集計画策定 H25 0

3）災害廃棄物処理の対応 0

① 災害廃棄物処理計画の策定 0

災害廃棄物処理計画策定事業 環境課 計画策定に向け、関係各課との連携のもと、調査等を行う。 H25～H27 0

2項 適切な、し尿処理と衛生施設の管理 92,262

1）適切な、し尿処理と衛生施設の管理 92,262

① 適切な、し尿処理と衛生施設の管理 92,262

北部ふるさと公苑一般管理事業 環境課
北部ふるさと公苑の火災保険料、地域対策補償料、汚泥・焼却灰の排出
等の一般管理事業。

H25～H27 23,973

北部ふるさと公苑施設点検・修繕事業 環境課 処理設備、機器の修繕事業。 H25～H27 26,082

峡北広域行政事務組合負担金 環境課 し尿処理施設南部衛生センターの運営費に係る負担金。 H25～H27 42,207

3項 公害防止対策の推進 4,320

1) 公害防止に関する体制づくり 4,320

① 公害防止の協力体制づくり 4,320

公害調査対策事業 環境課 河川水質等公害対策調査費に係る委託料 H25～H27 570

自動車騒音常時監視事業 環境課 騒音規制法に基づき、自動車騒音の状況を監視する。 H25～H27 3,750

② 不法投棄等の監視体制の強化 0

不法投棄等の監視体制の強化 環境課
中北地域廃棄物対策連絡協議会、峡北シルバー人材センター、北杜市ボ
ランティア監視員による監視活動を継続し不法投棄の発生を抑制する。

H25～H27 0

2) 市民や事業者への啓発活動の推進 0

① 公害防止の啓発 0

公害防止の啓発 環境課
環境課、各総合支所窓口へチラシ、ポスターの設置、掲示を行うととも
に、公害苦情相談の受け付けも行う。

H25～H27 0

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第6章　交流を深め躍進の杜づくり
第1節　広い視野を育む交流の推進 55,470

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 産・学・官連携交流の推進 2,652

1）産・学・官連携交流の推進 2,652

① 産・学・官連携交流の推進 2,652

産学官連携事業 地域課
中日本高速道路㈱、早稲田大学、東京藝術大学等との連携事業を推進す
る。

H25～H27 2,652

2項 地域間交流や国際交流の充実 45,192

1）地域間交流や国際交流の推進 45,192

① 地域間交流の推進 3,771

姉妹・友好都市国内交流事業 地域課
姉妹都市(袋井市、西東京市、上越市、羽村市)、友好都市(荒川区、新宿
区、東村山市)７市との交流事業を行う。

H25～H27 3,771

② 国際交流の推進 39,933

国際交流事業 地域課
中学生HS事業、抱川市との文化交流事業の受入派遣、公務員相互派遣事
業受入等を行う。

H25～H27 20,571

中学生海外交流事業 教育総務課
中学生を海外に派遣し、相互の文化と社会の理解を深める機会を与え、
国際的な広い視野と柔軟な思考力を有する人材の育成を目指す。

H25～H26 19,362

③ 国際化への対応 165

ほくと国際交流のつどい事業 地域課 市内在住外国人と市民の交流事業を行う。 H25～H27 165

④ 外国人の訪問者に対する「おもてなし」 1,323

インバウンド誘客推進事業（再掲） 観光・商工課
外国人観光客の誘客を図るための北杜市インバウンド協議会への助成を
行う。

H25～H27 1,323

3項 若者の交流機会の充実 7,626

1）若者の交流機会の充実 7,626

① 結婚支援事業の推進 5,946

結婚支援事業費 企画課
結婚を促進するため、結婚相談員を委嘱し、結婚相談員連絡協議会が結
婚に関する各種事業を実施する。

H25～H27 5,946

② 若年者の雇用促進 1,680

就職祝金支給事業（再掲） 観光・商工課
若者（新規学卒者、Ｕ・Ⅰターン者）の定住を促すとともに、商工業の
雇用の安定と活性化を図ることを目的に市内就職者に祝金を支給する。

H25～H27 1,680

施策の目標（項）（大分類）

施策名（小分類）

主要施策名（中分類）
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第7章　品格の高い感動の杜づくり
第1節　地域資源を活用した多様な観光の展開 1,167,536

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 観光の振興 1,167,536

1）特色ある地域資源の活用 259,496

① 自然資源等を生かす魅力づくり 186,287

観光施設管理事業（再掲） 観光・商工課 観光施設の適切な維持管理と運営を行う。 H25～H27 184,287

健康づくりの郷推進事業 観光・商工課
健康づくりの郷事業実行委員会を設置し、温泉、食事、運動など健康づ
くりのプログラムを実施する。

H25 2,000

② イベント開催の推進 73,209

観光ＰＲ事業 観光・商工課
JRの駅や高速道路サービスエリア等を利用して誘客キャンペーンを積極
的に展開し、北杜市を全国にPRする。

H25～H27 8,910

観光イベント事業 観光・商工課
市内の観光イベント事業を通じて、地域特産物等の紹介及び地域観光事
業の活性化、観光客等の集客を図る。

H25～H27 63,594

フィルムコミッション事業 観光・商工課
自然景観と交通条件の良さを生かして、ドラマ、映画等の撮影を積極的
に誘致し、北杜市を全国に広くPRする。

H25～H27 705

2）ネットワーク型観光地づくりの推進 213,981

① 道路・交通環境の充実 192,993

観光周遊バス運営支援事業 観光・商工課
市内3エリアの二次交通の運営支援を行い、観光客受け入れ態勢の充実
を図る。

H25～H27 8,706

観光施設管理事業（再掲） 観光・商工課 観光施設の適切な維持管理と運営を行う。 H25～H27 184,287

② 広域観光圏の整備 20,988

観光地域づくりプラットフォーム支援事業 観光・商工課
八ヶ岳観光圏を滞在型観光できる観光エリアとして整備するため、観光
客の誘致に向けた人材育成やプロモーション事業を実施する。

H25～H27 20,988

3）受け入れ体制の充実 694,059

① 観光拠点の整備ともてなしの観光地づくり 691,684

指定管理施設事業 観光・商工課 指定管理施設の適切な維持管理と運営を行う。 439,458

観光地誘客事業 観光・商工課
市内観光地への誘客に伴う、交通誘導仮設トイレ設置・清掃業務等を行
う。

H25～H27 34,125

観光施設管理事業 観光・商工課 観光施設の適切な維持管理と運営を行う。 H25～H27 184,287

インバウンド誘客推進事業 観光・商工課
外国人観光客の誘客を図るための北杜市インバウンド協議会への助成を
行う。

H25～H27 1,323

観光雇用対策事業 観光・商工課 国の緊急雇用対策事業により、観光産業の人材育成と雇用創出を図る。 H25 29,656

ベビーズヴァカンスタウン推進事業 観光・商工課
北杜市の子育ての活動を全国的な広報誌に掲載し、消費者評価情報の
フィードバックによる事業検証を行うとともに、事業者向けの勉強会の
開催による情報提供やアドバイスを行う。

H25～H27 2,835

② 長期滞在型観光の体制づくり 2,375

リトリートの杜推進事業 観光・商工課
滞在型旅行商品の開発及び集客業務を地域事情に精通した一般社団法人
北杜市長期滞在型リトリートの杜事業コンソーシアムに委託する。

H25 2,375

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第7章　品格の高い感動の杜づくり
第2節　地域文化を愛しむ、人と環境の形成 493,599

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 文化財の保護 441,879

1）指定文化財等の保護 327,306

① 文化財の調査と保護 215,883

文化財調査事業 学術課 各種開発行為に伴い市内の埋蔵文化財の保護・調査を行う。 H25～H27 180,805

文化財保護・管理事業 学術課 天然記念物の樹勢回復事業等の指定文化財の保護・管理を行う。 H25～H27 35,078

② 文化財を取り巻く環境の整備 111,423

ふるさと歴史公園事業 学術課 谷戸城公園・金生遺跡公園等の管理を行う。 H25～H27 8,444

文化財環境整備事業 学術課 梅之木遺跡の国史跡指定、公有地化、史跡整備を行う。 H25～H27 102,979

2）文化財情報の発信 114,573

① 文化財の周知 6,995

文化財活用推進事業 学術課 文化財説明板の設置、パンフレットの印刷配布等を行う。 H25～H27 1,165

浅川兄弟顕彰事業 地域課外 浅川伯教・巧兄弟を顕彰するシンポジウム等を実施する。 H25～H27 5,830

② 資料館施設の適切な運営 10,657

資料館施設運営事業 学術課 郷土資料館、考古資料館、浅川兄弟資料館で企画展示事業を開催する。 H25～H27 8,907

先人館展示事業 学術課
浅川兄弟資料館内の一部スペースを活用し、市に係る先人を顕彰する展
示を行う。

H25～H27 1,750

③ 資料館施設の適切な管理 96,921

資料館施設維持管理事業 学術課 資料館施設を適切に維持管理する。 H25～H27 96,921

2項 青少年の健全育成 51,720

1）青少年育成推進体制の充実 51,720

① 青少年健全育成の推進 40,203

青少年カウンセラー設置事業 生涯学習課
地域の関係団体と連携を図りながら、青少年への相談や指導及び助言を
行うとともに、健全育成事業を推進する。

H25～H27 38,883

青少年育成推進員事業 生涯学習課 青少年の健全育成を図るため、青少年育成推進員を設置する。 H25～H27 1,320

② 青少年育成組織の支援 11,517

青少年育成市民会議補助金 生涯学習課
北杜市民会議の下に、8つの地区民会議を組織し、学校や地域と連携す
る中で地域に根付いた活動を展開していく。

H25～H27 11,517

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）
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第7章　品格の高い感動の杜づくり
第3節　芸術と文化で育む地域の創造

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 芸術・文化を育む地域づくり 285,753

1）芸術・文化を育む教育や普及活動の充実 285,753

① 芸術・文化活動への支援 26,175

芸術文化スポーツ振興基金活用事業 生涯学習課
一流の芸術、文化に触れる機会を創出するとともに、本市の新たな芸
術、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す
る。

H25～H27 9,300

文化協会補助金 生涯学習課
自主的な文化活動を助長し、郷土文化の振興と住民の文化向上を図る。
また、平成２６年度以降の自立化を支援する。

H25～H27 14,823

外郭団体自立促進事業(再掲） 生涯学習課
自主的な文化活動を助長し、郷土文化の振興と住民の文化向上を図るた
め、平成２６年度以降の自立化を支援する。

H25 543

県外文化大会等参加補助金 生涯学習課
文化レベルの向上と振興を図るため、県外で行われる文化大会等へ県内
予選を経て出場する団体に助成する。

H25～H27 759

北杜市和太鼓保存会育成事業 地域課 和太鼓組曲「相生」の保存・普及を推進する。 H25～H27 750

② 芸術・文化事業の実施 46,943

芸術文化自主・共催事業 生涯学習課
一流の芸術や文化にふれることで市民文化の育成や、地域文化の発展に
つながるよう自主・共催事業をホール3館で実施する。

H25～H27 34,856

囲碁美術館管理事業 生涯学習課 囲碁美術館の管理、運営、囲碁教室の開催等 H25～H27 12,087

③ 新しい芸術文化の創造 12,052

国民文化祭推進事業 生涯学習課
「第28回国民文化祭・やまなし2013」の北杜市主催事業を推進する。
また、事務補助員を雇用し、啓発活動等を行う。

H25 12,052

④ ホールの適切な管理 200,583

ホール施設管理事業 生涯学習課
3館（須玉ふれあい館、高根ふれあい交流ホール、長坂コミュニティー
ステーション）の適切な維持管理を行う。

H25～H27 200,583

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第8章　連帯感のある和の杜づくり
第1節　市民と協働するまちづくりの推進 2,678,316

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 広報・広聴の充実 154,305

1）幅広い市民意見の集約 1,125

① 「市長への手紙」システムの取組 0

「市長への手紙」事業 政策秘書課
市に対する意見、要望、提案等を市ホームページ上のメールや本庁及び
各総合支所窓口に設置している「市長への手紙」で広く受付け市行政に
役立てる。

H25～Ｈ27 0

② 市政報告会の開催 1,125

市政報告会開催事業 地域課 地域委員会や市民に対し、市政報告会を開催する。 H25～Ｈ27 1,125

2）情報公開の推進 0

① 市民への情報の公開 0

情報公開条例に基づいて公文書の開示 総務課
公文書を開示し、その諸活動の状況を具体的に説明することにより、市
民の市政に対する理解や関心を高めるとともに、情報を共有すること
で、市民の市政への参加を促すよう制度の周知と活用に努める。

H25～H27 0

3）広報活動の充実 153,180

① 市民への情報の提供 153,180

広報広聴事業 政策秘書課 毎月1回発行する広報紙で、市の情報を提供する。 H25～Ｈ27 34,263

ホームページによる情報提供事業 政策秘書課 市の公式ホームページで、市内外に市の情報を提供する。 H25～Ｈ27 6,357

ケーブルテレビ事業 政策秘書課 自主放送番組（週刊ほくとニュース）で、市の情報を提供する。 H25～Ｈ27 112,560

2項 まちづくり活動の充実と人材育成 2,520,273

1）市民との協働によるまちづくりの推進 113,421

① 市民参加推進のシステムづくり 113,421

行政区運営事業 地域課
区長報酬、自治会活動保険、区長会研修補助及び行政区事務取扱交付金
等行政区運営に係る区長への支援や行政区活動に対する支援を行う。

H25～Ｈ27 113,421

協働相談・支援窓口の設置事業 政策秘書課
市民相談窓口（本庁・各総合支所）にて、協働相談・支援等に相談に応
じる。

H25～Ｈ27 0

協働支援体制の整備事業 政策秘書課
市ホームページを活用し、共同事業に関する情報交換コンテンツの整備
を行う。

H25～Ｈ27 0

2）地域の特性を生かした活動への支援 2,406,852

① 地域の特性を生かした活動への支援 2,406,852

地域委員会運営事業 地域課 地域委員会委員報酬及び連絡協議会活動を推進する。 H25～Ｈ27 15,516

地域振興事業 地域課
地域委員会予算使途提案事業の中で推進する事業及び地域課地域振興事
業（地域づくりについて相互理解を深め推進していく。）

H25～Ｈ27 322,317

まちづくり振興基金積立金 財政課
地域住民の連帯の強化と地域振興等に資するために、合併特例事業債を
活用して基金の造成を行なう。

H25～Ｈ27 1,739,919

過疎地域自立促進基金積立金 財政課
過疎地域（須玉町、白州町、武川町）における地域活性化や自立を促進
するため、基金を積み立て、過疎地域自立促進特別事業の円滑な運営を
図る。

H25～Ｈ27 329,100

3項 男女共同参画社会の推進 3,738

1) 男女共同参画社会の推進 3,738

① ほくとほほえみ夢プランの推進 3,738

男女共同参画推進事業 企画課 男女共同参画推進のため、フォーラム開催や情報誌の発刊等を行う。 H25～Ｈ27 3,738

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

施策名（小分類）
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第8章　連帯感のある和の杜づくり
第2節　適切な市民サービスの提供に向けた行政機能の充実 4,549,382

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

1項 行政推進体制の強化 1,318,346

1）行政経営の合理化 1,293,854

① 組織・機構の改革 32,690

本庁舎の位置の決定と総合支所等のあり方
の検討

企画課
意志決定時間の短縮と指示系統の簡素化を進め、業務効率の向上と経費
の削減を図るため、本庁舎の位置の決定と総合支所、出張所のあり方に
ついて庁内検討会や外部検討委員会を設置して見直しを行う。

H25～H27 0

機能性、効率性を重視した組織の再編 企画課
高度化・多様化する行政需要に対応するため、機能性、効率性を重視し
た組織の再編を必要に応じて実施する。

Ｈ25 0

大泉総合支所移転事業 大泉総合支所 大泉総合支所が大泉総合会館内に移転するための経費。 H25 6,688

白州総合支所移転事業 白州総合支所
白州総合支所がはくしゅう館及び白州農村婦人の家へ移転したことに伴
い、跡地の整備等を行う。

H25 16,995

公共施設マネジメント白書作成業務事業 企画課
市の公共施設の新設・統廃合・維持管理の基本資料を作成するため、公
共施設をさまざまな角度から整理・分析を行い、施設の現状や今後のあ
り方を検証するために公共施設白書を作成する。

H25 9,007

② 市有施設の適切な管理 1,261,164

情報系システム管理事業 管財課 情報系システム（財務会計・人事給与等）の保守管理等を行う。 H25～H27 184,359

業務系システム管理事業 管財課 業務系システム（住民情報、税務情報等）の保守管理等を行う。 H25～H27 237,028

ネットワーク管理事業 管財課 ネットワークシステム等の保守管理、光伝送路等改修工事等を行う。 H25～H27 480,127

指定管理施設推進事業 管財課
利用者へのサービス低下が生じないよう施設の機能維持を図るため、緊
急的に発生する修繕を実施する。

H25～H27 75,000

住民基本台帳管理事業 市民課
公的個人認証サービス等の住民基本台帳管理、自動交付機の維持管理を
行う。

H25～H27 21,847

庁舎等維持管理事業 管財課 庁舎等の適正な維持管理を行う。 H25～H27 163,576

車両管理事業 管財課 市有車両の適正な維持管理を行う。 H25～H27 97,788

総合行政ネットワークシステム管理事業 管財課
総合行政ネットワークシステム（地方公共団体を相互に接続する行政専
用ネットワークシステム）の保守管理を行う。

H25～H27 1,439

2）行政改革の推進 825

① 行政改革の推進 825

行政改革推進事業費 企画課
「第2次行政改革アクションプラン」（平成23年度～25年度）の進捗状
況を検証する。（行政改革推進委員会の開催等）

H25～H27 825

3）人事管理の適正化 23,667

① 適切な定員管理の実施 0

人員配置の適正化 総務課
職員を削減しながらも、市民サービスの資質向上を図るため、能力・実
績主義に基づく効果的な人員配置に努める。

H25～H27 0

② 人材育成と活用の推進 23,667

職員研修事業 総務課
複雑多様化する行政課題に的確に対応し、地方分権に即応した人材の育
成を図るため、職員の能力向上や意識改革の徹底など、人材育成に取り
組む。

H25～H27 12,555

自治体・民間企業人事交流事業 総務課
他自治体、民間企業との交流を深め、外部の刺激や知恵を取り込み、組
織の活力を高める。

H25～H27 7,803

人事評価制度導入事業 総務課
職員の意欲や能力・実績を把握しながら、透明性や納得性の高い人事評
価制度を推進し、能力主義を考慮した人事配置等を構築することにより
効率的な人材活用及び組織力の向上を図る。

H25～H27 3,309

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）
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第8章　連帯感のある和の杜づくり
第2節　適切な市民サービスの提供に向けた行政機能の充実 4,549,382

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

2項 財政の健全化 3,155,082

1）健全な市財政の確立 2,807,661

① 財政健全化の推進 2,807,661

財政健全化の推進 財政課
財政健全化の指標である実質公債費比率16％以下にすることを目標に繰
り上げ償還を行う。

H25～H27 2,807,661

予算執行管理の見直し 財政課 効率的な予算執行により経常経費の節減合理化を図る。 H25～H27 0

市債発行の抑制 財政課
市債の発行額（臨時財政対策債を除く）を各年度元金償還額の範囲内と
し抑制を図る。

H25～H27 0

② 総人件費の抑制 0

総人件費の抑制 総務課
定員適正化計画の推進による職員数の削減、特別職の給与及び管理職手
当の減額により、人件費総額を抑制する。

H25～H27 0

定員適正化計画の推進 総務課
事務事業の見直し、組織機構の簡素化、臨時職員等の活用を図り、計画
的に職員の削減を図り、行政のスリム化に取り組む。

H25～H27 0

③ 補助金等の整理合理化 0

各種イベント・祭り等への補助金の見直し 企画課
各種団体が実施しているイベント・祭り等の運営幇助として交付してい
る市単独補助金が大きな財政負担となっていることから、抜本的な見直
しを行い、終期設定や廃止を視野に市単補助金の削減を行う。

H25～H27 0

補助対象団体の自立意識の高揚 企画課
継続して人件費などの運営補助金を交付している各種団体については、
意識改革を行い、自立の推進を図り、市単補助金の削減を行う。

H25～H27 0

2）市税等の収納率向上と負担の公平化の実現 341,794

① 収入確保の徹底 339,334

収納率向上事業 収納課
市民負担の公平性、公正性の観点から再三の催告に応じない滞納者に対
して適正な滞納処分を実施し、市税等の収入確保を図る。

H25～H27 53,898

未収納金対策の充実、強化事業 収納課
納税義務者を特定するための相続調査や現地調査等を実施するほか、高
齢者等への臨戸訪問や納税相談を実施することで未集金対策の充実、強
化を図る。

H25～H27 1,224

市税賦課徴収事業 税務課
　税の公平な負担と、大規模災害時に罹災証明が迅速に発行ができるよ
う、現在管理している家屋課税データと実際の家屋の現況を航空写真や
GIS等を用いて一致させ、家屋形状台帳を整備するための調査。

H25～H27 265,687

普通財産処分事業 管財課
統廃合により廃止される施設や今後も活用のない普通財産については、
売却、貸付等を推進し、自主財源の確保に努める。

H25～H27 18,525

企業誘致の推進 観光・商工課 市の産業振興及び若者の雇用の安定を図るため企業誘致を推進する。 H25～H27 0

基金運用方法の改善 会計課
基金の運用方法を検討し、より有利で安全な運用方法を活用して、運用
益の増加に努める。

H25～H27 0

② 受益者負担の適正化 0

使用料、手数料、負担金等の見直し 福祉課外
使用料、負担金等については、行政の役割と範囲、受益と負担の公平
性、他自治体との均衡等を考慮しながら適正な負担水準に見直しを行
う。

H25～H27 0

免除制度の見直し 生涯学習課外
免除制度については、受益と負担の公平性、他自治体との均衡等を考慮
しながら適正な負担水準に見直しを行う。

H25～H27 0

③ 新たな自主財源の創設・確保 2,460

協力金制度推進事業 地域課 ふるさと納税PR用のパンフレット作成、寄付者への特産品の送付 H25～H27 2,460

市印刷物への広告掲載の拡充 政策秘書課外
自主財源の確保を図るため、市印刷物等の発行の際に、広告掲載の拡充
を図る。

H25～H27 0

ネーミングライツの導入 政策秘書課外
自主財源の確保を図るため、公共施設へのネーミングライツ（命名権）
の導入を図る。

H25～H27 0
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第8章　連帯感のある和の杜づくり
第2節　適切な市民サービスの提供に向けた行政機能の充実 4,549,382

主要事業名 担当課 事業概要 実施年度 計画事業費(千円)

施策名（小分類）

施策の目標（項）（大分類）

主要施策名（中分類）

3）事務事業の根本的見直しと民営化、民間委託の推進 5,627

① 事務事業の見直し 4,125

事業仕分けの推進事業 企画課
市で実施している事務事業評価を発展させ、市民等を含めた多角的な視
点から事業の必要性を評価する事業仕分けを行う。

H25 4,125

事務事業の見直し 企画課

限られた財源の中でより充実したサービスを提供するため、行政関与の
必要性や市民サービスの公平正当の観点から事務事業の見直しを行い効
率的かつ効果的な行政運営を行う。
平成25年度までに地域委員会制度について見直しを行う。

H25～H27 0

事務事業評価の推進 企画課
市民が満足できる行政サービスを提供するため、事務事業の有効性や効
率正当を客観的に評価し、評価結果を総合計画実施計画に反映する。

H25～H27 0

市に事務局を置いている団体の自主運営
観光・商工課

外
市に事務局を置いている団体には、意識改革を図り、設立趣旨に沿った
発展ある活動を行うため、各団体の自主運営を促進する。

H25～H27 0

市営バス等の見直し 企画課
北杜市庁内公共交通体系検討会を設置し、庁内の各部署の管轄するバス
等の全体的な見直しを行う。

H25～H27 0

② 施設の管理運営等の見直し・施設資産の有効活用 1,502

指定管理施設有効活用事業 管財課
指定管理者（候補者）を公平かつ適正に選定するため、選定委員会を設
置する。

H25～H27 1,502

類似施設等の整理統合 健康増進課外
市には多くの類似施設があり、これらの老朽化等による管理運営費の増
大が、今後の大きな財政負担となることから、必要性、経済性等、施設
のあり方について原点から見直し、整理統合や民営化等を行っていく。

H25～H27 0

学校等の統合計画策定及び推進 教育総務課
北杜市立小中学校適正配置実施計画に基づき、小中学校の適正配置を行
う。

H25～H27 0

施設の有効活用 管財課
北杜市公共施設有効活用庁内検討会で用途廃止公共施設（用途廃止見込
みの施設を含む。）の有効活用及び処分に関する事項を検討及び研究す
る。

H25～H27 0

③ 出資法人の見直し 0

出資法人の見直し 企画課
第三セクター等の抜本的改革等に関する指針に基づき、出資法人の独立
性、自主性に配慮しつつ、経営改善を促進するとともに、市の将来負担
の可能性等を考慮し、必要に応じて法人の解散等についても検討する。

H25～H27 0

財務内容や活動状況等の情報公開 企画課
出資法人の市民に対する説明責任を果たすため、法人自らが財務内容や
活動状況について情報公開を行う。

H25～H27 0

3項 広域行政の展開 75,954

1) 広域行政の推進 75,954

① 広域行政の推進 75,954

峡北広域行政事務組合負担金 企画課 峡北広域行政事務組合の一般会計への負担金。 H25～H27 75,954
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第１次北杜市総合計画 

後期基本計画 実施計画  
人と自然と文化が躍動する環境創造都市 
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