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胎　　内　　市

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費 農 業 集 落 排 水 事 業

消 防 費 水 道 事 業

簡 易 水 道 事 業

公営企業会計

公 共 下 水 道 事 業

民 生 費

鹿ノ俣発電所運営事業

衛 生 費

労 働 費

令 和 ２ 年 度 当 初 予 算

主 な 事 業

一 般 会 計 特 別 会 計

総 務 費



＊事業費については当初予算ベースとなっています。 

＊工事請負費については、予算書の表記に準じ、金額を表示していない箇所があります。



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

2.1.6 山村活性化支援事業 主な事業 20,760 22,952 22,376 #VALUE! △ 1,616

【内訳】 地域おこし協力隊員４名（会計年度任用職員 10,512

報酬）

共済費 1,539

課題解決型インターン講師謝礼 50

田舎体験プログラム講師謝礼 100

費用弁償 325

普通旅費 154

需用費 2,879

役務費 218

地域おこし協力隊員募集業務委託料 500

インターン生コーディネート委託料 200

浄化槽維持管理委託料 104

高速道路料金 29

自動車リース料 1,184

住宅借上料 1,910

会場使用料 165

駐車場使用料 4

地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000

研修会負担金 235

自動車重量税 21

2.1.6 洋上風力発電誘致事業 859 859 968 968 △ 109 △ 109

【内訳】 報償費 728

旅費 101

　需用費 20
負担金補助及び交付金 10

一 般 会 計

２．総務費

款項目 事 業 名 事 業 概 要

　再生可能エネルギーの推進及び地域経済の活性化に資す
るため、洋上風力発電事業の誘致に向けた取組を行う。

増 減令和２年度　事業費 令和元年度　事業費

　地域活性化と人口減少対策の一環として、意欲のある集
落の要望を受けて、大規模都市圏から「地域おこし協力
隊」を募り、その地域に居住しながら地域の住民と共に集
落行事の再興や世代間交流の支援、地域の農産物を活用し
た収益の拡大など様々な取組を行う。

－1－



－2－

(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

２．総務費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
増 減令和２年度　事業費 令和元年度　事業費

2.1.6 移住定住促進事業 1,659 679 5,520 2,010 △ 3,861 △ 1,331

【内訳】 時間外勤務手当 34

旅費 201

需用費 149

役務費 80

委託料 120

使用料及び賃借料 25

負担金補助及び交付金 1,050

2.1.6 地域公共交通活性化事業 50,000 50,000 52,500 52,500 △ 2,500 △ 2,500

【内訳】 地域公共交通協議会負担金 50,000

2.1.6 合併振興基金運用益活用事
業補助金交付事業

7,822 59 8,000 237 △ 178 △ 178

【内訳】 審査会委員等謝礼 59
合併振興基金運用益活用事業補助金 7,763

　合併振興基金の運用益を活用し、市民が自主的に実施す
る様々な地域活性化の取組みに対して補助金を交付する。
　【補助区分】
　・市民提案型地域活性化事業
　　（優遇型）事業費の4/5を補助（限度額500千円）
　　（通常型）事業費の2/3を補助（限度額300千円)
　・行政提案型地域活性化事業
　　市が推進する施策を市民が主体となって行う事業
　　に対し補助

　胎内市への移住及び定住の促進を図るために、お試し移
住体験事業、移住体験セミナー・ツアー（新発田市と合
同）を行う。また、国の地方創生推進交付金を活用し、県
と連携した中で移住者に対し支援金を補助する移住・就業
等支援事業を行う。

　地域公共交通の活性化を図ることにより、市民の日常生
活及び社会参画を支援する。そのために、法定協議会であ
る胎内市地域公共交通協議会が運営する、市内唯一の公共
交通であるデマンドタクシーに係る運行費用の一部を負担
するもの。



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

２．総務費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
増 減令和２年度　事業費 令和元年度　事業費

2.1.6 個人番号カード活用事業 3,958 0 0 0 3,958 0

【内訳】 　報酬 1,583
　職員手当等 1,317
　共済費 310
　需用費 600
　役務費 98
　使用料及び賃借料 50

2.1.6 ふるさと納税事業 89,662 89,662 62,438 62,438 27,224 27,224

【内訳】 　報償費 61,500
　需用費 100
　役務費 7,024
　委託料 21,038

2.1.11 防犯事業 7,744 7,697 6,352 6,305 1,392 1,392

【内訳】 光熱水費 2,160

修繕費 310

防犯灯設置工事 120

防犯灯設置等補助金 4,810

胎内市防犯組合連合会補助金 300

その他関連経費 44

　市民が安全で安心して暮らせる地域環境づくりのため、
防犯対策の諸施策を実施する。
　自治会が管理する防犯灯の設置等に対する補助金を継続
し、住民ニーズの高い防犯灯のＬＥＤ化を推進する。

　国が令和２年度に実施するマイナポイントによる消費活
性化策において必要となる、マイキーID設定支援、事業
PR、利用可能店舗の拡大等の取組を行う。

※マイナポイント…マイナンバーカードを取得してマイ
キーIDを設定した人が、選択した決済サービスにおいて前
払い又は物品等の購入を行った場合に付与されるポイント

※令和元年10月から事業実施。

　ふるさと納税をしていただいた方に対し、市内の魅力あ
る特産品を御礼の品として贈呈し、歳入の増と地域の活性
化につなげる。
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

3.1.1 胎内市地域福祉計画推進事
業

533 533 536 536 △ 3 △ 3

【内訳】 職員手当等 70 主な事業

報償費 210

需用費 226

役務費 17

使用料及び賃借料 10

3.1.2 福祉まるごと相談事業

３．民生費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
増 減令和元年度　事業費令和２年度　事業費

　社会福祉法に規定される、胎内市地域福祉計画に基づ
き、市民の方々が抱える様々な生活課題の解消や、誰もが
住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりの実現を目
指す。
※胎内市社会福祉協議会の地域福祉活動計画とあわせて
「地域ちゃぶ台プラン３」として策定

　令和元年６月に、相談員３名を配置した「福祉まるごと
相談窓口」を開設。高齢や障がい、子育て、生活困窮など
福祉に関する生活上の様々な問題や困りごとを抱える方か
らの相談を受け、関係機関と連携しながらその人に適した
サービスによる支援を行うとともに、地域住民による支援
の充実が図られるよう地域の支援者である民生委員やコ
ミュニティソーシャルワーカー、地域支えあいサポーター
と協働し、自助、互助、共助、公助をつなぎ合わせる切れ
目のない支援の実現を目指す。

相談員配置に係る経費

職員 ２名分：一般会計

会計年度任用職員 １名分：介護保険会計

令和元年度賃金等 3,300千円

令和２年度報酬等 3,385千円



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

３．民生費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
増 減令和元年度　事業費令和２年度　事業費

3.1.3 塩の湯温泉施設管理事業 117,246 7,383 9,185 7,323 13,353 60

【内訳】 需用費 2,004

役務費 49

塩の湯温泉施設運営委託料 6,298

塩の湯温泉施設改修工事設計委託料 8,000

使用料及び賃借料 895

塩の湯温泉施設改修工事 100,000

3.2.1 子育て支援事業 1,074 1,074 2,925 2,925 △ 1,851 △ 1,851

【内訳】 子ども・子育て会議委員報酬 154

職員手当等 175

報償費（子育て支援推進員謝礼ほか） 84

旅費 10

需用費（消耗品） 30

役務費（通信運搬ほか） 338

委託料 150

使用料及び賃借料（著作権使用料） 10
負担金補助及び交付金（定住自立圏子育て応援
カード事業負担金）

123

少子化対策として子育て支援施策の充実を図る。
　●子育て情報メールの配信
　●子育て支援イベントの開催（年２回）
　　・親子ふれあいコンサート（男女共同参画事業との
　　　共催）
　　・親子ふれあい広場
　●子育て応援カード事業の実施

※少子化対策事業から名称

　塩の湯温泉施設（サンセット中条及び村松浜高齢者健康
増進ふれあい施設）の維持管理及び浴槽等改修工事に係る
経費を計上するもの。
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－6－

(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

３．民生費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
増 減令和元年度　事業費令和２年度　事業費

3.2.2 市立保育園事業 361,823 269,345 278,775 202,473 83,048 66,872

【内訳】 園医・歯科医等報酬 1,780

保育士等（会計年度任用職員報酬） 40,580

保育士補助等（会計年度任用職員給料） 99,790

職員手当等 40,338

共済費 29,130

報償費（賞品、記念品、講師謝礼ほか） 445

旅費 2,495

需用費（消耗品、光熱水費、賄材料ほか） 79,998

役務費（通信運搬、手数料ほか） 4,633

委託料（園施設管理保守点検委託ほか） 4,984

使用料及び賃借料（軽トラックリースほか） 2,730

工事請負費（園施設整備工事） 54,270

原材料費（砂、砂利） 180

負担金補助及び交付金（研修会負担金ほか） 416

償還金利子及び割引料 38

公課費 16

3.2.2 私立保育園・認定こども園
等委託・補助事業

688,119 171,979 679,318 231,357 8,801 △ 59,378

【内訳】 委託料 251,067
負担金補助及び交付金 437,052

　保育の必要性について認定を行い、保育が必要となる児
童を預かり、保護者が安心して働けるよう支援するもの。
　公立保育園・認定こども園措置児童数（見込み） 430人

　児童の保護者の労働、疾病等により保育を必要とする児
童の保育を私立保育園・私立認定こども園へ委託する。
　私立保育園・私立認定こども園に対して円滑に保育が行
われるため、延長保育、障がい児保育、地域子育て支援セ
ンター等に対する運営費を補助する。
　私立保育園・認定こども園措置児童数（見込み） 430人



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

３．民生費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
増 減令和元年度　事業費令和２年度　事業費

3.2.3 第三の居場所作り推進事業 21,320 1,276 13,353 3,353 7,967 △ 2,077

【内訳】 学習指導員（会計年度任用職員報酬） 5,919

放課後児童支援員、バス運転員（会計年度任用 7,935

職員給料）

職員手当等 1,603

共済費 1,990

報償費 540

旅費 602

需用費 822

役務費 92

使用料及び賃借料 1,817

　様々な課題を抱える子どもを総合的に支援する拠点とし
て「第三の居場所」を開設し、学習支援や活動支援を行
う。
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－8－

(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

4.1.1 ほっとＨＯＴ・中条管理事
業

157,981 19,589 14,531 8,935 143,450 10,654

【内訳】 需用費 6,744 主な事業

役務費 459

委託料 17,203

使用料及び賃借料 575

工事請負費 133,000

4.1.2 子ども医療費助成事業 88,748 57,955 88,765 57,972 △ 17 △ 17

【内訳】 職員手当等 70

需用費（消耗品ほか） 77

役務費（通信運搬ほか） 188

子ども医療費審査委託料 3,413

子ども医療費助成金 85,000

４．衛生費

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要

　少子化対策、子育て支援対策として、児童の医療費の一
部を助成し、保護者の経済的負担を軽減し、児童の健やか
な成長を図る。
　助成対象は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日ま
で。

　災害時の福祉避難所に指定されているほっとＨＯＴ・中
条に太陽光発電設備を設置し、併せて老朽化した空調設備
も更新することで省エネルギー効果と災害時の対応力の強
化を図る。



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

４．衛生費

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要

【内訳】 時間外勤務手当 350

旅費 26

需用費 741

役務費 2,716

個別予防接種委託料 73,492

使用料及び賃借料 244

負担金補助及び交付金 31

扶助費 5,025

予防接種健康被害救済金 2,036

4.1.5 緑のカーテン普及事業 1,200 1,200 2,006 2,006 △ 806 △ 806

【内訳】 需用費 1,000

委託料 200

4.2.2 し尿等下水道投入施設運営
事業

30,664 30,664 25,858 25,858 4,806 4,806

【内訳】 需用費 3,625

役務費 94

し尿等下水道投入施設維持管理業務委託料 12,898

公共下水道共同処理負担金 14,047

80,448 78,916 4,213 4,189結核対策・予防接種事業 　定期予防接種（ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、
BCG、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒブ、小児の肺炎
球菌、B型肝炎、子宮頸がん、高齢者のインフルエンザ、高
齢者の肺炎球菌、第５期風しん、ロタ）と任意予防接種
（中学生以下のインフルエンザ、妊婦及び家族の風しん）
の実施と費用の助成を行う。
  また、65歳以上の胸部レントゲン撮影を実施する。

84,661 83,105

　高齢者世帯にゴーヤの苗を配布し、人と環境にやさしい
緑のカーテンづくりに取り組んでもらうことで、熱中症対
策の促進及び地球温暖化防止意識の高揚を図る。

　し尿及び浄化槽汚泥を、終末処理場である中条浄化セン
ターで最終処理を行うため、その前処理施設であるし尿等
下水道投入施設の維持管理及び運営を行う。

4.1.4
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－10－

(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

5.1.1 労働費関連事業 2,220 1,513 2,280 1,564 △ 60 △ 51

【内訳】 時間外勤務手当 35 主な事業

普通旅費 190

消耗品費 15

印刷製本費 400

通信運搬費 17

広告料 336

手数料 104

その他委託料 54

補助金(勤労者福祉事業補助金） 100

負担金（新潟職業能力開発短期大学校） 510

助成金（企業見学等交通費助成金） 384

助成金（企業見学等宿泊費助成金） 75

　市内企業における雇用の促進のため、ＵＩＪターン向け
企業見学会等を行う。

増 減

５．労働費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
令和２年度　事業費 令和元年度　事業費



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

6.1.4 経営所得安定対策推進事業 6,668 75 6,988 75 △ 320 0

【内訳】 職員手当等 443 主な事業

消耗品費 32

経営所得安定対策推進事業補助金 6,193

6.1.4 新規 農業創意工夫応援事業補助
金交付事業

5,000 5,000 0 0 5,000 5,000

【内訳】 農業創意工夫応援事業補助金 5,000

6.1.8 継続 県営ほ場整備事業 49,800 0 8,100 0 41,700 0

【内訳】 県営ほ場整備事業負担金（須巻地区） 3,800
県営ほ場整備事業負担金（苔実地区） 41,000
県営ほ場整備事業負担金（夏井坪穴川合地区） 5,000

　創意工夫により新たな取組に挑戦する農業者を支援する
ため、経営改善を目的とした新技術の導入や市内に定着し
ていない作物の栽培などの取組に対して補助金を交付し、
農業の活性化を図る。

６．農林水産業費

令和２年度　事業費

　経営所得安定対策の実施に必要となる基礎データ作成、
加入申請や交付申請の取りまとめ、作付面積の確認等の事
務を行う胎内市農業再生協議会に対する補助金交付等を行
う。

事業年度　平成29年度～令和10年度
　生産効率の向上と担い手の育成・確保を目的として、ほ
場の大規模化、農業施設の近代化を進める。

増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要

令和元年度　事業費
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

６．農林水産業費

令和２年度　事業費 増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要

令和元年度　事業費

6.1.8 多面的機能支払推進事業 109,515 27,648 115,824 29,002 △ 6,309 △ 1,354

【内訳】 　多面的機能支払交付金 108,763
　職員手当等 385
　需用費 259
　その他関連経費（役務費・使用料及び賃借料） 108

6.2.1 森林病害虫等防除事業 22,190 7,040 22,730 7,580 △ 540 △ 540

【内訳】 職員手当等 180

需用費 30

松くい虫防除事業委託料（単独） 980

松くい虫防除事業委託料（補助） 17,000

松くい虫被害防除対策事業補助金 4,000

　海岸保安林等における松くい虫防除として薬剤散布等の
予防及び被害木の伐倒駆除を実施。

　実施区域　　乙、桃崎浜、荒井浜、笹口浜、村松浜、
　　　　　　　下館、下赤谷、夏井
　実施面積等　有人ヘリ散布　　　  80ha
　　　　　　　無人ヘリ散布　　　  57.5ha
　　　　　　　地上散布　　     　  2.5ha
　　　　　　　伐倒駆除・くん蒸 　 170㎥

　農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため
の地域の共同活動に係る支援を行うもの。
　（対象面積　1,854.02ha　　組織数　41）



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

7.1.2 中条まつり事業 6,806 6,601 6,268 6,145 538 456

【内訳】 時間外勤務手当 162 主な事業

消耗品費 30

印刷製本費 27

通信運搬費 26

中条まつりゴミ収集委託料 101

補助金(中条まつり補助金） 6,460

7.1.2 中小企業等支援事業 2,898 2,898 2,898 2,898 0 0

【内訳】 時間外勤務手当 53

振興基本計画委員等謝礼 95

補助金(中小企業等支援事業補助金） 2,750

7.1.2 貸付事業 164,000 3,999 164,000 3,999 0 0

【内訳】 信用保証料補給金 4,000

地方産業育成資金貸付金預託金 40,000

中小企業育成資金貸付金預託金 100,000

地方産業育成資金元金償還金 20,000

7.1.2 消費者行政推進事業 3,884 194 4,189 186 △ 305 8

【内訳】 消費生活相談員（会計年度任用職員報酬） 1,403

時間外勤務手当 27

社会保険料 215

雇用保険料 11

普通旅費 98

費用弁償（会計年度任用職員・通勤費） 51

費用弁償（会計年度任用職員・旅費） 202

消耗品費 1,380

手数料 218

委託料 264
研修会負担金 15

　中条まつりを通じ市の活性化と地域振興を図るため、中
条まつり実行委員会への補助等を行う。

　中小企業・小規模企業等に対して、創業、人材育成・確
保、市内への就職定住、販路開拓などの支援により、意欲
ある事業者を育成し、事業の発展を図る。

　中小商工業者の育成支援・振興事業として、制度融資の
助成を行う。

　消費生活相談業務を通じて消費者被害の防止を図るとと
もに、相談員を配置し地域住民の消費生活に関する安心確
保に努める。

７．商工費

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

７．商工費

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要

7.1.2 商工振興事業 12,338 12,337 12,794 12,793 △ 456 △ 456

【内訳】 時間外勤務手当 78

使用料及び賃借料 55

負担金（ＪＥＴＲＯ貿易情報センター負担金） 110

負担金（新潟県大連経済事務所賛助団体負担金） 31

補助金（中条町商工会補助金） 7,600

補助金（黒川商工会補助金） 3,800

補助金（黒川商工会事業費補助金） 350

くろかわ産業まつり経費

　報償費 25

　需用費 55

　役務費 76

　その他保険料 28

　その他委託料 130

7.1.3 観光振興事業 37,435 36,426 39,577 38,574 △ 2,142 △ 2,148

【内訳】 一般事務員（会計年度任用職員報酬） 1,646
バス運転員（会計年度任用職員給料） 658
職員手当等 1,216
共済費 294
報償費 425
旅費 486
需用費 4,337
役務費 1,434
委託料 500
使用料及び賃借料 1,511
胎内市観光協会負担金 19,212
新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏広域観光
推進協議会負担金

2,000

胎内市観光振興推進サポーター負担金 3,500
観光関連団体等負担金 191
公課費 25

　市内の消費需要の拡大・中小事業者への支援と地域産業
の活性化を図る。

　市の観光振興を図るための経費や胎内市観光協会及び胎
内市観光振興推進サポーターへの負担金などを計上するも
の。



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

７．商工費

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要

7.1.3 ロイヤル胎内パークホテル
運営事業

161,739 79,268 165,022 68,321 △ 3,283 10,947

【内訳】 光熱水費 53,060
修繕費 1,200
手数料 68
火災保険料 160
自動車損害保険料 12
電気主任技術者委託料 660
胎内リゾート施設管理運営委託料 63,800
伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理委託料 200
飲料水滅菌機点検委託料 40
電気保安管理委託料 359
貯水槽清掃委託料 72
交流促進施設設備改修工事設計業務委託料 7,700
マイクロバスリース料 1,782
ホイールローダリース料 4,054
ホテル総合情報システム賃借料 2,571
工事請負費 26,000
胎内市名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像
維持管理基金積立金

1

7.1.3 胎内スキー場管理運営事業 34,355 21,167 208,829 22,183 △ 174,474 △ 1,016

【内訳】 報償費 100
消耗品費 1,500
修繕費 8,438
手数料 51
火災保険料 213
自動車損害保険料 12
圧雪車点検整備委託料 1,134
胎内スキー場貸付測量申請委託料 6,182
国有林借地料 2,287
工事請負費 13,914
スキー場関連団体負担金 524

　ロイヤル胎内パークホテルの施設維持管理等に係る経費
及び胎内リゾート施設管理運営委託料を計上するもの。

　胎内スキー場の施設維持管理等に係る経費を計上するも
の。
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

７．商工費

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増 減
款項目 事 業 名 事 業 概 要

7.1.5 樽ケ橋遊園運営事業 528,143 0 154,088 0 374,055 0

【内訳】 施設管理員、施設受付応接員（会計年度任用 6,002
職員）
職員手当等 710
共済費 639
報償費 50
需用費 4,983
役務費 387
委託料 12,853
使用料及び賃借料 824
工事請負費 500,000
原材料費 100
備品購入費 1,595

　樽ケ橋遊園の施設整備及び維持管理等に係る経費を計上
するもの。
　平成29年度より整備事業を進めており、令和２年度は動
物舎等北側工区（海側）の施設整備を行う。



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

8.2.3 胎内スマートIC整備事業 223,081 1,562 2,120 320 220,961 1,242

【内訳】 職員手当等 552 主な事業

測量設計等委託料 15,000

不動産鑑定業務委託料 1,600

工事請負費 110,000

公有財産購入費 90,000

負担金補助及び交付金 4,929

補償補填及び賠償金 1,000

8.2.3 市道関係整備事業 215,676 17,236 286,815 23,175 △ 71,139 △ 5,939

【内訳】 職員手当等 129

需用費 1,015

役務費 38

道路事業測量設計等委託料 13,000

建設CADシステム保守委託料 59

使用料及び賃借料 135

工事請負費 191,800

公有財産購入費 4,500

負担金補助及び交付金 500

補償補填及び賠償金 4,500

款項目 事 業 名 事 業 概 要
令和２年度　事業費

８．土木費

　NEXCO東日本が行う胎内スマートIC整備に伴う市道の整備
を行うもの。令和５年３月完成予定。

　用地測量業務委託　　　　　　　　　　35,000㎡
　不動産鑑定調査業務委託
　用地買収　　　　　　　　　　　　　　10,000㎡
　道路改良工事　　　 2路線　施工延長 L=　800ｍ
　バス停上屋・階段・駐車場・照明柱等撤去
　NEXCO東日本に詳細設計を業務委託

測量設計業務委託　　　　　施工延長 L= 320ｍ
用地買収　　　　　　　　　　　　　　　550㎡
道路改良工事　　　 4路線　施工延長 L= 110ｍ
　　　　　　　　　　　　　交差点改良　1個所
舗装新設工事　　　 5路線　施工延長 L= 970ｍ
側溝新設改良工事　 5路線　施工延長 L= 315ｍ
道路融雪施設工事　 2路線　施工延長 L= 810ｍ
融雪施設入替工事　 1路線  施工延長 L= 290ｍ
融雪施設堀替工事　 2箇所

増 減令和元年度　事業費
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源
款項目 事 業 名 事 業 概 要

令和２年度　事業費

８．土木費

増 減令和元年度　事業費

8.4.2 駅前広場・駐車場管理事業 12,804 12,643 14,836 13,222 △ 2,032 △ 579

【内訳】 時間外勤務手当 35

需用費（消耗品・光熱水費・修繕費） 168

役務費 41

エレベータ保守管理委託料 1,056

中条駅施設管理委託料 11,000

清掃委託料 504

8.5.1 住宅建築リフォーム事業 10,000 10,000 12,000 12,000 △ 2,000 △ 2,000

【内訳】 住宅建築リフォーム補助金 10,000

■施設維持管理事業
　中条駅関連施設の維持管理業務
　管理施設
　１）東西自由通路　　　　　　　　・・・・指定管理
　２）東口駅前広場（駐輪場含）　・・・・指定管理
　３）中条駅前自動車駐車場　　　・・・指定管理
　４）西口駅前広場（駐輪場含）　・・・・市管理及び指定管理
　５）中条駅観光交流室　　　　　　・・・・指定管理

　市民が市内の施工業者を利用し、住宅リフォ－ムする場
合の一部を補助するもの。

 補助金額　補助対象工事費の100分の15　上限額 15万円
 　　（平成29年度　補助率　100分の20　上限額 20万円）



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

9.1.4 防災事業 16,555 16,505 18,304 17,754 △ 1,749 △ 1,249

【内訳】 印刷製本費 387 主な事業

修繕費（防災行政無線機等） 2,610

通信運搬費（防犯・防災メール配信通信料、 997

防災用携帯電話通話料等）

防災行政無線機保守点検委託料 5,200

新潟県総合防災情報システム保守点検委託料 242

　在住外国人防災セミナー委託料 120

　防災用備品(戸別受信機) 550

  被災者生活再建支援システム保守負担金 382

地域自主防災組織育成事業補助金 1,500

その他経費（消耗品費、光熱水費、手数料ほか） 4,567

　住民の生命と財産を守るため、災害の未然防止や総合的
な防災対策の推進を図り、安全安心なまちづくりを行う。
　地域自主防災組織の組織率の向上に努めるとともに同組
織と防災士の連携を強化し、市全体の地域防災力の底上げ
を図る。

増 減

９．消防費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
令和２年度　事業費 令和元年度　事業費
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

10.1.2
10.2.1
10.3.1

児童生徒学力向上推進事業 7,208 7,208 9,558 9,558 △ 2,350 △ 2,350

【内訳】 指導主事（会計年度任用職員報酬） 3,682 主な事業

職員手当等 260

共済費 660

旅費 245

手数料（学力検査手数料） 2,361

10.1.2 ふるさと体験学習推進事業 2,971 2,971 3,273 3,273 △ 302 △ 302

【内訳】 補助金 2,971

10.2.1
10.3.1

コミュニティ・スクール運
営事業

2,068 2,068 932 932 1,136 1,136

【内訳】 学校運営協議会委員報酬 648

報償費 50

需用費 20

補助金 1,350

１０．教育費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
令和２年度　事業費 増 減令和元年度　事業費

　胎内市教育振興基本計画に基づき、家庭と連携した学習
習慣の定着と生活習慣の改善により、子どもが主体的に学
習に取り組む力を育成し、学力向上を図る。
　・学力検査の実績と分析による授業改善
　・指導主事による学校訪問及び授業改善に向けた指導

　胎内市の宝である子どもたちを地域でしっかりと育てる
という考えのもと、子どもたちの学ぶ意欲や自立心、豊か
な人間性を育むため、全小学校の５年生を対象に、豊かな
教育資源の宝庫である「ふるさと胎内」をフィールドとし
た農村生活体験学習による「ふるさと教育」を行う。

　全小中学校が「コミュニティ・スクール」として学校運
営協議会を設置し、学校と地域が協働して、それぞれの立
場で主体的に地域の子どもたちの成長を支えていく学校づ
くりを目指す。



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

１０．教育費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
令和２年度　事業費 増 減令和元年度　事業費

10.3.1 キャリア教育推進事業 290 290 299 299 △ 9 △ 9

【内訳】 報償費 180

需用費 80

役務費 30

10.6.3  史跡整備事業 4,496 2,646 3,202 1,940 1,294 706

【内訳】 城の山古墳整備委員報酬 78

軽作業員（会計年度任用職員給料） 318

職員手当等 74

費用弁償 300

普通旅費 216

需用費 130

通信運搬費 10

城の山古墳整備基本計画策定委託料 3,300

負担金 70

10.6.5 産業文化会館事業 84,601 28,773 64,638 26,800 19,963 1,973

【内訳】 職員手当等 210

報償費 48

旅費 11

需用費 9,966

役務費 397

委託料 31,072

使用料及び賃借料 352

工事請負費 42,507

負担金補助及び交付金 38

城の山古墳整備基本計画策定等に係る経費

　キャリア教育を推進し、ふるさとへの愛着と誇りを醸成
し、自分の将来を切り開き自立して生きていく力を育む。
　職場体験学習に加えて、子どもハローワーク事業、キャ
リア教育研修会を取り入れて事業の充実を図る。

　市民の生涯学習の推進、芸術・文化レベルの向上と心を
豊かにすることを目指し、芸術文化企画を選定し主催事業
を開催する。市の産業振興と芸術文化・福祉の向上のため
会館の維持管理と運営を行う。
　また、「胎内市産業文化会館長寿命化計画」に基づき、
空調設備更新工事等を行う。
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

１０．教育費

款項目 事 業 名 事 業 概 要
令和２年度　事業費 増 減令和元年度　事業費

10.6.14 美術館運営事業 8,722 7,691 8,231 7,436 491 255

【内訳】 施設管理員（会計年度任用職員給料） 3,731

職員手当等 338

共済費 309

講師等謝礼 363

旅費 40

需用費 2,771

役務費 214

委託料 762

使用料及び賃借料 169

負担金 25

　 　
10.7.2 総合体育館管理事業 80,609 80,242 80,954 80,605 △ 345 △ 363

【内訳】 職員手当等 19

修繕費 200

火災保険料 214

社会体育施設管理運営委託料 73,700

トレーニング機器等賃借料 6,476

総合体育館等スポーツ施設の管理運営に係る経費
（第２期指定管理期間：令和元年度～令和５年度）

　胎内市美術館の維持管理及び企画展・ワークショップ等
の経費



(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

1.1.1 鹿ノ俣発電所運営事業 主な事業 142,967 143,000 142,972 #VALUE! △ 5

【内訳】 給与・職員手当等・共済費 8,134

旅費 26

需用費 3,191

役務費 1,253

委託料 46,654

水利使用料及び賃借料 914

工事請負費 1,800

公債費 6,379

運営事業基金積立金 21,352

公課費 11,007

他会計繰出金 15,520

公営企業会計支出金 21,770

予備費 5,000

増 減

特 別 会 計

（鹿ノ俣発電所運営事業）

款項目 事 業 名 事 業 概 要

   鹿ノ俣発電所は、市有の農業関連施設における電気料金の
負担軽減及び用水路維持管理を目的とし、市直営で管理・運営
を行っている。余剰電力は電気事業者等へ売電し、その収入の
一部を電気料金の軽減に充てている。

最大出力　　　　　　　　　　　960kW

年間発生電力量　　4,407,600kWh

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費
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(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

1.1.1 公共下水道事業 主な事業 10 72,260 60 #VALUE! △ 50

【内訳】 浄化センター機械設備更新工事

ポンプ室給気ファン更新工事

汚泥供給濃度計更新工事

マンホールポンプ更新工事          　　8カ所

マンホールポンプ監視システム更新工事　4カ所

公共桝設置工事                        7カ所

公共桝更新工事　　　 　　　          25カ所

舗装本復旧工事（長橋地内ほか）

その他

(単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

1.1.1 水道事業 124,100 0 106,600 110 17,500 △ 110

【内訳】 　笹口浜地内配水管布設替工事(その1)

　笹口浜地内配水管布設替工事(その2)

　笹口浜地内配水管布設替工事(その3)

　新館地内配水管布設替工事

　富岡地内配水管布設替工事

　笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

  並槻浄水場　色度計更新工事

　主な工事
　　配水管整備工事　　　　施工延長　1,480ｍ
　　（笹口浜、新館、富岡地内）

　　舗装本復旧工事　　　　施工面積　2,105㎡
　　（笹口浜地内）
　
　　並槻浄水場　色度計更新工事

公 営 企 業 会 計

款項目 事　　　　業　　　　名 事　　　　　　業　　　　　　概　　　　　　要

（公共下水道事業会計）

令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増　　　　減

　主な工事
　　浄化センター機械設備更新工事
　　管渠工事（マンホールポンプ設備更新）
　　公共桝設置工事
　　公共桝更新工事
　　舗装本復旧工事

款項目 事　　　　業　　　　名 事　　　　　　業　　　　　　概　　　　　　要
令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増　　　　減

（水道事業会計）



※令和２年度から公営企業会計に移行 (単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

1.1.1 農業集落排水事業 135,990 90 91,088 188 44,902 △ 98

【内訳】 鼓岡処理場　NO.12ポンプ他更新工事

黒川処理場　貯留槽撹拌ブロワー更新工事

乙処理場　沈殿槽汚泥引抜ポンプ更新工事
鼓岡地区農集排処理施設機能強化（中継ポンプ
等）更新工事（その1～7）
大長谷地区農集排処理施設機能強化（自動通報
装置）更新工事
公共桝設置工事　　　　4カ所

公共桝更新工事　　  　5カ所

舗装本復旧工事

※令和２年度から公営企業会計に移行 (単位：千円）

うち一般財源 うち一般財源 うち一般財源

1.1.1 簡易水道事業 53,600 0 27,300 0 26,300 0

【内訳】 　宮久地内配水管布設替工事

　須巻地内配水管布設替工事

　夏井地内配水管布設替工事

　鼓岡配水池テレメーター更新工事

（農業集落排水事業会計）

款項目 事　　　　業　　　　名 事　　　　　　業　　　　　　概　　　　　　要
令和２年度　事業費

　主な工事
　　配水管整備工事　　　　施工延長　530ｍ
　　（宮久、須巻、夏井地内）

　　鼓岡配水池テレメーター更新工事

令和元年度　事業費 増　　　　減

　主な工事
　　処理場更新工事　乙・黒川・鼓岡処理場
　　管渠工事（マンホールポンプ設備更新）
　　通報装置更新工事　大長谷地区
　　公共桝設置工事
　　公共桝更新工事
　　舗装本復旧工事

（簡易水道事業会計）

款項目 事　　　　業　　　　名 事　　　　　　業　　　　　　概　　　　　　要
令和２年度　事業費 令和元年度　事業費 増　　　　減
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