
（単位:千円）

款  名 金  額 所管課

総務費 11,800 市民課

総務費 8,773 市民課

総務費 6,200 市民課

総務費 1,339 市民課

総務費 2,332 農林課

民生費 47,000

子育て支援課

民生費 10,000

子育て支援課

民生費 6,000

子育て支援課

衛生費 1,900 市民課

衛生費 11,000 市民課

衛生費 1,452 市民課

農林水産業費 13,976 農林課

農林水産業費 23,901 農林課

農林水産業費 378 農林課

農林水産業費 13,800 農林課

農林水産業費 9,605 農林課

商工費 13,803 商工観光課

商工費 53,000 商工観光課

商工費 42,000 商工観光課

商工費 1,000 商工観光課

商工費 8,560 商工観光課

商工費 3,970 商工観光課

商工費 4,240 商工観光課

土木費 55,000 建設課

土木費 36,000 建設課

土木費 24,000 建設課

土木費 204,000 建設課

土木費 804,500 建設課

土木費 13,000 建設課

土木費 20,000 建設課

土木費 112,440 建設課

土木費 12,000 建設課

教育費 2,646 教育課

平成26年度　主な拡充事業等一覧

（ハード事業）

項　　　　　目

電気自動車充電設備設置工事費

集落間防犯灯整備事業費（LED更新事業）

各区内防犯灯設置補助金

海野宿駐車場整備工事費

トイレ洋式化工事費（北御牧庁舎）

保育園解体整備工事費

田中保育園備品購入費

不燃残渣リサイクル処分委託料

北山市有林植栽事業費

松くい虫枯損木伐倒委託料

芝生維持管理業務委託料（3園）

生ごみリサイクル施設建設基本設計業務委託料

湯楽里館施設等修繕工事費(3ヶ所)

温泉複合施設(ゆうふるtanaka)施設等修繕工事費(4ヶ所)

芸術むら公園施設等修繕工事費(2ヶ所)

小規模土木事業（委託料・工事費・用地費・補償費）

滋野４４６号線道路整備事業

（社会資本整備総合交付金事業、委託料・工事費・用地費）

保全松林緊急保護整備事業（衛生伐）委託料

御堂地区荒廃農地復旧事業推進賃金

県営事業負担金

農地・水保全管理支払交付金事業負担金

湯の丸高原地蔵峠駐車場整備工事費

橋梁長寿命化事業

（社会資本整備総合交付金事業、委託料・工事費）

海野バイパス整備事業

（社会資本整備総合交付金事業、工事費・用地費・補償費）

県地区整備事業

（社会資本整備総合交付金事業、用地費・補償費）

道路ストック総点検事業

（社会資本整備総合交付金事業、委託料）

田中３０号線道路整備事業

（社会資本整備総合交付金事業、工事費）

公営住宅建設事業【日向が丘団地】（委託料・工事費・補償料）

公営住宅ストック総合改善事業（工事費）

生ごみリサイクル施設用地地質調査業務委託料

海野宿駐車場整備工事監理委託料

海野宿駐車場整備事業用地購入費

田中小学校校舎外壁打診検査料



款  名 金  額 所管課

項　　　　　目

教育費 7,522 教育課

教育費 8,644 教育課

教育費 2,430 教育課

教育費 16,200 教育課

教育費 4,960 教育課

教育費 2,000 教育課

教育費 16,000 教育課

教育費 100,000 教育課

教育費 1,545 教育課

教育費 132,840 教育課

教育費 35,640 教育課

教育費 6,588 教育課

教育費 4,700 生涯学習課

教育費 1,600 生涯学習課

教育費 1,280 生涯学習課

教育費 22,497 生涯学習課

教育費 8,878 生涯学習課

教育費 6,059 生涯学習課

教育費 1,210 生涯学習課

教育費 4,000 生涯学習課

教育費 3,888 生涯学習課

教育費 4,196 生涯学習課

教育費 1,080 生涯学習課

（単位:千円）

款  名 金  額 所管課

総務費 389 税務課

民生費 72 福祉課

民生費 2,351 福祉課

民生費 314 福祉課

民生費 40 福祉課

民生費 67,500 福祉課

文化会館トイレ修繕工事費

祢津公民館トイレ修繕工事費

小学校校内電話機器更新設置工事費

祢津小学校受電設備更新工事費

小学校非構造部材耐震補強工事費

中学校普通教室天井扇風機設置工事費

北御牧小学校給食配膳室増築工事費

北御牧小中学校給食配送車購入費

東部中学校非構造部材耐震補強工事費

公園施設長寿命化対策支援事業   第二体育館高圧受電施設修繕工事費

公園施設長寿命化対策支援事業   中央公園ローラー滑り台改修工事費

公園施設長寿命化対策支援事業   中央公園ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ改修工事費

公園施設長寿命化対策支援事業   中央公園芝生駐車場舗装工事費

公園施設長寿命化対策支援事業   中央グラウンドネットフェンス改修工事費

中央公園関連工事監理実施設計委託料

体育施設非構造部材耐震検査委託料

（第一体育館、ふれあい体育館、弓道場、屋内ゲートボール場）

北御牧体育館耐震診断業務委託料

スポーツ施設最適化計画業務委託料

（ソフト事業）

項　　　　　目

地籍図座標データ修正委託料

女性（婦人）相談員の設置費

第4期障がい福祉計画の策定

手話通訳者フォローアップ講座（再開）

臨時福祉給付金の交付

小学校普通教室天井扇風機設置工事費

補助犬飼育管理扶助費

小学校非構造部材耐震補強実施設計・工事監理委託料

中学校非構造部材耐震補強実施設計・工事監理委託料

田中小学校普通教室増築実施設計・工事監理委託料

田中小学校普通教室増設工事費



款  名 金  額 所管課

項　　　　　目

民生費 38,000 福祉課

衛生費 900 市民課

衛生費 3,000 健康保健課

農林水産業費 22,500 農林課

農林水産業費 1,426 農林課

農林水産業費 14,278 農林課

農林水産業費 3,632 農林課

商工費 6,000 商工観光課

商工費 80,000 商工観光課

土木費 35,846 建設課

土木費 3,400 建設課

土木費 5,000 建設課

土木費 1,500 建設課

土木費 1,800 建設課

土木費 16,663 建設課

教育費 4,143 教育課

教育費 4,059 教育課

教育費 338 教育課

教育費 26,525 教育課

地域支援

事業費

795 福祉課

地域支援

事業費

1,655 福祉課

地域支援

事業費

861 福祉課

（単位:千円）

款名 項　　　目

廃止・

縮小

H26

予算額

H25

予算額

差引額 所管課

総務費 市たばこ税増収対策交付金 縮小 248 310 △ 62 税務課

総務費 有線テレビ事業 縮小 50,773 51,110 △ 337 企画財政課

土木費 道路後退用地整備事業 縮小 10,000 21,500 △ 11,500 建設課

土木費 住宅リフォーム助成事業 廃止 0 18,000 △ 18,000 建設課

教育費 東御市民カレンダー 縮小 2,675 3,600 △ 925 生涯学習課

介護予防運動の拡大

平成26年度　縮小事業等一覧

内　　　容

市の健康づくり計画と目

的が相反するため段階

的に交付金を減額する。

指定管理者制度の導入

による経常経費の縮小

国の補助制度の廃止に

伴う事業規模の縮小

第6期介護保険事業計画の作成

地域包括ケア事業の推進

ごみステーション管理データ作成業務（台帳作成）

田中小学校不登校対応加配賃金等

東部中学校区連携教育市費加配講師賃金等

東部中学校区連携教育準備委員会賃金等

都市計画基礎調査（委託料）

子育て世帯臨時特例給付金の交付

青年就農給付金

小・中学校介助員、特別支援教育支援員賃金等

市営住宅使用料滞納対策（委託料）

新規就農者農地賃借料等補助金

起業支援型地域雇用創造事業委託料

有害鳥獣対策協議会負担金

都市計画図の更新及びデジタル化事業(委託料）

海野地区都市再生整備計画事後評価（委託料）

市道除雪委託料（業者）

商工会小規模経営改善指導事業補助金

温泉施設指定管理経費委託料

健康づくり事業業務委託料

【介護保険特別会計】

有料道路通行料金負担軽減事業負担金

緊急経済対策としての

目的が達成されたため

廃止

カレンダーの体裁・様

式を見直し、また半年

毎の発行から１年度分

の発行としたため


