
(単位:千円)

款名 事業名 事業内容 予算額

普通財産管理経費 柏尾地内土留工事 1,000

普通財産管理経費 新潟リハビリテーション大学グラウンド造成工事 4,000

山北支所庁舎建設事業 山北支所庁舎建設工事設計業務委託 13,000

交通安全対策一般経費 坂町駅前市営有料駐車場整備工事 500

交通安全対策施設管理経費 反射鏡新設・撤去工事 1,200

防犯対策経費 防犯灯新設工事 1,500

障害福祉費一般経費 知的障害者更生施設等建設費償還金負担金 3,286

地域生活支援経費 障害者向け住宅整備費補助金 1,575

福祉の森経費 福祉の森施設内建屋等解体・木橋改修工事 1,855

老人福祉費一般経費 特別養護老人ホーム等建設費償還金負担金 109,701

高齢者生活支援経費 高齢者向け住宅整備費補助金 1,125

地域介護・福祉空間整備事業経費 地域介護・福祉空間整備等事業補助金 2,619

介護基盤緊急整備等特別対策経費 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 80,850

老人福祉センターあかまつ荘経費 なぎさ配湯組合等負担金 639

老人ホーム運営経費 老人ホームやまゆり荘トイレ等設備改修工事 816

山辺里学童保育所建設事業経費 山辺里学童保育所建設工事 28,127

児童遊園施設経費 児童遊園地遊具整備事業補助金 200

統合保育園建設事業経費 荒川地区統合保育園測量設計等業務委託 2,500

保健衛生総務経費 新潟県医療施設等設備整備費補助金 21,000

個別浄化槽設置助成経費 合併処理浄化槽設置費補助金 6,020

火葬場運営経費 火葬炉等設備修繕工事 4,909

ごみ処理場運営経費 ごみ処理場定期点検工事 100,000

ごみ処理場運営経費 ごみ処理場電気計装設備更新工事 84,000

最終処分場運営経費 最終処分場一般重金属塔交換工事 3,500

新ごみ処理場建設事業経費 新ごみ処理場建設工事 139,000

し尿処理施設管理運営経費 し尿処理施設定期設備修繕工事 41,285

労働費 勤労者総合福祉センター運営経費 勤労者総合福祉センター下水道接続工事 3,969

農業振興経費 県農林水産業総合振興事業費補助金 41,344

村上茶振興対策経費 観光茶園整備業務委託 450

村上茶振興対策経費 茶畑拡大業務委託 450

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費



(単位:千円)

款名 事業名 事業内容 予算額

農地等経費 荒沢沼地内護岸工事 1,565

農地等経費 県営かん排事業負担金 40

農地等経費 荒川左岸地区県営かん排事業地元負担金補助金 41,595

農地等経費 荒川左岸地区県営ほ場整備事業地元負担金補助金 20,362

農地等経費 清水川地区団体営かん排事業地元負担金補助金 2,497

農地等経費 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 3,265

農地等経費 三面川左岸用水路改修事業負担金 21,111

農地等経費 集団牧草地復元事業負担金 5,062

農地等経費 神納郷北部地区湛水防除事業負担金 24,750

農地等経費 総合整備事業負担金 111,540

農地等経費 農業用河川工作物応急対策事業費負担金 10,001

農地等経費 岩沢耕作放棄地解消対策事業負担金 1,542

農地等経費 県営ほ場整備事業荒川第２・３地区促進費相当負担金 48,798

農地等経費 三面川沿岸土地改良区負担金 1,481

農地等経費 地域農業水利施設ストックマネージメント事業負担金 1,650

農地等経費 農業生産基盤整備事業補助金 1,270

農地等経費 県単農業農村整備事業補助金 6,710

農地等経費 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 5,050

農地等経費 大津地区用水路整備事業補助金 700

農村公園等経費 農村公園トイレ下水道接続工事 894

農村公園等経費 名割農村公園整備工事 2,230

市民農園（クラインガルテン)事業経費 市民農園（クラインガルテン）整備工事 30,030

交流の館「八幡」経費 交流の館「八幡」廊下サッシ取替工事 4,302

市行分収林事業経費 市行分収造林事業委託 20,353

間伐推進経費 間伐作業路開設事業補助金 9,491

村上市産材利用住宅等建築奨励経費 村上市産材利用住宅等建築奨励事業補助金 16,000

造林推進経費 再造林推進事業補助金 4,136

森林・林業・木材産業づくり事業経費 森林・林業・木材産業づくり事業補助金 54,333

治山事業経費 松沢地内山地防災対策工事 6,000

林道施設経費 林道補修工事 1,636

農林水産業費



(単位:千円)

款名 事業名 事業内容 予算額

水産業振興一般経費 荷さばき施設整備事業補助金 6,390

水産業振興一般経費 地域産物販売施設整備事業補助金 1,250

漁業資料館経費 種川浄化計画調査設計業務委託 3,000

ゆり花温泉施設経費 ゆり花温泉源泉地揚湯ポンプ取替工事 5,900

観光諸施設経費 観光諸施設整備工事 1,200

村上市民ふれあいセンター経費 村上市民ふれあいセンター設備修繕工事 7,450

土木総務管理経費 共同排水路整備補助金 100

道路対策事業経費 市道等維持補修工事 120,516

除雪対策経費 荒川除雪車車両格納庫修繕工事 2,583

市道整備事業経費 市道新設改良工事 60,595

歩道等整備事業経費 歩道等新設改良工事 28,751

幹線道路整備事業経費 瀬波1号線道路改良工事 70,030

幹線道路整備事業経費 桃川牧目線道路改良工事 123,640

幹線道路整備事業経費 長政坂町線道路改良工事 17,800

幹線道路整備事業経費 布部高南線道路改良工事 13,000

幹線道路整備事業経費 牛沢線歩道新設工事 36,010

幹線道路整備事業経費
高速アクセス道路等整備事業経費

高速道路アクセス道路整備工事 302,820

排水路維持経費 金平川フェンス改良工事 5,000

排水路新設改良経費 排水路改修工事 7,000

急傾斜地崩壊対策経費 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 2,000

河川整備促進経費 河川改修工事 27,700

河川整備促進経費 乙大日川改修事業負担金 28,010

都市計画総務一般経費 歴史的景観保全助成金 1,000

都市公園一般管理経費 上町町屋広場整備工事 10,020

住宅対策経費 公営住宅修繕等工事 10,663

耐震改修促進経費 木造住宅耐震診断補助金 1,900

耐震改修促進経費 木造住宅耐震改修補助金 1,500

常備消防防災施設整備経費 水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車等購入事業 81,081

消防庁舎管理経費 神林分署屋外排水及び汚水配管改修工事 1,000

非常備消防施設経費 非常備消防施設整備工事 28,916

消防費

農林水産業費

商工費

土木費



(単位:千円)

款名 事業名 事業内容 予算額

非常備消防施設経費 消防用車両等購入事業 40,716

防災行政無線管理経費 荒川地区個別受信機設置工事 300

小学校管理経費 平林小学校学校用地購入事業 300

小学校施設改修経費 小学校営繕工事 18,000

小学校施設改修経費 小学校耐震診断等業務委託 61,200

小学校施設改修経費 村上南小学校校舎耐震補強及び大規模改造工事 268,690

小学校施設改修経費 旧大栗田小学校校舎等解体工事 8,050

山辺里地区統合小学校建設事業経費 山辺里地区統合小学校建設工事 1,052,685

中学校施設改修経費 中学校営繕工事 5,000

中学校施設改修経費 岩船中学校校舎耐震補強工事設計業務委託 23,000

図書館ネットワーク等経費 移動図書館車購入事業 9,950

文化財保護経費 市文化財保存事業補助金 1,500

市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 村上城跡石垣修復等事業 40,000

市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 市内遺跡発掘調査等事業 17,900

教育情報センター経費 教育情報センター設備修繕工事 2,882

公民館施設管理経費 コミュニティ施設等下水道整備事業補助金 3,548

公民館施設管理経費 集落集会施設整備補助金 16,422

山北ふれあいセンター経費 雷ふれあいセンター体育館屋根瓦吹替工事 1,155

生涯学習センター整備事業経費 旧村上警察署庁舎跡地補修工事 2,000

生涯学習センター整備事業経費 生涯学習センター基本設計業務委託 4,000

郷土資料館三の丸記念館運営経費 郷土資料館電気高圧ケーブル交換工事 1,000

体育施設経費 体育施設整備工事 7,917

学校給食施設経費 学校給食施設整備工事 1,250

農地農業施設施設災害復旧費 1

林業施設災害復旧費 1

公共土木施設災害復旧費 1

普通財産土地取得経費 1

普通財産建物取得経費 1

合計 3,753,109

諸支出金

消防費

教育費

災害復旧費


