
款名 事業名 事業内容 予算額

普通財産管理経費 老朽化施設解体撤去工事 2,400

無線システム条件不利地域解消事業経費 共同受信施設改修（新設）補助金 8,395

山北支所庁舎建設事業 山北支所新庁舎建設工事 284,000

交通安全対策施設管理経費 道路反射鏡整備事業 1,245

防犯対策経費 防犯灯整備事業 1,515

集会施設整備事業経費 集会施設整備工事 3,228

集会施設整備事業経費 集会施設整備事業補助金 17,343

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 3,214

地域生活支援経費 障害者向け住宅整備費補助金 900

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 94,328

高齢者生活支援経費 高齢者向け住宅整備費補助金 2,250

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 64,800

児童遊園施設経費 児童遊園地遊具整備事業補助金 240

統合保育園建設事業経費 荒川地区統合保育園設計業務委託料 32,500

個別浄化槽設置助成経費 合併処理浄化槽設置費補助金 3,720

火葬場運営経費 火葬炉等設備修繕工事 10,500

ごみ処理場運営経費 定期点検工事 100,000

ごみ処理場運営経費 集塵装置交換工事 23,100

ごみ処理場運営経費 計量器交換工事 4,200

最終処分場運営経費 汚泥脱水機分解整備工事 2,573

し尿処理施設管理運営経費 し尿処理施設設備修繕工事 44,010

農業振興経費 県農林水産業総合振興事業費補助金（農業） 25,790

神林農産販売施設運営経費 加工所厨房内部塗替他工事 725

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

農地等経費 総合整備事業負担金 127,713

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 40,231

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 21,365

農地等経費 神納郷北部地区湛水防除事業負担金 10,000

６　一般会計投資事業一覧
（単位：千円）
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款名 事業名 事業内容 予算額

農地等経費 三面川左岸用水路改修事業負担金 7,900

農地等経費 集団牧草地復元事業負担金 5,062

農地等経費 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 4,640

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 県単農業農村整備事業補助金 2,530

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 農業用河川工作物応急対策事業費負担金 2,301

農地等経費 村上山辺里地区担い手育成基盤整備事業負担金 1,450

農地等経費 三面川沿岸土地改良区負担金 1,386

農地等経費 岩沢耕作放棄地解消対策事業負担金 1,250

農地等経費 農業生産基盤整備事業補助金 1,197

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 1,100

農地等経費 大津地区用水路整備事業補助金 930

農地等経費 県営かん排事業負担金 26

市行分収造林事業経費 市行分収造林事業委託 16,229

間伐推進経費 間伐作業路開設事業補助金 20,452

村上市産材利用住宅等建築奨励事業経費 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 3,846

林業施設経費 林道補修工事 900

林道改良経費 林道改良工事 4,300

水産業振興一般経費 県農林水産業総合振興事業費補助金（水産業） 7,500

水産業振興一般経費 地域産物販売施設整備事業補助金 1,239

水産業振興一般経費 荷さばき施設整備事業補助金 6,333

漁港管理一般経費 荒川漁港漁船係留所整備工事 7,000

漁港施設整備経費 桑川漁港整備工事 100,800

工業団地経費 屋根修繕工事 609

村上市営あらかわゴルフ場経費 エアコン交換工事 531

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 106,541

（単位：千円）
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款名 事業名 事業内容 予算額

市道整備事業経費 市道新設改良工事 61,157

幹線道路整備事業経費 桃川牧目線道路改良工事 96,020

幹線道路整備事業経費 長政坂町線道路改良工事 35,410

幹線道路整備事業経費 布部高南線道路改良工事 18,660

幹線道路整備事業経費 牛沢線歩道新設工事 26,010

幹線道路整備事業経費 真桂木丸倉線舗装工事 7,850

幹線道路整備事業経費 下新保１５１２号線道路改良工事 2,000

歩道等整備事業経費 歩道等新設改良工事 32,394

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 139,050

排水路維持経費 金平川排水路外修繕工事 5,000

排水路新設改良経費 排水路改修工事 27,714

急傾斜地崩壊対策経費 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 2,800

河川整備促進経費 河川改修工事 28,993

河川整備促進経費 乙大日川改修事業負担金 10,400

都市計画総務一般経費 歴史的景観保全助成金 800

住宅対策経費 公営住宅修繕等工事 16,500

耐震改修促進事業 木造住宅耐震診断補助金 1,900

耐震改修促進事業 木造住宅耐震改修補助金 2,250

消防庁舎管理経費 消防庁舎改修工事 5,004

消防救急無線管理経費 消防救急無線デジタル化事業 16,614

常備消防防災施設整備経費 高規格救急自動車・高度救命用資器材等購入事業 30,000

非常備消防施設経費 消防用車両等購入事業 36,162

非常備消防施設経費 非常備消防施設整備工事 18,402

防災対策費一般経費 山辺里小学校避難所看板設置工事 150

防災行政無線管理経費 山北・朝日地区旧無線設備撤去等工事 12,300

学校スクールバス等運行経費 スクールバス待合所設置工事 1,875

小学校施設改修経費 塩野町小学校大規模改造工事 192,800

小学校施設改修経費 岩船小学校体育館耐震補強工事 87,900

小学校施設改修経費 岩船小学校校舎耐震補強・大規模改造工事実施設計 22,100

（単位：千円）
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小学校施設改修経費 神納小学校体育館等耐震診断業務 23,300

小学校施設改修経費 小学校営繕工事 16,875

中学校施設改修経費 村上第一中学校耐震補強・大規模改造工事 217,100

中学校施設改修経費 岩船中学校耐震補強・大規模改造工事 104,700

中学校施設改修経費 中学校営繕工事 5,625

文化財保護経費 市文化財保存事業補助金 1,040

市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 史跡村上城跡整備事業 23,766

市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 史跡平林城跡整備事業 3,696

生涯学習センター整備事業経費 生涯学習センター建設工事 169,000

農地農業施設災害復旧費 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 2,762,421

諸支出金

災害復旧費

教育費

（単位：千円）


