
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

朝日支所一般管理経費 バス停解体撤去工事 307

山北支所庁舎建設事業 山北支所新庁舎建設工事 71,000

交通安全対策一般経費 駐輪場解体撤去工事 336

交通安全対策施設管理経費 道路反射鏡整備工事 850

防犯対策経費 防犯灯整備工事 600

集会施設整備事業経費 集会施設整備事業補助金 14,492

地域コミュニティセンター施設管理経費 排水設備等改修工事設計委託料 866

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 2,927

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 93,726

生きがい活動支援経費 コミュニティデイホーム外観改修工事 2,887

高齢者生活支援経費 高齢者向け住宅整備費補助金 1,575

神林いこいの家経費 白蟻食害修繕工事設計委託料 1,000

老人ホーム運営経費 空調設備改修工事 980

保育園運営経費 保育園改修工事 5,145

学童保育経費 白蟻食害修繕工事 3,368

児童遊園施設経費 児童遊園地遊具整備事業補助金 180

統合保育園建設事業経費 (仮称）荒川統合保育園建設工事 187,400

排水路清掃等経費 汚泥沈殿施設工事 7,211

個別浄化槽設置助成経費 合併処理浄化槽設置費補助金 4,250

火葬場運営経費 火葬炉等設備修繕工事 1,827

ごみ処理場運営経費 定期点検工事 80,000

最終処分場運営経費 最終処分場設備修繕工事 2,625

新ごみ処理場建設事業経費 新ごみ処理場建設工事 1,150,252

し尿処理施設管理運営経費 し尿処理施設設備修繕工事 40,000

労働費 勤労者総合福祉センター運営経費 高圧気中開閉器取替工事 429

農業振興経費 県農林水産業総合振興事業費補助金 64,500

村上茶振興対策経費 観光茶園整備業務委託 450

農林水産業費
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款名 事業名 事業内容 予算額

農地等経費 県営かん排事業負担金 16

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 36,665

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 23,446

農地等経費 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,799

農地等経費 三面川左岸用水路改修事業負担金 15,000

農地等経費 集団牧草地復元事業負担金 4,707

農地等経費 神納郷北部地区湛水防除事業負担金 7,500

農地等経費 総合整備事業負担金 127,403

農地等経費 農業用河川工作物応急対策事業費負担金 767

農地等経費 地域農業水利施設ストックマネジメント事業負担金 2,619

農地等経費 清水川地区団体営かん排事業地元負担金 2,350

農地等経費 農業生産基盤整備事業負担金 1,142

農地等経費 ほ場整備事業等負担金 1,005

農地等経費 県単農業農村整備事業補助金 1,960

農地等経費 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 2,800

農地等経費 大津地区用水路整備事業補助金 1,300

農地等経費 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 2,540

農村公園等経費 下水道接続工事 7,329

交流の館「八幡」経費 多目的ホール屋根漏水修繕工事 2,558

林業振興一般経費 水銀灯建替工事 767

市行分収造林事業経費 市行分収造林事業委託料 10,677

間伐推進経費 森林作業道整備事業補助金 8,969

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 4,000

林業施設経費 林道補修工事 5,877

林道改良経費 林道改良工事 22,500

イヨボヤ会館経費 機器撤去工事 84

イヨボヤ会館経費 種川水質浄化工事設計委託料 2,000

漁港施設整備経費 桑川漁港整備工事 100,800

農林水産業費

（単位：千円）



款名 事業名 事業内容 予算額

ゆり花温泉施設経費 送湯管洗浄工事 861

観光諸施設経費 観光案内所整備工事 9,851

村上市営あらかわゴルフ場経費 給水ポンプ修繕工事 12,170

みどりの里経費 朝日まほろば温泉スケール除去工事 5,775

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 7,581

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 58,368

市道整備事業経費 市道新設改良工事 80,184

幹線道路整備事業経費 市道下新保1512号線道路改良工事 2,000

幹線道路整備事業経費 真佳木丸倉線道路改良工事 10,000

幹線道路整備事業経費 桃川牧目線道路改良工事 93,500

幹線道路整備事業経費 布部高南線道路改良工事 18,000

歩道等整備事業経費 歩道等新設改良工事 26,532

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 80,500

排水路維持経費 排水路修繕工事 4,215

排水路新設改良経費 排水路改修工事 53,700

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 12,000

河川整備促進経費 乙大日川改修事業負担金 60,000

都市計画総務一般経費 城山児童公園園内改修工事 700

都市計画総務一般経費 歴史的景観保全助成金 500

住宅対策経費 公営住宅修繕等工事 6,858

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 1,500

消防庁舎管理経費 消防庁舎改修工事 950

消防救急無線管理経費 消防救急無線デジタル化実施設計 33,107

非常備消防施設経費 消防用車両等購入事業 33,958

非常備消防施設経費 非常備消防施設整備工事 14,503

防災行政無線管理経費 無線設備撤去等工事 2,500

商工費

土木費

消防費

（単位：千円）



款名 事業名 事業内容 予算額

消防費 防災行政無線管理経費 エアコン設置工事 965

教員住宅経費 教員住宅解体工事 2,400

小学校施設改修経費 さんぽく北小学校屋体耐震補強実施設計 3,042

小学校施設改修経費 小学校営繕工事 28,568

中学校施設改修経費 中学校営繕工事 9,684

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 68,550

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 175,800

文化財保護経費 市文化財保存事業補助金 2,500

市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 史跡村上城跡整備工事 23,006

市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 史跡平林城跡整備工事 4,505

教育情報センター経費 視聴覚ホール舞台装置ワイヤー交換工事 1,315

総合文化会館経費 大ホール舞台機構設置マニラロープ交換工事 2,951

生涯学習センター整備事業経費 (仮称)生涯学習センター建設工事 360,264

郷土資料館三の丸記念館運営経費 郷土資料館改修工事 977

体育施設経費 旧山辺里小学校グラウンド整備工事 10,000

体育施設経費 荒川総合運動公園残土置き場整地工事 1,300

体育施設経費 荒川総合運動公園駐車場舗装改修工事 2,600

体育施設経費 長津体育館雨漏り修繕工事 872

学校給食施設経費 給食施設営繕工事 3,125

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 3,494,305

災害復旧費

諸支出金

教育費

（単位：千円）


