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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    小千谷市予小千谷市予小千谷市予小千谷市予算案算案算案算案のののの概要概要概要概要    

 

 

 

 

 

【予算規模】【予算規模】【予算規模】【予算規模】 

 平成 24 年度の全会計の予算規模の総額は、 333311114444 億億億億 8,3038,3038,3038,303 万万万万 6666 千千千千円円円円

で、、、、対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比 1.31.31.31.3％％％％のののの減減減減です。 

 

会計区分別の予算規模 （単位：千円、％）

会計区分

一般会計 17,120,000 17,530,000 △ 410,000 △ 2.3

特別会計 8,186,490 7,901,932 284,558 3.6

企業会計 6,176,546 6,477,691 △ 301,145 △ 4.6

合　計 31,483,036 31,909,623 △ 426,587 △ 1.3

平成24年度 平成23年度 増 減 額 増 減 率

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算規模は、対前年度比 4 億 1,000 万円（2.3％）の減としましたが、

南小学校整備事業費の大半（約 4 億 5,000 万円）を平成 23 年度補正予算に

計上し、平成 24 年度に繰り越して実施するため、実質的には前年度とほぼ

同程度の予算規模となります。 

 歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算は、重点施策として、安心安全のまちづくりの推進（防災

情報伝達機器の整備など）、子育て支援施策の充実（子ども医療費助成対

象の拡充、土曜午後の保育の開始など）、産業の振興（農業と商工業にお

ける新規助成制度の創設など）に取り組み、第四次小千谷市総合計画後期

基本計画に掲げる目標の達成と市民ニーズへの的確な対応を柱として、各

種施策を着実に推進するための予算を計上しました。 

 歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算は、市税を対前年度比 1,654 万 1 千円（0.3％）の増、地方交

付税を対前年度比 4,000 万円（0.9％）の減と見込みました。また、事務事

業の執行に必要な財源を確保するため、財政調整基金からの繰入金 6 億円

を計上しています。 

一  般  会  計 
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一般会計 特別会計 企業会計
34,38634,38634,38634,386

32,02532,02532,02532,025 32,10032,10032,10032,100 31,70431,70431,70431,704 31,91031,91031,91031,910 31,48331,48331,48331,483

 

 特別会計のうち保険事業３会計は、保険給付費の増額などにより対前年度比

でいずれも予算額が増加し、工業団地事業特別会計は、団地内道路整備事業の

終了により予算額が減少しています。 

 全体では、対前年度比 2 億 8,455 万 8 千円（3.6％）の増となっています。 

特別会計は 3.6％の増 

 

 

 企業会計の４会計は、対前年度比でいずれも予算額が減少しています。 

 ガス事業と水道事業は建設改良費の減、工業用水道事業と下水道事業は企

業債元利償還費の減が主な減額要因で、全体では対前年度比 3 億 114 万 5 千

円（4.6％）の減となっています。 

 今後の需要予測と計画的な施設・設備の更新などにより、引き続き健全な

経営と施設の適切な運転管理に努めます。 

企業会計は 4.6％の減 
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【【【【一般会計予算の一般会計予算の一般会計予算の一般会計予算の概要】概要】概要】概要】    

１ 歳入予算 

（単位：千円、％）

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

市 税 4,993,467 29.2 4,976,926 28.4 16,541 0.3

地 方 譲 与 税 172,300 1.0 167,200 1.0 5,100 3.1

交 付 金 487,600 2.8 530,200 3.0 △ 42,600 △ 8.0

地 方 交 付 税 4,370,000 25.5 4,410,000 25.2 △ 40,000 △ 0.9

国 庫 支 出 金 1,536,514 9.0 1,576,962 9.0 △ 40,448 △ 2.6

県 支 出 金 1,017,423 5.9 1,102,887 6.3 △ 85,464 △ 7.7

繰 入 金 1,147,419 6.7 1,150,593 6.6 △ 3,174 △ 0.3

諸 収 入 1,112,646 6.5 1,241,611 7.1 △ 128,965 △ 10.4

市 債 1,335,900 7.8 1,321,100 7.5 14,800 1.1

そ の 他 946,731 5.5 1,052,521 6.0 △ 105,790 △ 10.1

合　　計 17,120,000 100.0 17,530,000 100.0 △ 410,000 △ 2.3

区　　分
平成24年度当初予算 平成23年度当初予算 比　　較

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円、％）

予 算 額 予 算 額 増 減 額 増減率

市 町 村 民 税 1,733,212 34.7 1,645,215 33.1 87,997 5.3

（個　人） 1,427,026 28.6 1,351,539 27.2 75,487 5.6

（法　人） 306,186 6.1 293,676 5.9 12,510 4.3

固 定 資 産 税 2,714,813 54.4 2,756,165 55.4 △ 41,352 △ 1.5

軽 自 動 車 税 85,225 1.7 83,876 1.7 1,349 1.6

市町村たばこ税 191,646 3.8 207,719 4.2 △ 16,073 △ 7.7

鉱 産 税 81,564 1.6 82,290 1.7 △ 726 △ 0.9

入 湯 税 1 0.0 1 0.0 0 0.0

都 市 計 画 税 187,006 3.7 201,660 4.1 △ 14,654 △ 7.3

合　　計 4,993,467 100.0 4,976,926 100.0 16,541 0.3

構成比 構成比
区　　分

平成24年度当初予算 平成23年度当初予算 比　　較

 

 

 市町村民税は、税制改正などにより対前年度比で増収を見込みましたが、

法人の税割の予算額（2 億円）は、平成 19 年度決算額の半額に満たない状況

が続いています。 

 固定資産税は、 土地と家屋の評価 替えによる減収を 見込み、対前年度比

4,135 万 2 千円（1.5％）の減としています。 

 そのほか、市町村たばこ税や都市計画税などでも減収を見込み、市税全体

では対前年度比 1,654 万 1 千円（0.3％）の増となっています。 

市 税 
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 国庫負担金は、子どものための手当の制度改正などにより、民生費関係で対

前年度比約 1 億 1,500 万円の減とし、全体では対前年度比約 1 億 1,700 万円の

減となっています。 

 国庫補助金は、し尿処理施設の基幹的設備改良事業（平成 25 年度までの 2

か年事業）の開始により、衛生費関係で対前年度比約 6,500 万円の増を見込み、

全体では対前年度比約 7,700 万円の増としています。 

国庫支出金 

 

 

 財政調整基金繰入金は、対前年度比

2 億 5,000 万円減の 6 億円を計上して

います。 

 特定目的基金からの繰入金は、対前

年度比約 2 億 4,700 万円増の約 5 億

4,700 万円で、防災情報伝達機器整備

事 業 の 財 源 と し て 災 害 対 策 基 金 繰 入

金を約 1 億 4,600 万円、南小学校整備

事 業 の 財 源 と し て 市 立 小 学 校 建 設 基

金繰入金を 5,000 万円計上しました。 

基金繰入金 

  

 投 資 的 経 費 の 財 源 と な る

市債は、後年度の元利償還金

に 対 し て 交 付 税 措 置 が あ る

ものを中心として、対前年度

比 1 億 3,380 万円増の 5 億

8,940 万円を計上しました。 

 また、臨時財政対策債は、

対前年度比 1 億 800 万円減の

7 億 4,300 万円を計上してい

ます。 

市 債 

 

 

 県負担金は、認定子ども園の建設費助成などにより、民生費関係で対前年度

比約 6,300 万円の増を見込んだほか、土木費関係でも増額を見込み、全体では

対前年度比約 7,100 万円の増となっています。 

 県補助金は、小規模特別養護老人ホーム建設費助成の終了などにより、民生

費関係で対前年度比約 9,600 万円の減としたほか、労働費関係などでも減額を

見込み、全体では対前年度比約 1 億 5,900 万円の減となっています。 

県支出金 
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２ 歳出予算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円、％）

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

議 会 費 149,909 0.9 199,101 1.1 △ 49,192 △ 24.7

総 務 費 1,941,690 11.3 1,928,363 11.0 13,327 0.7

民 生 費 4,672,532 27.3 4,663,044 26.6 9,488 0.2

衛 生 費 1,486,777 8.7 1,365,082 7.8 121,695 8.9

労 働 費 46,967 0.3 49,341 0.3 △ 2,374 △ 4.8

農 林 水 産 業 費 662,870 3.9 672,306 3.8 △ 9,436 △ 1.4

商 工 費 1,228,527 7.2 1,420,642 8.1 △ 192,115 △ 13.5

土 木 費 2,567,116 15.0 2,609,221 14.9 △ 42,105 △ 1.6

消 防 費 989,926 5.8 982,049 5.6 7,877 0.8

教 育 費 1,625,289 9.5 1,595,478 9.1 29,811 1.9

災 害 復 旧 費 78,992 0.5 78,145 0.4 847 1.1

公 債 費 1,652,360 9.7 1,870,728 10.7 △ 218,368 △ 11.7

諸 支 出 金 7,045 0.0 86,500 0.5 △ 79,455 △ 91.9

予 備 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

17,120,000 100.0 17,530,000 100.0 △ 410,000 △ 2.3合　　計

平成24年度当初予算 平成23年度当初予算 比　　較
区　　分

 

 

 

 

 第四次小千谷市総合計画に掲げる都市像『『『『創造創造創造創造、、、、伝統伝統伝統伝統、、、、自然自然自然自然がががが織織織織りりりり

なすなすなすなす    誇誇誇誇りあるまちりあるまちりあるまちりあるまち    おぢやおぢやおぢやおぢや』』』』の実現と同計画の後期基本計画におけ

る目標の達成に向け、前年度に引き続き次の事項を重点施策と位置付け、予

算を編成しました。 

 

    (1) (1) (1) (1) 安心安全安心安全安心安全安心安全のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり                (2) (2) (2) (2) 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援・・・・教育教育教育教育のののの充実充実充実充実    

    (3) (3) (3) (3) 高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり応援応援応援応援    (4) (4) (4) (4) 農業農業農業農業・・・・商業商業商業商業・・・・工業工業工業工業のののの振興振興振興振興    

    

重点施策 
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 総務総務総務総務費費費費のののの増額要因増額要因増額要因増額要因は、議場などで使用する録音設備改修費の皆増

（1,000 万円の増）などです。 

 衛生費衛生費衛生費衛生費のののの増額要因増額要因増額要因増額要因は、し尿処理施設の基幹設備改良工事費の皆増（1

億 6,000 万円の増）などです。 

 教育教育教育教育費費費費のののの増額要因増額要因増額要因増額要因は、南小学校外構整備事業費の皆増（約 6,700 万

円の増）などです。 

 民生費民生費民生費民生費は、子どものための手当の減（対前年度比約 1 億 6,800 万円の

減）、小規模特別養護老人ホーム整備費補助金の皆減（同約 1 億 2,500

万円の減）などの減額要因がありますが、障害者介護給付費の増（同約

1 億 5,600 万円の増）、私立認定子ども園建設費補助金の皆増（同約 8,400

万円の増）、土曜（午後）保育の開始などによる保育所経費の増（同約

3,000 万円）などにより、全体では対前年度比 0.2％の増となっています。 

 消防費消防費消防費消防費は、防災公園用地購入費の減（同約 2 億 4,400 万円の減）など

の減額要因がありますが、防災情報伝達機器整備費の増（同約 1 億 2,200

万円の増）のほか、各種防災対策・救急関係事業費の増と防災体制強化

のための職員人件費の増などにより、全体では対前年度比 0.8％の増と

なっています。 

 

 議会費は議員共済費の減（同約 2,900 万円の減）など、労働費は緊急

雇用対策事業費の減（同約 200 万円の減）など、農林水産業費は新潟米

ブランド力強化推進事業補助金の皆減（同約 3,500 万円の減）など、商

工費は中小企業融資資金預託金の減（同約 1 億円の減）と企業立地促進

事業補助金の皆減（同約 5,900 万円の減）など、土木費は信濃川右岸河

川公園整備費の皆減（同約 4,400 万円の減）など、諸支出金は中越大震

災メモリアル拠点施設整備費の皆減（同 8,300 万円の減）などにより、

それぞれ減額となっています。 

主な増減要因 

 



（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

①議会費①議会費①議会費①議会費

1-1-1 市議会本会議映像配信事業 1,008
市議会本会議を多くの人が視聴できるように、生中継及び録画
映像（会議録公開までの期間）をインターネット配信する

②総務費②総務費②総務費②総務費

2-1-1 消費者行政活性化事業 640
消費生活相談員の実務能力の向上を図るための研修と、トラブ
ルの未然防止や解決方法等に関する啓発を行う

2-1-1 新規 議場他録音設備改修事業 10,000 庁舎の議場及び大会議室の録音設備の改修を行う

2-1-2 市政だより等ＦＭ放送事業 2,300 ＦＭラジオ番組により市政だより等の行政情報を放送する

2-1-3 文化施設建設基金積立 30,160 文化施設建設基金を積増しする

2-1-5 非核平和推進事業 831 非核平和都市宣言20周年を記念し、講演会等を開催する

2-1-5 新規 ＳＬ運行記念事業 1,100
ＪＲ東日本との共生策の一環としての長岡～十日町間のＳＬの
運行に際し、停車駅周辺などで記念事業を実施する

2-1-5 地域情報番組放送事業 18,000
ＦＭラジオ番組により特色ある地域情報を発信する（緊急雇用
対策事業）

2-1-5 ＮＰ０法人設立活動費補助 1,000 ＮＰ０法人設立のための経費に対し補助する

③民生費③民生費③民生費③民生費

3-1-2
障がい者日中活動事業所開
設支援

3,000
障がい者に日中活動の場を提供する事業所に対して開設費
用を支援する

3-1-2
障がい者介護給付費等給付
事業

519,859
障がい者が介護や訓練などのサービスを利用するための費用
について、その一部を給付する

3-1-2 障がい者地域生活支援事業 27,789
日中一時支援や日常生活用具の給付、特別支援学校通学費
の補助などにより、障がい者の日常生活を支援する

3-1-2 補装具費給付事業 6,650
障がい者の身体機能を補うための補装具の購入または修理に
係る費用の一部を給付する

3-1-2
自立支援医療費給付事業
（更生医療）

23,192
身体障がい者が、指定医療機関で受ける更生医療に係る費用
について、その一部を給付する

3-1-3
小規模特別養護老人ホーム
施設開設準備経費補助

14,500
小規模特別養護老人ホーム（定員29人）開設に向け準備経費
の一部を補助する

3-1-3 敬老事業 14,070 町内会等が行う敬老会の開催経費を補助する

3-1-3
シルバー人材センター支援
事業

11,416
高齢者の就労支援と社会参加活動の促進のため、シルバー人
材センターの運営費を補助する

3-1-3 老人クラブ支援事業 7,538
各地域の老人クラブと老人クラブ連合会の活動費及び運営費
を補助する

平成２４年度主要事業平成２４年度主要事業平成２４年度主要事業平成２４年度主要事業
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

3-1-3 生きがい活動支援通所事業 18,380
高齢者の介護予防と社会参加活動を促進するため、デイホー
ムを運営する

3-1-3
在宅寝たきり老人介護手当支
給

32,477
要介護3以上の認定を受けた高齢者を在宅で介護している方
に 月額8,000円の手当を支給し支援する

3-1-3 在宅生活支援事業 18,690
高齢者の在宅での生活を支援するため、各種の介護保険外
サービスを実施する

3-1-3
介護予防サービス・支援計画
作成

16,153
要支援の認定を受けた高齢者に対する介護予防ケアプランを
作成する

3-1-3 新規
養護老人ホーム空調設備更
新

59,000 養護老人ホームの空調設備（GHP）を更新する

3-2-1
子育て支援

新規
認定子ども園施設建設費補
助

83,740 私立認定子ども園の施設建設費を補助する

3-2-1 子育て支援 未満児保育促進事業補助 5,400
市内幼稚園における3歳未満児の受入れに伴う人件費を補助
する（保育士1人につき75,000円／月）

3-2-1 子育て支援 児童扶養手当支給 119,274
児童扶養手当法により、母子及び父子家庭の生活の安定と自
立を支援するための手当を支給する

3-2-1 子育て支援 幼稚園振興事業 50,243

園児の保護者及び幼稚園の運営を支援するため、就園奨励
費補助金、通園費補助金、特別支援教育費補助金、幼稚園振
興補助金を交付する。就園奨励費補助金は、国の基準額に１
人年24,000円を加算して支給する

3-2-2
子育て支援

新規 土曜保育事業 1,814 南保育園において新たに土曜（午後）保育を実施する

3-2-2 子育て支援 保育所運営費補助 60,760 私立認定子ども園（保育園機能）の運営費の一部を補助する

3-2-2
子育て支援

拡充 特別保育事業補助 9,886
私立認定子ども園（保育園機能）の特別保育（延長・未満児・
障がい児）事業の一部を補助する

3-2-5 子育て支援 子どものための手当支給 649,135 子どもの健全な育成等のため、子どものための手当を支給する

3-2-6 子育て支援

子育て支援センター事業
　・ファミリーサポートセンター
　・病後児保育サポート
　・保育サポーター派遣
　・センター管理運営経費

33,652

①ファミリー・サポート・センター事業での病後児預りを継続す
る。提供会員養成講座を（年2回）実施する
②市主催（共催）の講演会の開催、各種講座における保育
ルームの設置、保育サポーターの派遣等を実施する

3-3-1 就労支援員配置事業 2,201
生活保護受給者の就職活動を支援するため、就労支援専門
員を配置する

④衛生費④衛生費④衛生費④衛生費

4-1-1 休日救急診療支援事業 4,080
毎週日曜日に、休日救急診療を実施する市内の病院に対し、
経費の一部を補助する

4-1-1 健康福祉まつり開催 1,500
実行委員会を組織し、保健・福祉・医療団体の協賛を得て健康
や福祉をテーマに健康福祉まつりを開催する

4-1-2 拡充 健康診査事業 12,327

健康診査（対象は16歳以上40歳未満）、血糖検査（対象は16
歳以上70歳未満）、肝炎ウイルス検診（対象は40歳以上5歳お
きに無料化）、骨粗鬆症検診（対象は40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳の女性）など、検診事業等を実施する
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

4-1-2 拡充 がん検診事業 51,777

肺がん、胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がんの各検診を実施
する（子宮がん・乳がん検診は5歳きざみの無料化を継続する
ほか、胃がんは40歳のみ、大腸がんは40、45、50、55、60歳を
無料化）

4-1-3 感染症予防事業 117,473
日本脳炎、麻しん風しん、インフルエンザなどのほか、子宮頸
がん予防（中学1年～高校1年を対象）、ヒブ、小児用肺炎球菌
ワクチンの予防接種及び胸部レントゲン検査を実施する

4-1-4 子育て支援
拡充

母子保健事業
　・ベビーファースト運動事業
　・妊婦一般健康診査助成
　・県外妊婦一般健康診査助
　　成
　・不妊治療費助成

44,008

①妊婦や乳児連れの保護者を対象に子育てを支援する運動と
して、優先駐車場確保（マタニティマークの設置）に対する補助
やキーホルダー等の配布を行う
②妊婦の健康管理のため、一般健診の公費負担の受診券を
14回分交付する
③県外での妊婦一般健康診査受診者に受診費用を助成する
④特定不妊治療に係る費用の一部を助成する
⑤うぶごえ教室で、新たに歯科教育を実施する

4-1-4
子育て支援

拡充 子ども医療費助成事業 79,223
子どもの医療費を入院、通院とも小学校卒業まで助成するとと
もに、９月以降は３人以上の子どもの居る世帯については中学
生も対象として実施する。

4-1-6 ごみ適正処理推進事業 2,823
ごみの適正な分別や不法投棄防止等の環境美化活動を指導
し、地域の環境美化を推進する（緊急雇用対策事業）

4-1-6 生ごみ処理機器購入費補助 1,500
ごみ減量と資源のリサイクルを推進するため、家庭用生ごみ処
理機器購入費を補助する

4-1-6 資源物集団回収奨励事業 7,400
古紙類、金属類等の再資源化とごみの減量化を推進するた
め、登録団体と回収業者に奨励金を交付する

4-1-8 合併処理浄化槽設置補助 10,050
下水道、農業集落排水の区域外における生活環境の向上及
び公共用水域の汚濁防止のための合併処理浄化槽設置に対
し補助する

4-2-2 可燃ごみ処理事業 148,720 可燃ごみの処理

4-2-2 可燃ごみ処理施設修繕工事 53,000
施設延命化計画に基づきサンクリーン時水の可燃ごみ処理施
設の設備機器の修繕工事を行う

4-2-2 不燃ごみ処理事業 203,347 不燃ごみの処理

4-2-2 不燃ごみ処理施設修繕工事 62,500
施設延命化計画に基づきクリーンスポット大原の不燃ごみ処理
施設の設備機器の修繕工事を行う

4-2-3 し尿処理事業 62,417 し尿の処理

4-2-3 し尿処理施設設備改良工事 167,200
施設延命化計画に基づき衛生センター清流園のし尿処理施
設の大規模改修工事をH24年度から２ヵ年継続（総事業費
391,400千円）で行う

地域医療の高度化や安定的な医療提供を図るため、小千谷総
合病院と魚沼病院の統合再編整備に向けた支援と調整を行う

⑤労働費⑤労働費⑤労働費⑤労働費

5-2-1 就職支援推進員配置事業 3,042

専門のアドバイザーを配置し、新規高卒者及び大卒者等の就
職活動を支援し、併せてＵターン就職セミナーの開催などの情
報提供や大学生等のインターンシップを推進する（緊急雇用対
策事業）

病院統合再編整備の推進
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

5-2-1 キャリア教育推進事業 950

①小学生を対象に、自然な形で世界経済や社会の仕組みを
学べるトレーディング授業を実施する
②中学生を対象に、勤労観、職業観の育成や地元産業の魅力
を知ってもらうために、企業見学を実施する
③大学生、高校生の地元企業への就職を促進するため、イン
ターンシップを推進するとともに、受入企業を支援する

5-2-1 雇用促進
ふるさと雇用再生特別基金事
業

17,400
雇用創出事業として、地域内にニーズがあり、今後の地域の発
展及び継続雇用が期待される平成23年度新潟県が承認した6
事業を継続実施するもの（緊急雇用対策事業）

5-2-1 Ｕターン就職推進事業 550
市外在住の学生やその保護者を対象に、地元企業のＰＲ活動
を行うことにより、Ｕターン就職を支援するとともに優秀な人材
の確保を図る

5-2-1
技能者養

成 テクノ小千谷名匠塾支援事業 2,814
鉄工電子協同組合が、人材育成及び技術の伝承により、地場
産業の活性化を図ることを目的として実施するテクノ小千谷名
匠塾を支援する

⑥農林水産業費⑥農林水産業費⑥農林水産業費⑥農林水産業費

6-1-3 埋設農薬適正処理事業 70,000
過去に埋設処理された残留性有機塩素系農薬を適正に処理
することで、安全・安心な生活環境の確保を図る

6-1-3
環境保全型農業直接支払対
策事業補助

8,000

農業者等が水稲の栽培で、化学肥料及び化学合成農薬を原
則5割以上低減した上で、地球温暖化対策や生物多様性保全
に効果の高い営農活動に取組む場合、取組面積に応じ国・
県・市が支援する

6-1-3
農業者戸別所得補償制度推
進事業補助

5,400
集落営農の法人化支援及び現場における事業推進や申請受
付・作付面積確認等に対する経費を支援する

6-1-3 新規
稲作経営体等園芸導入対策
事業補助

3,000
園芸拡大を行う稲作主体の法人等に対して、必要な園芸の苗
代や資材費等の経費を支援する

6-1-3 中山間地域等直接支払事業 42,500
中山間地域等直接支払制度（第3期）協定集落を対象に、農地
の保全などの共同で行う農業生産活動等に対して支援する

6-1-3
養鯉池保全活動支援モデル
事業

393
中山間地域等直接支払制度（第3期）協定集落を対象に、養鯉
業を営む者が耕作放棄地の防止や養鯉業振興を目的とした養
鯉池の保全活動等に対して支援する

6-1-3
交流定住

促進 農村都市共生推進事業 17,256

①農家民泊などによる都市との教育体験型交流や市内小学生
を対象とした農業生活体験活動を行うことによりグリーン・ツーリ
ズムを推進する
②農村地域の活性化のため、首都圏において田舎暮らしを応
援するセミナー、相談会を開催する
③都市部における小千谷市の農産物等のPR活動や農産物に
よる特産品の開発を支援する

6-1-3
交流定住

促進
おぢやクラインガルテンふれ
あいの里管理事業

18,353
ふれあいの里及び山本山山頂休憩所の管理、ラウベ利用者と
の共同作業による花木植栽等の環境整備事業を行う

6-1-3
拡充

産業振興
アグリビジネス活性化推進事
業

3,450
新たにアグリビジネスコーディネーターを配置し、農家の６次産
業化や商工業との連携を推進することにより新たな商品開発・
販路拡大を目指す

6-1-3 新規 農地集積協力事業補助金 7,700
人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の作成により、農地
の利用集積に協力する農地の貸し手に対して支援する

6-1-4
水田活用自給力向上事業奨
励補助

12,000
米の生産調整や水田に地域特産物のそば、大豆等の集団栽
培及び受託組織等の育成及び銘柄米（こしいぶき）の生産へ
の取組などに対して支援する
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

6-1-5 田んぼダム整備事業 6,800
茶郷川上流域の水田において、堰板等の設置と畦畔の補強を
行うことにより、水田の貯水機能を活用し、茶郷川の環境保全と
下流域の洪水防止対策を図る

6-1-5 農業基盤整備推進事業 56,790
県営事業により整備するほ場整備事業（川井地区）、かんがい
排水事業（小粟田原地区）、及び国営信濃川左岸二期農業水
利事業に対する負担金

6-1-5
農地・水保全管理支払交付
金事業補助

9,706
農村環境の向上を図るため、地域ぐるみで農地・農業用水等
の保全管理活動や農業用施設の長寿命化に取組む活動に対
し補助する

6-1-5 新規
農業体質強化基盤整備促進
事業

1,060
越路原土地改良区、池ケ原土地改良区が行う老朽化した農業
用水路改修等に対して支援する

6-1-6 山本山景観形成事業 1,000
山本山に緑肥作物や菜の花を植栽し、市民の憩いの場として
の景観形成と当市への流入人口の増加を図る

6-3-1 拡充 錦鯉魚病検査対策事業 2,500
錦鯉漁業協同組合員が行う輸出及び国内市場へ流通する錦
鯉のコイヘルペスウィルス等の検査に要する費用の補助を行う

6-3-1 全国若鯉品評会開催補助 1,000 本市で開催される全国若鯉品評会の運営費を支援する

⑦商工費⑦商工費⑦商工費⑦商工費

7-1-1 バス路線運行費等補助事業 22,642

過疎地域路線バス運行補助金     2路線
廃止路線代替バス運行補助金     1路線
バス運行対策費補助金           4路線
市内シャトルバス運行補助金     1路線
乗合タクシー運行補助金　　 　　2路線

7-1-2 産業振興 中心市街地活性化事業 2,000
国の事業認定を受けた東大通商店街振興組合が取組む商業
活性化事業を支援し、市街地の活性化を図る

7-1-2 産業振興
中小企業販路拡大・販売促
進事業

4,000

支援員を配置し、地域の中小企業に対して国県、にいがた産
業創造機構（NICO）などの有益な情報提供や相談・指導など
を行うことにより、販路拡大・販売促進を図る（緊急雇用対策事
業）

7-1-2 産業振興
ふるさと特産品販路拡大・販
売促進事業

5,500
本市の特産品等のインターネット販売やアンテナショップ、各
種イベントを通して販路拡大、販売促進を図る（緊急雇用対策
事業）

7-1-2 産業振興 産学官連携推進員配置事業 2,700
専門のアドバイザーを配置し大学等と連携を図り、企業、大学・
研究開発機関及び行政との相互の情報交換を促進することに
より、地域企業の発展を支援する（緊急雇用対策事業）

7-1-2 産業振興
ものづくり研究・開発支援事
業

2,000
にいがた産業創造機構（NICO）の「わざづくり助成事業」、「高
付加価値化サポート助成事業」の採択を受けて実施する事業
に対し、事業者負担の一部を補助する

7-1-2 産業振興 ものづくり共同開発支援事業 5,000
主として製造業を営む事業者が共同事業体を組織し、新製品
開発、新技術開発等に取組む費用の一部を補助する

7-1-2 産業振興
展示会・見本市出展支援事
業

2,500
国内外で開催される展示会・見本市に出展する事業所又は事
業協同組合に対し、出展費用の一部を補助し、販路拡大を図
る

7-1-2
新規

産業振興 商店街連携促進事業 1,100
商店街の賑わいと活性化を図るため、商店街を会場として商店
街振興組合と他団体が共同して実施するイベントに対して支援
する
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

7-1-2
新規

産業振興
小千谷産品電子販売促進事
業

3,300
おぢやファンクラブＨＰを中核としたインターネット上の電子商
店街の構築を支援し、小千谷産品のネット販売を拡充促進す
るほか、参加する個店ホームページの相談会等を開催する

7-1-2
新規

産業振興 商工業開業支援事業 1,182

市内での製造業及び情報サービス業等の開業を支援するた
め、新潟県中小企業創業支援資金融資制度による借り入れ
をする際に、信用保証協会の保証料（全額）及び利子の一
部を助成する

7-1-3 地域観光資源活用事業 630
小千谷商工会議所が主催となり関係団体と実施する「おぢやこ
いこい博」の事業を支援し、市外からの誘客促進による地域活
性化を図る

7-1-3 観光推進員配置事業 5,500
観光案内所等へ専門員を配置し、観光情報の発信及び観光
相談を行うことにより、観光誘客の推進を図る（緊急雇用対策
事業）

7-1-3 小千谷縮着付体験促進事業 5,800
小千谷縮の着付体験利用者の受入態勢を整備し、利用者拡
大を図ることにより、旅行会社による商品化などの連携による誘
客促進を図る（緊急雇用対策事業）

7-1-3

湯どころちぢみの里シルバー
いこいの湯
（毎週火曜日を予定）

      ―
高齢者の健康増進等を目的に、65歳以上の方を対象に毎週
火曜日にちぢみの里入館料を500円に割引きする

7-1-4 産業振興 工場設置奨励金 5,921
工場の新設、増設、移転に伴い取得した固定資産（土地、建物
及び償却資産)に対して、固定資産税相当額の奨励金を交付
する

⑧土木費⑧土木費⑧土木費⑧土木費

8-1-2 克雪住宅普及事業 57,500 住宅の克雪化に対し、補助と貸付を行う

8-2-3 橋りょう長寿命化推進事業 40,000 橋りょう長寿命化を図るため、年次計画により修繕工事等を行う

8-2-3 片貝環状線整備事業 152,400
片貝地区の主要道路となる片貝環状線を整備する
（用地購入、物件補償）

8-2-3 池中新田市ノ沢線整備事業 45,600
池ケ原～市之沢を結ぶ幹線市道池中新田市之沢線の改良整
備を進める（工事）

8-2-3 洪水対策事業 15,000
溢水のおそれのある元町千谷線等の側溝改良を行い洪水対
策を進める

8-2-3 市街地排水対策推進事業 6,000
東小千谷地区及び西小千谷地区の洪水対策を推進するため
調査検討等を行う

8-2-3 旭町木津線道路改良事業 25,000 旭町木津線のＪＲ山寺踏切改良工事の負担金

8-2-3 市道新設改良事業 135,000
生活関連道路の改良及び市街地の洪水対策の調査等を行
い、安心安全のまちづくりを推進する（測量業務、工事、用地購
入、物件補償）

8-2-4 除雪対策事業 329,765
通勤・通学道路等市民生活に密着した道路の冬期間の交通確
保を図る

8-2-4 ロータリ除雪車の更新 27,000 ロータリ除雪車を更新し、除雪体制の増強する

8-2-4 融雪施設整備補助 33,000
消雪パイプの電気料及び消雪用井戸の新設・掘り替え等に係
る費用に対して補助する
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

8-2-4 雪崩予防柵設置 8,000 真人地内市道の雪崩危険箇所に雪崩予防柵を整備する

8-2-4 融雪施設新設改良事業 61,200
千谷工業団地内市道等の消雪パイプの新設及び流雪溝の新
設改良工事を行う（補助及び単独事業）

8-2-4 消雪パイプリフレッシュ事業 97,000 消雪パイプの布設替等により、機能の回復を図る

8-3-1 河川整備事業 27,000
普通河川及び準用河川の改修工事を行う（測量業務、工事、
用地購入、物件補償）

8-6-1
防災まちづ
くり

一般木造住宅耐震診断及び
耐震化事業補助

6,750
木造住宅の耐震診断の推進を行い、耐震化（設計、施工）に要
する費用の一部を補助し、一般住宅の耐震化率の向上を図る

8-6-1
防災まちづ
くり

一般木造住宅部分補強・地
震保険等加入費補助

2,150
高齢者等の世帯に対し木造住宅の部分的な耐震化と地震保
険等への加入に要する費用の一部を補助し、安全の確保等を
図る

8-6-1 定住促進
就業者定住促進住宅家賃補
助

40,800 55歳以下のＵ・Ｊ・Ｉターン就職・就農者に対する家賃補助を行う

8-6-1
定住促進
経済対策 住宅取得補助 43,000

定住促進と地域経済の活性化を目的として、住宅の新築・購入
に対して補助する

8-6-1 経済対策 住宅リフォーム補助 30,000
地域経済の活性化を目的として、住宅のリフォームに対して補
助する

8-6-2 公営住宅施設整備事業 75,800
信濃川住宅、栄町団地、浦ノ山ブロック住宅、木津団地、天王
木造住宅、宮之下団地の施設整備工事及び木津団地の一部
取り壊しを行う

新潟県長岡地域振興局と連携しながら、事業の早期完成を目
指す

新潟県長岡地域振興局と連携しながら、事業の早期着手を目
指す

期成同盟会など地域と連携を図り、新潟県長岡地域振興局等
との意見交換を行い、事業化に向けた検討を行う

⑨消防費⑨消防費⑨消防費⑨消防費

9-1-1
　　新規
防災まちづ
くり

消防救急デジタル無線整備
事業

11,000
電波の有効利用と個人情報保護等のため、デジタル方式への
移行が義務付けられた消防救急無線整備のための実施設計
を行う

9-1-1
　　新規
防災まちづ
くり

位置情報通知システム整備
事業

23,000
119番通報の受信体制の迅速化を図るため、固定電話からの
発信先情報に加え、携帯電話等からの発信地情報が特定でき
るよう新たな位置情報システムを整備する

9-1-1
　　新規
防災まちづ
くり

特殊消防ポンプ自動車更新 35,000
災害対応の強化を図るため、最新の消防装備圧縮空気泡消
化装置(CAFS）を搭載した消防ポンプ自動車に更新する

9-1-3
防災まちづ
くり 消防施設整備事業 13,300

地域防災力強化のため、耐震性貯水槽を新たに1基整備する
とともに、迅速な消火活動を図るために、消防団の小型動力ポ
ンプ付積載車（1台）を更新する

9-1-5
　　拡充
防災まちづ
くり

地域防災計画原子力災害対
策編策定

8,000
地域防災力の強化と市民の安全安心な暮らしのため、地域防
災計画の原子力災害対策編を策定する

9-1-5
防災まちづ
くり 防災公園整備事業 39,690

防災公園用地として旧北陸農業試験場隣接用地（4,410㎡）を
購入する

国道117号千谷バイパス道路改築事業推進

一級河川茶郷川改修事業推進

一級河川表沢川改修事業推進
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

9-1-5
　　拡充
防災まちづ
くり

防災情報伝達手段整備事業 150,471
全戸等へ緊急告知ラジオを無償配置し、ＦＭ放送を利用した
緊急割込放送システムにより、市民に防災情報を迅速に伝達
する

9-1-5
　　拡充
防災まちづ
くり

ハザードマップ作成事業 2,285

信濃川想定浸水区域の情報に加え、新たに新潟県管理河川5
河川の想定浸水区域の洪水情報及び土砂災害危険箇所情報
（H23年度県告示分）を取り込むことによりハザードマップの充
実を図る

9-1-5
防災まちづ
くり 総合防災訓練 2,500

市民の防災意識の高揚のため地域防災計画に基づく総合的
な防災訓練を小千谷小学校を主会場として実施する

9-1-5
　　拡充
防災まちづ
くり

災害時要援護者支援システ
ム作成事業

5,000
災害時要援護者台帳システムにＧＩＳデータを連携させることに
より、高齢者や障がい者等の要援護者の迅速な支援体制を構
築する

9-1-5
　　拡充
防災まちづ
くり

自主防災組織支援事業 1,124
災害時において自主防災会が行う活動に対して、新たに損害
保険料を負担し、活動を支援する

⑩教育費⑩教育費⑩教育費⑩教育費

10-1-3 おりなすプラン推進事業 4,000 地域の特性を生かした総合的な学習を支援する

10-1-3 新規 特別支援学校整備事業 3,250 特別支援学校建設に向け実施設計等を行う

10-2-1 新規
南部地区小学校閉校記念事
業

8,570 南小学校の開校に伴い閉校となる4小学校の記念事業を行う

10-2-3 新規
南小学校通学路街路灯整備
事業

3,500 南小・中学校の通学路の安全対策として街路灯の整備を行う

10-2-3 新規 南小学校整備事業 63,000
南小学校の開校に向け、外構及びプールの工事を行うとともに
学校用備品を整備する（校舎整備工事はH23年度補正予算で
450,000千円計上）

10-2-3 新規
東小千谷小学校給食施設整
備事業

5,000 東小千谷小学校給食施設改築工事の実施設計を行う

10-2-3 新規
和泉小学校校舎大規模改造
事業

7,050 和泉小学校校舎の大規模改造のための実施設計を行う

10-3-2
スクール・アシスタント配置事
業

9,822
中学校にスクール・アシスタントを配置し、授業展開の支援、
個々に応じた指導の充実や不登校傾向にある生徒の学習支
援を行う

10-2-2 学校支援員配置事業 14,620
小学校の通常学級に在籍する個別の支援が必要な児童に対
し、支援員を配置し、学校生活上の介助や学習活動上の支援
を行う

10-2-2
10-3-2 児童・生徒援助事業 56,298

経済的理由等により就学に必要な費用を負担することが困難
な保護者、及び特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者
に対し扶助する

10-4-1
団塊世代等社会参加促進事
業

195
いわゆる「団塊の世代」等を対象として、知識や技能を活かした
社会参加を促進するための講座等を開催する

10-4-1 新規
生涯学習集中セミナーの開
催

870
身近で市民の関心の高い年金・経済・環境・健康等に関するセ
ミナーを開催し、生涯学習の普及啓発を行うもの

10-4-1
　　新規
夢の架け橋

世界無形文化遺産「小千谷
縮」ＰＲ用はんてん製作事業

1,890
世界無形文化遺産「小千谷縮」製のはんてんを作成し、市内外
で開催されるイベント等で着用することにより、「小千谷縮」の普
及宣伝を通じて本市のＰＲを行うもの
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

10-4-1
町内集会施設等整備事業費
補助

3,000 町内集会施設の大規模修繕に対し、費用の一部を補助する

10-4-1 新規 歴史的建造物調査事業 1,500
古くからある建造物の調査を行い、国登録有形文化財への登
録を目指すとともに歴史的な建造物の保存を行う

10-4-1 拡充
小千谷縮製作等体験講座補
助

750
小千谷縮技術保存協会が行う小千谷縮の製作体験講座に対
して補助する

10-4-1 拡充 放課後児童健全育成事業 22,810
小学校の余裕教室等を利用し、放課後の保育が必要な児童の
健全育成を図る活動を行う団体に補助する

10-4-1 ときめきめぐりあい推進事業 4,500
結婚を希望する独身者に、個々の希望に応じて出会いの場を
提供する

10-4-4 楽集館企画展示事業 700
楽集館において小千谷の歴史、美術、自然、文化財などの企
画展示を行うことにより、地域文化の発展を目指す

10-4-4 新規 「吉澤廉三郎展」開催 800
楽集館において小千谷市出身の洋画家、故・吉澤廉三郎展を
開催する

10-6-1 スポーツ振興車の更新 7,500 スポーツ振興用マイクロバスを更新する

10-6-2 アスリート育成事業 1,000 スキー競技のジュニア層の育成・強化を図る

10-6-2 スポーツ振興事業負担金 1,000
長岡地域定住自立圏形成協定に基づき、圏域内のスポーツ指
導者を養成するため、研修会等を開催する

10-6-2
総合型地域スポーツクラブ補
助

1,000
市民の健康増進及び青少年の健全育成と競技力向上を図る
ため、総合型地域スポーツクラブ運営費に対して補助する

10-6-3 新規 白山野球場整備事業 25,000 白山野球場のスコアーボードを改修する

◎平成２４年度に繰り越して実施する事業（平成２３年度補正予算）◎平成２４年度に繰り越して実施する事業（平成２３年度補正予算）◎平成２４年度に繰り越して実施する事業（平成２３年度補正予算）◎平成２４年度に繰り越して実施する事業（平成２３年度補正予算）

2-1-1 新規 市庁舎耐震改修事業 21,000 市庁舎の耐震改修を行うため、実施設計を行う

6-1-2 新規
農業管理センター耐震改修
事業

3,000 農業管理センターの耐震改修を行うため、実施設計を行う

8-6-2 公営住宅施設整備事業 32,000 信濃川住宅浴室改修を行う

10-2-3 新規 南小学校校舎整備事業 450,000 南小学校の開校に向け、校舎建築工事を行う

◎国民健康保険特別会計◎国民健康保険特別会計◎国民健康保険特別会計◎国民健康保険特別会計

2 保険給付費 2,529,776 国民健康保険法による医療費等に対する給付

3 後期高齢者支援金等 478,922 後期高齢者医療制度の財源として支援金を拠出する

9-1-1 人間ドック助成事業 31,185
人間ドック受診者に対する助成を行う（補助率１／２、国保加入
者以外は隔年補助）
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

9-1-1 健康づくり推進事業 3,173
若返り健康教室、エアロビクス教室、親子運動教室、健康づくり
100日実践運動などを実施する

9-2-1 拡充
特定健康診査・保健指導事
業

28,357
生活習慣病の予防を目的として40歳から74歳までを対象に実
施している健康診査に新たに心電図検査を追加し、診査結果
により必要に応じて保健指導を実施する

◎介護保険特別会計◎介護保険特別会計◎介護保険特別会計◎介護保険特別会計

2-1-1 介護サービス給付費 3,234,889
要介護者に対する居宅サービス（訪問介護等）、地域密着型
サービス（小規模多機能型居宅介護等）及び施設サービス（特
別養護老人ホーム等）の介護保険給付に要する費用

2-2-1 介護予防サービス給付費 88,570
要支援者に対する居宅サービス（介護予防訪問介護等）及び
地域密着型サービス（介護予防小規模多機能型居宅介護等）
の介護保険給付に要する費用

2-4-1 高額介護サービス費 50,001
要介護者のサービス給付に伴う自己負担額が一定の上限額を
上回った際に負担する費用

3-1-1
地域支援事業
（介護予防事業）

32,615

要支援、要介護状態となることの予防や悪化の防止を目的とし
全ての高齢者を対象とした「一次予防事業」、生活機能が低下
した高齢者を対象とした「二次予防事業」により、総合的な介護
予防事業を実施する

3-2-1

地域支援事業
（包括的支援事業・任意事
業）

32,586
地域包括支援センターの運営、介護予防ケアマネジメント、総
合相談・支援事業、権利擁護事業等を実施する

◎後期高齢者医療特別会計◎後期高齢者医療特別会計◎後期高齢者医療特別会計◎後期高齢者医療特別会計

1-1-1 後期高齢者保健事業 6,727
75歳以上を対象に、生活習慣病の早期発見のための特定健
診を実施し、健康管理に役立てる

2-1-1
後期高齢者医療広域連合納
付金

659,891
後期高齢者医療保険料や療養給付費負担金の保険者負担分
を新潟県後期高齢者医療広域連合に納付する
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（単位　千円）

款項目 区分 事    業    名 予算額 主　　な　　内　　容

◎ガス事業会計◎ガス事業会計◎ガス事業会計◎ガス事業会計

ガス供給設備整備事業（機械
及び装置）

18,925
ガスの監視装置の更新及び付臭剤注入ポンプの取替えを行い
安定供給の確立に努める

ガス供給設備整備事業（導管
ほか）

16,005 安定供給を図るためガス管の布設替等の建設改良工事を行う

ガス管耐震化事業 120,405 経年劣化したガス管を耐震性の高いガス管に布設替えを行う

◎水道事業会計◎水道事業会計◎水道事業会計◎水道事業会計

水道施設整備事業（機械及
び装置）

37,500 北部水道等の監視装置を更新し、安定給水の確立に努める

水道施設整備事業（配水管
ほか）

51,232 安定供給を図るため配水管布設替等の建設改良工事を行う

配水管耐震化事業 51,898 経年劣化した配水管を耐震性の高い配水管に布設替えを行う

◎工業用水道事業会計◎工業用水道事業会計◎工業用水道事業会計◎工業用水道事業会計

表流水機械等修繕事業 24,850 急速攪拌機修繕及び№2ろ過機等の点検修繕工事を行う

◎下水道事業会計◎下水道事業会計◎下水道事業会計◎下水道事業会計

管渠設備整備事業 30,030
公共下水道及び農業集落排水の管渠整備、公共桝設置工事
を行い、水洗化率の向上に努める
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