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平成13年度　一般会計予算内訳

技と自然が織りなす心ふれあうまちに
平成13年度

小千谷市の予算

小千谷市民のねがい（昭和55年3月1日制定）

美しい山河にめぐまれ、深い雪におおわれる
この風土に生きた先人は
やさしく忍耐強い気風と、おおらかな雪国の文化と、
独創的な産業を育ててきました。
これをうけつぐわたくしたち市民は、
次の目標をかかげ、
さらに光ある明日をめざして進みます。

みんなで「わがまち小千谷」を育てましょう。

雪にくじけぬ、たくましいまちに。
いたわりと真心のあふれるまちに。
健康で、文化の香り豊かなまちに。
はたらく喜びにみちた産業のまちに。

小千谷市では、「市民のねがい」を基本理念に、
都市像を「技と自然が織りなす心ふれあうまち
に」として、その実現のために、6本の柱からな
る基本目標を定め、具体的な事業を展開してい
ます。

都市像
技と自然が織りなす心ふれあうまちに

基本目標
①明日に輝く人づくり
②ふれあい支えあう福祉社会づくり
③快適でうるおいある生活環境づくり
④創造力と活気に満ちた産業づくり
⑤豊かな自然と調和のとれた都市基盤づくり
⑥心がかよう交流のネットワークづくり
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平成13年度　小千谷市の予算と主要事業

①　市立小学校建設基金積立（新規） ・・・5,000万円

②　文化施設建設基金積立 ・・・・・・・・3,000万円

③　東山小学校建設事業 ・・・・・・・5億4,899万円

④　幼稚園特殊教育費補助（新規）・・・・・・20万円

⑤　英語指導助手経費 ・・・・・・・・・・・520万円

⑥　小中学校コンピュータ教育推進事業 ・・3,002万円

⑦　スクールバス購入費（新規） ・・・・・・650万円

⑧　チャレンジ２１教育推進運動事業 ・・・1,274万円

⑨　ふれあいアクティブプラン

推進事業（新規） ・・・・・・・・・・・137万円

⑩　東小千谷小学校プール改築事業（新規） 9,538万円

⑪　健やかコミュニティモデル地区

育成事業費補助 ・・・・・・・・・・・・100万円

⑫　子ども放送局受信設備整備事業（新規） ・334万円

⑬　学社融合推進モデル事業 ・・・・・・・・160万円

⑭　21世紀プロジェクト事業・・・・・・・・400万円

⑮　ＩＴ講習推進事業（新規） ・・・・・・2,062万円

⑯　「名球会」招致事業（新規） ・・・・・・300万円

⑰　白山運動公園整備事業

（野球場・陸上競技場）（新規）・・・・2,700万円

⑱　情報処理技能者養成施設（ＳＴＡ）

運営費補助 ・・・・・・・・・・・・・1,500万円

①　知的障害者授産施設（ひかり工房）

運営事業（新規） ・・・・・・・・・・5,174万円

②　子育て支援事業（保育園保育時間延長、

乳児保育受入体制整備含む）（新規）・・・317万円

③　放課後児童健全育成事業補助（拡充） ・・640万円

④　すみれ保育園整備事業（増築）（新規）・4,200万円

⑤　身体障害者ホームヘルプサービス事業 ・・537万円

⑥　在宅心身障害者介護手当 ・・・・・・・・244万円

⑦　身体障害者デイサービス運営事業 ・・・・443万円

⑧　在宅重度心身障害者

地域生活援助事業（新規） ・・・・・・・31万円

⑨　在宅知的障害者デイサービス事業（新規） 27万円

⑩　心身障害者一時介護料補助（新規） ・・・12万円

⑪　在宅介護支援センター運営事業 ・・・・2,612万円

⑫　コミュニティデイホームモデル事業 ・・・300万円

⑬　温泉施設利用助成金 ・・・・・・・・・・230万円

⑭　在宅ねたきり老人介護手当 ・・・・・・2,400万円

⑮　介護予防・生活支援事業 ・・・・・・・5,088万円

⑯　在宅福祉ボランティア活動費補助 ・・・・108万円

⑰　未満児保育事業補助（新規） ・・・・・・666万円

⑱　介護サービス給付費 ・・・・・・・17億9,186万円

⑲　支援サービス給付費 ・・・・・・・・・2,499万円

⑳　高額介護サービス費 ・・・・・・・・・1,387万円

� 健康づくり推進事業 ・・・・・・・・・・459万円

� 高額救急医療機器整備費補助（新規） ・2,100万円

� 精神障害者通所授産施設（さつき工房）

運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・1,972万円

� 基本健康診査事業 ・・・・・・・・・・6,100万円

� がん検診事業 ・・・・・・・・・・・・5,982万円

� 高齢者インフルエンザ予防事業（新規） 1,222万円

� 結核予防事業 ・・・・・・・・・・・・1,108万円

� 乳児医療費助成事業 ・・・・・・・・・1,691万円

� 幼児医療費助成事業

（対象年齢引上げ）（拡充）・・・・・・1,136万円

� 国民健康保険給付費 ・・・・・・・17億8,403万円

� 総合データバンク事業 ・・・・・・・・・625万円

� 人間ドック助成事業 ・・・・・・・・・1,890万円

� 老人保健医療給付費 ・・・・・・・45億1,205万円

①　公共下水道補助事業 ・・・・・・・8億9,838万円

②　公共下水道単独事業 ・・・・・・・4億6,938万円

③　真人地区農業集落排水事業 ・・・・3億0,349万円

④　岩沢地区農業集落排水事業（新規） ・・・603万円

⑤　合併処理浄化槽設置整備事業

（面的整備促進）（拡充）・・・・・・・2,568万円

⑥　上ノ山整圧所整備事業（新規） ・・・・5,000万円

⑦　ガス施設整備事業（供給設備）・・・2億8,908万円

⑧　東小千谷配水池整備事業 ・・・・・4億5,000万円

⑨　水道施設整備事業（原水及び浄水設備） 1,231万円

⑩　水道施設整備事業

（配水及び給水設備）・・・・・・・3億2,834万円

⑪　除雪対策経費 ・・・・・・・・・・ 3億0,056万円

⑫　融雪施設整備等補助 ・・・・・・・・・3,500万円

⑬　融雪施設整備事業 ・・・・・・・・・・9,380万円

①　新築住宅特別融資事業（新規）・・・1億4,000万円

②　片貝環状線道路改良事業

（調査測量）（新規）・・・・・・・・・1,000万円

③　西小千谷１号線道路改良事業

（調査測量）（新規）・・・・・・・・・1,200万円

④　栄町日吉線歩道整備事業

（調査測量）（新規）・・・・・・・・・・800万円

⑤　道路橋りょう新設改良事業 ・・・・2億8,000万円

⑥　河川整備事業 ・・・・・・・・・・・・2,417万円

⑦　東小千谷北土地区画整理事業補助 ・2億5,963万円

⑧　優良宅地開発事業補助 ・・・・・・・・3,570万円

⑨　東栄元中子線街路整備事業 ・・・・3億7,861万円

①　闘牛場施設整備補助（新規） ・・・・・・350万円

②　全国闘牛サミット負担金（新規） ・・・・100万円

③　観光看板設置事業 ・・・・・・・・・・・400万円

④　小千谷の観光検討（新規）・・・・・・・・50万円

⑤　サンプラザ駐車場整備事業（新規） ・・1,480万円

⑥　ちぢみの里フロント改修事業（新規） ・2,000万円

⑦　地域交流推進事業 ・・・・・・・・・・・175万円

⑧　国際交流推進事業 ・・・・・・・・・・・110万円

⑨　町内集会施設等整備事業費補助 ・・・・・500万円

⑩　ふれあいセンター整備事業補助（新規） ・653万円

①　地域振興支援事業 ・・・・・・・・・・・191万円

②　男女共同参画推進事業（新規） ・・・・・382万円

③　住民記録ネットワークシステム

導入事業（新規） ・・・・・・・・・・・936万円

④　政務調査費（新規） ・・・・・・・・・・221万円

⑤　広域行政調査検討（新規）・・・・・・・・70万円

⑥　職員重点研修（法制執務・接遇） ・・・・200万円

⑦　庁舎整備事業 ・・・・・・・・・・・・1,170万円

⑭　除雪機械購入費 ・・・・・・・・・・・3,182万円

⑮　克雪対策事業 ・・・・・・・・・・・・・656万円

⑯　克雪住宅普及事業 ・・・・・・・・3億5,699万円

⑰　防火水槽整備事業 ・・・・・・・・・・1,500万円

⑱　消防団拠点施設整備事業（新規） ・・・6,685万円

⑲　総合防災訓練経費及び

備蓄物資整備（新規） ・・・・・・・・・334万円

⑳　消防川口出張所訓練塔改築事業（新規） ・600万円

� テレビ難視聴地域解消対策事業補助 ・・・703万円

� し尿処理事業 ・・・・・・・・・・1億4,233万円

� 可燃ごみ処理事業 ・・・・・・・・1億4,623万円

� 可燃ごみ処理施設改修事業 ・・・・2億9,078万円

� 不燃ごみ処理事業 ・・・・・・・・2億4,639万円

� 生ごみ処理器購入費補助（拡充） ・・・・333万円

� ごみ収集場所整備補助 ・・・・・・・・・300万円

� 資源物集団回収奨励金 ・・・・・・・・・875万円

� 清掃事業（ごみ収集委託）・・・・・1億1,491万円

①　ファクトリー工房事業補助（新規） ・・・300万円

②　中心市街地活性化推進活動費補助（新規） 100万円

③　商工業イベント支援事業補助 ・・・・・・100万円

④　空き店舗活用事業補助（新規） ・・・・・165万円

⑤　中小企業能力開発研修補助（新規）・・・・60万円

⑥　商工業融資資金預託 ・・・・・・・6億7,500万円

⑦　中心商店街歩行者天国イベント事業補助 ・100万円

⑧　中山間地域等直接支払事業 ・・・・・・7,000万円

⑨　生産調整推進対策奨励補助 ・・・・・・2,600万円

⑩　国営造成施設管理体制

整備促進事業負担金 ・・・・・・・・・・234万円

⑪　県営農道、ほ場整備事業負担金 ・・・・4,508万円

⑫　県営ため池等整備事業負担金 ・・・・・・870万円

⑬　土地改良施設維持管理適正化事業補助 ・・730万円

⑭　県営中山間地域総合整備事業負担金 ・・3,900万円

⑮　堆肥センター建設事業 ・・・・・・・・・920万円

⑯　農村総合整備モデル事業 ・・・・・・・9,251万円

⑰　国土調査事業 ・・・・・・・・・・・・5,159万円

⑱　林道舗装事業 ・・・・・・・・・・・・2,225万円

明日に輝く人づくり

計画の推進のために

心がかよう交流のネットワークづくり

豊かな自然と調和のとれた都市基盤づくり

創造力と活気に満ちた産業づくり

快適でうるおいある生活環境づくり
ふれあい支えあう福祉社会づくり

平成13年度予算に関するお問い合わせは
企画財政課へ

�：83・3507 �：83・2789
Email：plan@city.ojiya.niigata.jp
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