
（単位：千円）

予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

議会費 議会運営費 12,024 
会議録反訳製本業務委託、議会映像配信業務委託、議会だより発行、政務活動費、議員改選
による消耗品費等

国際交流推進費 1,622 ドナウエッシンゲン市への学生訪問団派遣等

広報広聴費 16,183 
市報かみのやま発行、テレビ広報、市報等文書配送委託、ＬＩＮＥ＠を活用した情報発信
【拡充】等

庁舎管理費 58,516 庁舎管理業務委託、光熱水費、修繕費等

財産管理費 13,697 土地開発公社利子補給補助、施設管理業務委託、普通財産の維持管理等

企画調整管理費 17,107 
第７次上山市振興計画後期基本計画及び上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定・運
用管理【新規】等

ふるさと納税推進事業費 482,873 ふるさと納税者に対する返礼品の提供、情報発信等

公共交通事業費 57,773 市営バス（市中心部循環）及び市営予約制乗合タクシーの運行、バス路線維持費補助等

地域おこし協力隊推進事業費 30,266 新規隊員の採用に係る活動経費等

まちづくり推進事業費 1,600 元気なかみのやま創造支援事業補助等

移住推進事業費 5,886 お試し居住施設管理、移住支援金【新規】

シティプロモーション推進事業費 5,495 ファンクラブ会員管理システム保守業務、イベント開催業務委託等

コンピュータシステム運用費 91,241 
住民情報クラウドシステム運用委託、ホームページ運用保守業務委託、システム機器リース
等

コンピュータシステム開発費 12,484 地方税共通納税システム導入業務委託【新規】、システム開発等業務委託等

消費者行政費 2,464 消費生活センターを活用した相談業務及び啓発活動の推進

防災対策推進費 12,296 防災ラジオ放送業務委託、地域防災力強化支援事業費補助、防災ラジオ購入等

主　要　事　業　一　覧　表
(一　般　会　計）

総務費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

戸籍住民基本台帳事務費 23,960 
証明書発行経費、戸籍住民基本台帳及び住基ネットシステム運用経費、個人番号カード関係
事務経費等

統計調査費 5,387 統計調査員による各種統計調査

地籍調査費 34,600 

地籍調査事業　実施地区（継続）：矢来一丁目・二丁目・三丁目、南町、けやきの森、
　　　　　　　　　　　　　　　　長清水二丁目、十日町、二日町及び長清水の各一部
　　　　　　　実施地区（新規）：美咲町一丁目・二丁目、矢来一丁目・二丁目・四丁目
　　　　　　　　　　　　　　　　及び南町の各一部

社会福祉総務費 7,230 福祉バス運営管理業務委託、福祉大会開催経費、結婚支援事業経費等

社会福祉関係団体助成費 21,059 社会福祉協議会運営補助、老人福祉センター寿荘改修工事補助等

プレミアム付商品券事業費 32,860 上山市プレミアム付商品券事業実行委員会負担金等

障がい者福祉事業費 24,905 更生・育成医療給付、紙おむつ給付、人工透析患者通院交通費助成、在宅酸素療法者助成等

地域生活支援事業費 20,441 地域生活支援事業委託、日常生活用具の給付等

障がい福祉サービス給付費 497,962 
心身障がい者扶助費（居宅介護、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、共同生活
援助、就労継続支援、就労移行支援)等

高齢者福祉事業費 127,846 
シルバー人材センター運営補助、老人クラブ活動補助、養護老人ホーム入所措置費、地域就
業機会創出・拡大事業補助等

後期高齢者医療事業費 448,049 後期高齢者医療事業療養給付費負担金等

高齢者福祉施設整備事業費 52,427 特別養護老人ホーム建設資金償還金補助（～H31）

常設高齢者サロン運営費 5,778 常設高齢者サロン「まじゃれ」運営業務委託

重度心身障がい（児）者医療給付費 123,796 重度心身障がい（児）者に対する医療給付

子育て支援医療給付費 115,888 中学生までの医療費無料化

ひとり親家庭等医療給付費 13,645 ひとり親家庭等に対する医療費給付

福祉のまちづくり事業費 1,785 鍼灸マッサージ利用助成、愛の一声運動乳酸菌飲料支給

総務費

民生費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

児童福祉総務費 14,261 三世代同居孫守り奨励事業補助、病児保育施設整備・運営補助【新規】等

母子等福祉費 105,784 
児童扶養手当の支給、母子父子自立支援員の配置、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練
促進給付金、生活応援給付金及び住まい応援給付金の給付等

総合子どもセンター事業費 86,558 
総合子どもセンター「めんごりあ」指定管理料、ファミリー・サポート・センター利用料助
成、一時預かり事業【拡充】、放課後児童居場所確保緊急措置事業【新規】等

保育所等管理運営費 582,087 
市内在住の児童が入所している認定子ども園等に対する給付費、保育所に対する委託費支給
等

保育所等特別保育事業費 19,930 
保育所等における延長保育・一時保育に対する補助、届出保育施設等に入所している多子世
帯に対する保育料負担軽減、保育士確保事業【新規】等

児童館等管理運営費 5,446 中川児童センターの運営等

放課後児童対策事業費 35,876 
上山児童館・南児童センター・同分室の運営、あざみ学童クラブ・中川蔵王っ子児童クラブ
運営補助等

障がい児施設給付・医療費 83,987 障がい児扶助費（児童発達支援、放課後等デイサービス、障がい児相談支援等）

生活困窮者自立支援費 10,436 生活保護受給者以外の生活困窮者への包括的な支援

生活保護援護事業費 273,000 生活保護費の支給

保健対策推進事業費 4,131 健康管理システムの運用等

母子保健推進費 31,527 
子育て世代包括支援センターの支援の充実、妊婦健診・妊婦歯科健診・乳児健診等、フッ素
塗布、新生児聴力検査費用の一部助成【新規】、宿泊型産後ケア【新規】、乳房ケア【新
規】、家事育児支援事業【新規】、不妊治療費の一部助成、未熟児養育医療給付等

救急医療対策費 8,254 在宅当番医制業務委託、平日夜間診療業務委託等

地域精神保健事業費 938 
こころの健康相談、弁護士無料法律相談、こころの健康個別支援事業、地域ゲートキーパー
研修等自殺予防事業、こころの健康づくり講演会等

予防事業費 73,223 

定期予防接種（ヒブ、小児肺炎球菌、Ｂ型肝炎、四種混合、二種混合、ＢＣＧ、風しん・麻
しん混合、水痘、日本脳炎等は全額助成。高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザは一部助
成）、39歳から56歳の男性【新規】及び風しん抗体価の低い女性等への風しん抗体検査及び
予防接種費用の全額助成、就学前の子どもの任意インフルエンザ予防接種費用の一部助成
【新規】

温泉健康施設事業費 116,056 温泉健康施設事業用地取得【新規】、民間事業者募集選定アドバイザリー業務委託【新規】

民生費

衛生費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

環境衛生費 11,461 衛生組合連合会事業補助、地区衛生組合活動支援、自動車騒音常時監視業務委託等

リサイクル推進事業費 34,700 
ごみ有料化経費（有料袋取扱手数料、有料袋等製造業務・保管配送集金業務委託等）、資源
回収推進奨励、雑紙回収用袋作成、ごみ収集カレンダー作成等

環境衛生施設管理費 3,810 上山温泉公衆浴場補助等

斎場整備事業費 3,249 主燃料室・ガスキャンパー室耐火物補修、火葬炉台車上部・スタビライザー取替等

浄化槽設置整備事業費 14,328 浄化槽設置整備事業補助等

健康増進事業費 6,936 健康マイレージ事業、健康づくり教室の開催、クアオルト健康講座開催等

がん検診推進事業費 27,879 
各種がん検診、一定の年齢に達した人に対する子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券・
検診手帳配布等

上山型温泉クアオルト事業費 5,603 毎日ウォーキング等業務委託、ウォーキング認定コース・クアの道維持管理等

清掃総務費 185,737 山形広域環境事務組合負担金等

廃棄物処理事業費 135,549 廃棄物収集運搬業務委託、ニコニコごみ出し支援事業、公共施設ごみ収集業務委託等

リサイクルリレーセンター管理費 38,145 リサイクルリレーセンター運営管理委託、埋立ごみ処分委託等

産業人材確保・育成事業費 16,125 
産業人材市内誘導奨励金、中小企業人材養成事業補助、市内就職者定住奨励補助、奨学金返
還支援、働きやすい職場づくり奨励金等

勤労者福祉金融対策事業費 37,400 勤労者住宅建設資金利子補給補助、勤労者生活安定資金原資への預託

働く婦人の家管理運営費 7,193 働く婦人の家の管理運営等

果樹園芸産地形成事業費 1,556 農業生産施設整備等事業費補助等

水田農業推進事業費 15,261 
地域営農調整推進事業費補助、園芸作物産地化推進支援事業費補助、経営所得安定対策等推
進事業費補助等

有害鳥獣対策事業費 18,916 
上山市鳥獣害防止対策協議会補助、南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会負担金、カモシカ食害
対策事業費、有害鳥獣対策専門員設置等

ブランド化推進事業費 6,784 
ブランド化推進事業費補助、ブランド化病害虫対策費補助、果樹販路拡大推進事業費補助、
農産物コーディネーター設置等

衛生費

農林水産
業費

労働費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

食育等推進事業費 9,638 
地産地消推進事業費、学校給食における地産地消促進事業費補助、学校等米飯給食拡大推進
事業費補助等

担い手等経営確立支援事業費 3,500 本市農業の中心的な担い手に対し、農業機械購入費や施設整備費等を補助

強い農業・担い手づくり総合支援事
業費

10,000 人・農地プランに位置付けられた地域の中心的な経営体への支援事業費補助

地域農業振興事業費 41,374 農業次世代人材投資資金、機構集積協力金、地域連携推進員設置等

かみのやまワインによる地域振興事
業費

11,000 かみのやまワインによる地域振興事業費補助

畜産振興事業費 13,300 乳用牛導入資金原資貸付金等

農地保全事業費 5,546 鉱毒対策施設維持管理強化事業補助等

農地整備事業費 35,932 
県営土地改良事業負担金（上山地区基幹水利施設ストックマネジメント事業、松沢地区農地
整備事業、権現堂地区農村地域防災減災事業【新規】）、県営造成施設管理体制整備促進事
業補助等

中山間直接支払事業費 49,559 中山間地域等直接支払事業費補助等

多面的機能支払事業費 44,827 多面的機能支払交付金事業費補助等

林業振興事業費 10,882 利用間伐促進事業費補助、分収造林保育・里山林整備委託等

森林経営管理事業費 4,121 森林経営管理制度に基づく森林調査業務委託等【新規】

森林病害虫等防除事業費 5,711 松くい虫被害木伐倒駆除業務委託、ナラ枯れ防除業務委託等

商工業金融対策事業費 935,660 
県信用保証協会保証料補給補助、長期安定資金・商業活性化資金・産業立地促進資金等への
預託

商業活性化推進事業費 45,293 
中心市街地空き店舗等リノベーション支援事業補助【拡充】、中心商店街賑わい創出支援事
業補助、小規模事業者チャレンジ支援事業補助、女性活躍推進創業支援補助等

工業振興事業費 9,689 産業振興アドバイザー事業、新規受注開拓支援事業費補助、中小企業設備投資促進補助等

企業誘致事業費 150,261 
工業団地移転等促進資金利子補給補助、企業立地奨励金、蔵王フロンティア工業団地用地取
得奨励金、蔵王みはらしの丘企業立地奨励金、立地意向調査等

農林水産
業費

商工費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

観光物産振興対策費 10,351 
観光ガイドマップ等作成、やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金、上山市観光キャン
ペーン推進協議会負担金等

観光物産振興事業費 3,595 
かみのやま温泉観光推進員報酬、市内合宿利用者支援事業補助、各種大会開催支援事業補助
等

インバウンド推進事業費 7,830 海外観光プロモーション事業【拡充】、ＪＮＴＯ（日本政府観光局）負担金等

観光物産関係団体助成費 11,710 
山形・上山・天童三市連携観光地域づくり推進協議会負担金、各種まつり行事（全国かかし
祭等）補助、スマイルプロジェクト☆きらりかみのやま補助、ワインツーリズム事業補助
【新規】等

上山型温泉クアオルト事業費 8,048 
上山市温泉クアオルト協議会補助（宿泊型新保健指導事業、地域医療連携、ヘルスツーリズ
ムの推進、ヘルスケアビジネスの創出等）、日本クアオルト協議会負担金等

観光施設管理費 100,841 
かみのやま温泉源泉掘削及び配湯施設整備事業補助、上山城指定管理料、かみのやま温泉観
光案内所の運営、温泉利用協同組合補助、上山城かかし茶屋屋根改修工事【新規】等

蔵王高原観光施設管理費 17,295 
蔵王坊平国設野営場管理業務委託、蔵王坊平スキー場管理運営協議会負担金、坊平地区内除
雪業務委託、スキー場管理センター・パトロール詰所解体工事【新規】等

道路管理費 26,534 市道維持修繕に係る修繕料･原材料費等

除雪対策費 110,425 除雪業務委託、排雪用機械借上料、除雪費計算システム利用料等

地域のみちづくりサポート事業費 6,000 市民発意による道路整備に対する道路資材、機械の支援

市単独道路整備事業費 58,267 
泉川甲石線等の側溝改良工事、小倉薄沢線、早坂１号線等の道路改良工事、体育文化セン
ター線等の舗装工事、私道整備補助等

県道路整備事業負担金 8,000 県道側溝舗装整備事業負担金（白石上山線）、県道路整備事業負担金（山形上山線）等

道路事業費 334,000 
かみのやま温泉インター産業団地整備事業に合わせた市道石曽根小穴線等の道路改良工事、
金生泉川線等の舗装改良工事、矢来橋等の橋梁補修等

都市計画事業費 38,326 
かみのやま温泉駅前広場基本設計業務委託【新規】、立地適正化計画策定業務委託【新
規】、景観形成支援事業ファサード改修補助等

公園施設長寿命化事業費 14,066 公園施設長寿命化工事、公園遊具点検業務委託、公園施設長寿命化計画の見直し等

地域優良賃貸住宅供給促進事業費 15,061 地域優良賃貸住宅整備費補助【新規】等

定住促進事業費 35,000 持家住宅建設等補助

商工費

土木費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

住宅リフォーム支援事業費 27,100 住宅リフォーム等支援事業費補助等

空家等対策事業費 15,207 
危険空家解体事業補助【拡充】、空家等家財類処分費補助、空き家改修設計補助、空き家対
策担い手強化・連携モデル事業補助【新規】等

消防総務費 22,959 
貸与備品の整備及び更新、山形県消防学校研修負担金、位置情報ネットワーク及び消防救急
デジタル無線アプローチ回線通信利用料等

防災等活動費 3,221 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金等

救急業務費 5,227 救急活動で使用する医薬材料費、救急救命処置用資機材費、備品購入等

消防団運営費 56,772 消防団員報酬、出動手当、備品購入（防寒衣等）、県消防補償等組合負担金等

消防施設維持保全費 26,544 消火栓維持管理負担金、消防救急デジタル無線保守委託等

市単独消防施設整備事業費 144,517 

消防ポンプ自動車（矢来）、小型動力ポンプ（石曽根・前丸森）、軽積載車（中ノ森）、消
火栓設置負担金、消防団拠点施設新築・解体工事（湯町）、ポンプ庫新築・解体工事（牧
野）、耐震性貯水槽新設解体工事（権現堂等）、防火水槽有蓋化工事、高機能消防指令セン
ター・消防救急デジタル無線システム改修工事等

魅力ある学校づくり推進事業費 9,075 キャリアスタートウィーク事業、茂吉のふるさと短歌教室、学力・知能・Ｑ－Ｕ検査

教職員研修費 915 学術機関と連携したＱ－Ｕ検査結果と学力検査結果のデータ分析業務委託、研修会の開催等

教育支援充実事業費 20,440 学校生活指導員配置、学校教育支援員配置、ＩＣＴ活用支援業務委託【新規】等

英語教育推進事業費 12,230 外国語指導助手の配置、自治体国際化協会負担金等

幼稚園就園奨励補助費 10,552 私立幼稚園子育て支援事業費補助、幼稚園就園奨励補助

小学校整備事業費 13,362 ブロック塀改修工事【新規】、その他小学校施設の維持修繕工事

小学校就学奨励費 10,749 遠距離通学費補助、教育扶助費

教育機器整備事業費 21,108 
校務用パソコン等ＩＣＴ機器借上、無線ＬＡＮ整備工事【拡充】等
〔内訳〕小学校費分：9,268千円、中学校費分：11,840千円

スクールバス運行事業費 26,215 南小学校・宮川小学校・中川小学校・北中学校へ通学する児童生徒のスクールバス運行

土木費

消防費

教育費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

中学校整備事業費 12,000 南中学校プール塗装工事、その他中学校施設の維持修繕工事

中学校就学奨励費 7,773 遠距離通学費補助、教育扶助費

給食センター管理費 174,855 
給食センター調理等業務委託【新規】、ＰＦＩ事業による給食センター維持管理業務、その
他設備修繕等

公民館運営費 96,124 本庁地区公民館（３館）の運営経費、支所・出張所地区公民館（７館）の指定管理料等

公民館耐震化事業費 12,600 北部及び本庄地区公民館耐震補強工事、北部及び本庄地区公民館耐震補強工事監理業務委託

青尐年費 2,318 
わんぱく交歓研修会の実施、ミニバスケットボール大会・尐年尐女球技大会開催業務委託、
青尐年育成市民会議活動補助等

放課後子ども教室推進事業費 9,046 放課後子ども教室運営（上山小学校区、南小学校区、中川小学校区、東・中山地区）

文化財等保護管理費 12,961 
旧尾形家住宅・春雨庵等の保存管理、有形文化財の修繕、旧尾形家住宅駐車場整備【新規】
等

文化芸術振興事業費 10,551 
小・中学校演劇等公演委託、文化芸術振興事業委託、斎藤茂吉記念全国大会負担金、斎藤茂
吉ジュニア短歌大会負担金等

武家屋敷保存活用事業費 9,608 
三輪家茅葺屋根改修工事、地域の歴史文化等を学ぶ武家屋敷人財育成講座、文化財調査業務
委託【拡充】、その他武家屋敷保存活用経費等

国史跡羽州街道楢下宿金山越保存活
用整備事業費

7,832 楢下宿庄内屋茅葺屋根修繕工事、史跡楢下宿の調査等

図書館管理運営費 61,541 図書館情報システム保守業務委託、図書・新聞・雑誌購入費、施設維持管理負担金等

スポーツ振興事業費 10,329 
県スポーツ振興21世紀協会負担金、スポーツ振興事業委託、蔵王坊平クロスカントリー大会
負担金、各種大会負担金等

競技スポーツ振興事業費 2,820 競技力向上対策事業委託

生涯スポーツ振興事業費 2,500 
地域スポーツ振興事業委託、市民スポーツ・レクリエーション祭事業補助、かみのやまツー
ル・ド・ラ・フランス大会負担金等

スポーツ団体等育成費 7,497 上山市体育協会補助、スポーツ尐年団育成補助等

東京オリンピック・パラリンピック
ホストタウン推進事業費

6,000 
ポーランド共和国に対する事前合宿の受け入れ準備の推進、ポーランド共和国及びオリンピ
アンとの交流事業等

教育費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

体育施設等管理運営費 133,567 体育文化センター等指定管理料、その他体育施設管理経費等

体育施設等整備事業費 49,982 体育文化センター武道場エアコン設置工事及び高圧ケーブル工事等

蔵王坊平アスリートヴィレッジ管理
費

25,552 
蔵王坊平アスリートヴィレッジの管理・運営、ＺＡＯたいらぐら・猿倉イベントパークの指
定管理料等

蔵王坊平アスリートヴィレッジ振興
費

4,500 
蔵王坊平アスリートヴィレッジ構想推進協議会負担金、蔵王坊平アスリートヴィレッジ合宿
利用者支援事業補助

諸支出金 土地取得事業費 45,704 蔵王みはらしの丘土地購入費（６区画）

教育費


