
（単位：千円）

予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

議会費 議会運営費 11,742 
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、行政調査
費等

国際交流推進費 1,657 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 14,022 市報かみのやま発行、テレビ広報等

庁舎管理費 62,785 庁舎管理に係る委託料、光熱水費、修繕費等

庁舎整備事業費 333,480 庁舎耐震改修等整備工事

財産管理費 8,859 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 12,478 
第7次上山市振興計画及び上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略運用、統合型GISシステム
リース料等

ふるさと納税推進事業費 893,336 ふるさと納税をされた方に対する返礼・情報発信（拡充）等

公共交通事業費 28,185 市営予約制乗合タクシー運行、バス路線維持費補助、免許返納者への支援（拡充）等

地域おこし協力隊推進事業費 22,000 地域おこし協力隊員の報酬、活動経費、新規隊員の採用（拡充）

まちづくり推進事業費 1,328 元気なかみのやま創造支援事業補助等

移住推進事業費 2,400 移住ツアー業務委託等

コンピュータシステム運用費 88,259 
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 10,199 
情報セキュリティクラウド庁内ネットワーク構築委託、システム開発等業務委託、山形県自
治体ICT推進協議会運営負担金等

消費者行政費 3,058 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 12,041 
防災ラジオ（緊急情報放送受信器）配備（新規）、防災ラジオ緊急情報放送業務委託（新
規）、防災ファイル作成業務委託（新規）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 21,090 
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、個人番号カード交付
経費等

地籍調査費 11,050 
地籍調査事業　実施地区（継続）：鶴脛町一丁目、湯町、元城内、十日町及び新湯の各一部
　　　　　　　　　　　　　　　　と長清水一丁目・二丁目・三丁目及び石堂の各一部

社会福祉総務費 12,042 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 21,061 社会福祉協議会運営補助等

障がい者福祉事業費 27,314 
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、福祉タクシー利用料助
成、在宅酸素療法者助成、障がい者世帯除雪費助成等

地域生活支援事業費 24,305 地域生活支援事業委託、日常生活用具等の給付等

障がい福祉サービス給付費 446,601 
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 127,467 
シルバー人材センター運営補助、移送サービス事業委託、老人クラブ活動補助、高齢者世帯
除雪費助成、養護老人ホーム入所措置費等

後期高齢者医療事業費 436,580 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 53,261 特別養護老人ホーム建設資金償還金補助

常設高齢者サロン運営費 6,182 常設高齢者サロン「まじゃれ」運営事業

重度心身障がい（児）者医療給付費 127,028 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 109,123 中学生までの医療費無料化

ひとり親家庭等医療給付費 15,290 ひとり親家庭等に対する医療給付

福祉のまちづくり事業費 1,953 鍼灸マッサージ利用助成、愛の一声運動乳酸菌飲料支給

児童福祉総務費 3,841 三世代同居孫守り奨励事業補助等

母子等福祉費 128,662 
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及び高等職業
訓練促進給付金の給付（新規）

総合子どもセンター事業費 12,357 
総合子どもセンター「めんごりあ」の運営、ファミリー・サポート・センター利用料助成、
子育て研修会・ことばの教室の開催、一時預かり事業等

総務費

民生費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

保育所等管理運営費 555,563 
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、第1子が18歳未満である場合第3子以降保育料無料化

保育園等特別保育事業費 12,608 
民間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補助等

児童館等管理運営費 5,194 中川児童センターの運営等

放課後児童対策事業費 32,780 
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 78,444 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 9,552 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 235,443 生活保護費

母子保健推進費 30,523 
子育て世代包括支援センター設置（新規）、母子保健コーディネーター配置（新規）、赤
ちゃん応援メッセージ・ギフト事業（新規）、妊婦歯科健診（新規）、各種健康診査及び
フッ素塗布、こんにちは赤ちゃん訪問事業、不妊治療費助成、未熟児養育医療給付等

救急医療対策費 9,248 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 1,513 
精神障がい者社会参加教室、心の健康相談、弁護士による無料法律相談会の開催、心の健康
電話相談や家庭訪問、自殺予防のための地域ゲートキーパー研修会の開催等

予防事業費 55,998 
予防接種費用助成（成人風しん、BCG、四種混合、麻しん・風しん混合、日本脳炎、ヒブ、
小児用肺炎球菌、子宮頸がん、水痘等は全額助成。高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球
菌は一部助成）、子どもの定期接種の契約外医療機関予防接種補助金（新規）

温泉健康施設事業費 204,511 上山型温泉クアオルト構想に基づいた拠点施設を整備するための温泉掘削（新規）

環境衛生費 12,154 
生ごみ処理容器購入補助、衛生組合連合会運営補助、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 34,388 
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 16,748 上山温泉共同浴場補助金（新規）、湯町共同浴場建物解体費補助金（新規）等

斎場整備事業費 2,600 火葬炉内外設備保守点検委託、主燃焼室耐火物打替、排気筒取替、スタビライザー取替等

浄化槽設置整備事業費 19,251 浄化槽設置整備事業費補助（27基）

民生費

衛生費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

再生可能エネルギー施設整備事業費 675,000 
　ふるさと融資制度を活用して市内に木質バイオマス発電施設を建設する事業者に対して融
資（新規）

健康増進事業費 40,510 
健康マイレージ事業、各種がん検診、働きざかり健康診査（35歳から39歳まで）、健康づく
り教室の開催、一定の年齢に達した者に対する大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診の無料
クーポン券・検診手帳配布、医療用ウィッグ購入費助成等

清掃総務費 194,592 山形広域環境事務組合負担金等

廃棄物処理事業費 133,377 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 37,781 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 15,797 
産業人材市内誘導奨励金【拡充】、育児休業取得促進奨励金【新規】、就業実習への支援、
賃貸住宅居住支援、奨学金返還支援等

勤労者福祉金融対策事業費 37,350 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預託金

働く婦人の家管理運営費 6,988 働く婦人の家の管理運営等

果樹園芸産地形成事業費 1,770 果樹施設資材更新支援及び凍霜害対策支援補助金

水田農業推進事業費 22,053 
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、中山間地域水田農業活性化事業費補助等

有害鳥獣対策事業費 13,124 
カモシカ食害対策防護網設置等、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
対策事業負担金、有害鳥獣対策専門員設置等、猟銃購入補助（新規）

ブランド化推進事業費 6,746 農産物コーディネーター設置、ブランド化推進事業費補助、果樹販路拡大推進事業費補助等

食育等推進事業費 10,017 
地産地消推進事業経費、上山市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

担い手等経営確立支援事業費 2,000 本市農業の中心的な担い手に対し、農業機械や施設購入費等を補助

経営体育成支援事業費 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育成支援事業費補助

地域農業振興事業費 47,986 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

30,100 かみのやまワインによる地域振興事業補助

農林水産
業費

労働費

衛生費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

畜産振興事業費 13,421 乳用牛導入資金原資貸付金等

農地保全事業費 6,030 鉱毒対策施設維持管理強化事業補助等

農地整備事業費 20,291 
県営土地改良事業負担金（松沢地区農村災害対策整備事業、上山地区基幹水利施設ストック
マネジメント事業）、県営造成施設管理体制整備促進事業補助金等

中山間直接支払事業費 49,636 中山間地域等直接支払事業費補助金等

多面的機能支払事業費 45,263 多面的機能支払交付金事業費補助金等

林業振興事業費 106,648 利用間伐促進事業費補助金（新規）、森林・林業再生基盤づくり交付金（新規）等

森林病害虫等防除事業費 5,911 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

やまがた緑環境税事業費 1,874 市民参加の森づくり活動や森林整備委託等

商工業金融対策事業費 1,106,297 
県信用保証協会保証料補給補助、中小企業長期安定資金・商業活性化資金・産業立地促進資
金・創業支援資金等への預託

商業活性化推進事業費 36,161 
次期中心市街地活性化基本計画策定支援業務委託、中心市街地空き店舗等リノベーション支
援事業補助、中心商店街賑わい創出支援事業補助等

工業振興事業費 11,444 
産業振興アドバイザー制度（新規）、新規受注開拓支援事業費補助金（拡充）、中小企業
設備投資促進補助金、山形定住自立圏構想に基づく産学連携交流会の開催

企業誘致事業費 170,031 
工業団地移転等促進資金利子補給、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

観光物産振興対策費 10,846 
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 4,341 
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金、各種大会開催支援事業補
助金等

インバウンド推進事業費 2,652 海外プロモーション事業、JNTO（日本政府観光局）負担金等

観光物産関係団体助成費 17,608 
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☆きらりかみのやま事業補助等

上山型温泉クアオルト事業費 15,012 
上山市温泉クアオルト協議会補助（毎日ウォーキングの実施、コース整備、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

農林水産
業費

商工費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

観光施設管理費 334,077 
上山城屋根瓦等改修工事等、かみのやま温泉源泉掘削及び配湯施設整備事業資金償還補助、
上山城指定管理料、アビヤント・K管理業務委託、温泉利用協同組合補助等

蔵王高原観光施設管理費 8,493 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等

道路管理費 27,797 市道維持修繕に係る修繕料･原材料費、2tダンプ・パトロール車リース料等

除雪対策費 98,094 除雪業務委託、排雪用機械借上料、除雪車修繕、手数料等

地域のみちづくりサポート事業費 5,600 住民発意による道路整備に対する原材料、機械の支援

市単独道路整備事業費 93,839 
長生橋工事、藤吾細谷線等の側溝改良工事、金瓶山ノ上線、藤吾細谷線等の道路改良工事、
新町通り線等の舗装工事、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（白石上山線ほか）、県道路整備事業負担金（山形上山線・上
山蔵王公園線）等

道路事業費 376,512 
久保手隔間場線等の道路改良工事、竜王橋東宮橋線等の舗装改良工事、蔵王川橋等の橋梁補
修等

都市計画事業費 8,900 
景観形成支援事業ファサード改修補助、街路灯及び消火栓標識移設工事（新規）、NTT柱及
び電力柱移転補償費（新規）等

公園施設長寿命化事業費 17,340 公園整備工事、公園遊具点検等

市営金生住宅長寿命化事業費 64,900 金生住宅10号棟外壁等改修工事等

定住促進事業費 34,400 持家住宅建設等補助

住宅リフォーム支援事業費 27,600 住宅リフォーム等支援事業費補助等

空家等対策事業費 6,100 危険空家解体事業補助等

消防総務費 18,651 
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 2,952 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金等

救急業務費 4,409 
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、指導救命士養成研修負担金
（新規）

商工費

土木費

消防費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

消防団運営費 51,731 
消防団員報酬、出動手当等、県消防補償等組合負担金、備品購入（救助用半長靴、耐切創手
袋等）

消防施設維持保全費 29,461 高機能消防指令センター保守業務委託、消防救急デジタル無線保守委託等

消防施設整備事業費（補助） 18,200 
消防水利（防火水槽）の整備を実施、御井戸丁耐震性貯水槽新設及び楢下耐震性貯水槽解
体・新設

市単独消防施設整備事業費 256,225 

高機能消防指令センター更新（新規）、マルチ型ガス検知器、小型動力ポンプ付積載車
（楢下）、小型動力ポンプ（中山上町）、小型動力ポンプ（赤山）、夜間暗視装置、消火栓
設置負担金、消防団拠点施設新築・解体工事（元屋敷）、ポンプ庫新築工事（足ノ口）、
ホース乾燥併用型サイレン塔新設工事（足ノ口）

魅力ある学校づくり推進事業費 9,647 
創意ある教育活動を推進する特色ある学校づくり推進事業、職場体験を通して「生きる力」
を育てるキャリアスタートウィーク事業

教職員研修費 2,241 各学校毎に学術機関と連携したQUアンケートの実施及びデータ分析業務委託等

教育支援充実事業費 18,844 学校生活指導員配置、学校教育支援員配置（拡充・全校配置）等

英語教育推進事業費 13,917 外国人英語指導助手の配置、自治体国際化協会負担金等

幼稚園就園奨励補助費 8,971 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 11,000 南小学校プールサイド改修工事、その他小学校施設の維持修繕工事

小学校就学奨励費 11,433 遠距離通学費補助、教育扶助費

スクールバス運行事業費 18,917 
高松・石曽根・川口地区児童及び中山地区児童の南小学校への通学、本庄・宮生地区児童の
宮川小学校への通学のためのスクールバス運行

蔵王高原橋線運行事業費 13,039 
中川小学校及び北中学校の児童生徒の通学のためのスクールバスを運行、やまがた子育て応
援パスポートがある子育て世帯を対象として市営バスの無料化を実施（新規）

上山小学校建設事業費 181,808 上山小学校グラウンド整備工事

中学校整備事業費 13,000 南中学校プールろ過機修繕工事、その他中学校施設の維持修繕工事

中学校就学奨励費 9,922 遠距離通学費補助、教育扶助費

給食センター管理費 130,149 PFI事業による給食センター維持管理業務、受水槽修繕、その他設備修繕等

教育費

消防費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

公民館運営費 89,503 本庁地区3地区公民館の運営経費、支所・出張所地区7地区公民館の指定管理料等

公民館整備事業費 20,600 
元山元小・中学校プール解体及び山元地区公民館駐車場整備工事、中川地区公民館駐車場整
備工事、山元地区公民館高圧機器改修工事等

公民館耐震化事業費 24,548 
中山地区公民館耐震補強工事、北部及び本庄地区公民館耐震診断業務委託、東及び中川地区
公民館耐震補強工事設計業務委託

青少年費 2,141 
わんぱく交歓研修会の実施、ミニバスケットボール大会・少年少女球技大会開催業務委託、
青少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 9,650 放課後子ども教室運営（東・中山地区、上山小学校区、南小学校区（新規））

文化財等保護管理費 8,000 旧尾形家住宅・春雨庵・武家屋敷等の保護管理、有形文化財の修繕等

文化芸術振興事業費 8,016 
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
吉ジュニア短歌コンクール負担金等

武家屋敷保存活用事業費 5,161 
三輪家茅葺屋根修繕工事、地域の歴史文化等を学ぶ武家屋敷人財育成講座、地域の歴史や文
化財に触れるふるさと理解推進事業、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

14,084 楢下宿庄内屋茅葺屋根修繕工事、史跡文化財分布調査委託

図書館管理運営費 74,187 図書館情報システム保守業務委託、図書・新聞・雑誌購入費、LED照明賃借料等

体育文化センター管理費 77,580 体育文化センター指定管理料、体育文化特別事業委託等

蔵王坊平アスリートヴィレッジ管理
費

34,278 蔵王坊平アスリートヴィレッジの管理・運営、ZAOたいらぐらの指定管理料等

蔵王坊平アスリートヴィレッジ振興
費

6,000 
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等

スポーツ振興事業費 20,974 
全国高等学校総合体育大会レスリング競技開催事業負担金、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 2,020 
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 7,651 上山市体育協会補助、スポーツ少年団育成補助等

スポーツによる地域活性化推進事業
費

3,117 
スポーツ実施率が低い世代等をターゲットにしたスポーツ教室（温泉入浴付きスポーツ教
室、出前スポーツ教室等）開催等

教育費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

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

6,198 
東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致活動費、オリンピアンによる講演、ポーラ
ンド共和国に関する研修会等

体育施設管理運営費 45,368 
山元体育館及び山元運動広場・中川農業者等トレーニングセンター指定管理料、その他体育
施設管理経費等

体育施設整備事業費 34,000 
体育文化センター空調機交換、体育文化センター外壁補修工事、蔵王坊平アスリートヴィ
レッジアイシング施設整備（新規）、体育文化センターバスケットリング購入等

諸支出金 土地取得事業費 76,173 蔵王みはらしの丘土地購入費（10区画）

教育費


