
（単位：千円）

予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

議会費 議会運営費 11,634 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、政務活動費等

国際交流推進費 1,593 ドナウエッシンゲン市より学生訪問団受入等

広報広聴費 15,174 市報かみのやま発行、テレビ広報、市報等文書配送委託【新規】等

庁舎管理費 52,967 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 148,742 庁舎耐震改修等整備工事

財産管理費 7,784 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 6,199 第７次上山市振興計画運用管理、地区計画策定支援【新規】等

ふるさと納税推進事業費 400,862 ふるさと納税をなさった方に対する返礼品の提供・情報発信等

公共交通事業費 48,490 市営予約制乗合タクシー運行【拡充】、市営バス運行【拡充】、バス路線維持費補助等

地域おこし協力隊推進事業費 30,265 地域おこし協力隊員の報酬、活動経費、新規隊員の採用

まちづくり推進事業費 1,533 元気なかみのやま創造支援事業補助等

移住推進事業費 3,814 移住ツアー業務委託、お試し居住施設管理【新規】等

シティプロモーション推進事業費 10,197 ファンクラブ会員管理システム導入【新規】、イベント開催業務委託【新規】等

コンピュータシステム運用費 87,509 
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 13,274 
第４次ＬＧＷＡＮ移行庁内ネットワーク構成変更業務委託、システム開発等業務委託、Ｗｉ
－Ｆｉ環境整備委託【新規】等

消費者行政費 2,555 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

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

防災対策推進費 46,863 
防災ラジオ（緊急情報放送受信器）配備、防災ラジオ緊急情報放送業務委託、全国瞬時警報
システム新型受信機導入【新規】、地域防災強化支援事業費補助【新規】等

戸籍住民基本台帳事務費 23,071 
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【拡充】等

地籍調査費 37,618 

地籍調査事業　実施地区（継続）：八日町、栄町一丁目・二丁目、北町本丁、北町一丁目、
　　　　　　　　　　　　　　　　北町、新町二丁目及び旭町一丁目の各一部
　　　　　　　実施地区（新規）：矢来一丁目・二丁目・三丁目、南町、けやきの森及び
　　　　　　　　　　　　　　　　長清水二丁目の各一部

社会福祉総務費 8,795 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

障がい者福祉事業費 28,985 
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、
障がい者世帯除雪費助成等

地域生活支援事業費 21,736 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 490,513 
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 128,197 
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【新規】等

後期高齢者医療事業費 437,651 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 52,529 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 6,496 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 126,982 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 112,614 中学生までの医療費無料化

ひとり親家庭等医療給付費 11,218 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 1,913 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 1,967 三世代同居孫守り奨励事業補助等

総務費

民生費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

母子等福祉費 102,156 
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等

総合子どもセンター事業費 84,842 
総合子どもセンター「めんごりあ」を移設し、屋内遊び場を新たに開設【新規】、ファミ
リー・サポート・センター利用料助成、一時預かり事業等

保育所等管理運営費 523,825 
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 14,555 
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・第３子保育料無料化【拡充】等

児童館等管理運営費 5,307 中川児童センターの運営等

放課後児童対策事業費 35,243 
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 86,048 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 10,088 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

保健対策推進事業費 3,700 湯ったり健康かみのやま２１（第２次）の中間評価、健康管理システム等

母子保健推進費 30,501 
子育て世代包括支援センター設置、母子保健コーディネーター配置、赤ちゃん応援メッセー
ジ・ギフト事業、妊婦歯科健診、各種健康診査及びフッ素塗布、不妊治療費助成、未熟児養
育医療給付等

救急医療対策費 7,964 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 1,115 
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 56,743 
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、Ｂ型肝炎、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

温泉健康施設事業費 5,529 温泉健康施設のＰＦＩ等導入可能性調査業務委託【新規】

環境衛生費 11,698 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 33,744 
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

民生費

衛生費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

環境衛生施設管理費 2,978 上山温泉公衆浴場補助等

斎場整備事業費 5,120 屋根防水修繕、操作盤、動力盤部品交換、スタビライザー取替等

浄化槽設置整備事業費 17,845 浄化槽設置整備事業費補助（２５基）

健康増進事業費 37,024 
健康マイレージ事業、各種がん検診、働きざかり健診、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・Ｂ型肝炎・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、クアオルト健康講座開催等

清掃総務費 241,872 山形広域環境事務組合負担金等

廃棄物処理事業費 133,322 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 37,368 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 16,842 
産業人材市内誘導奨励金、中小企業人材養成事業補助、就業実習への支援、奨学金返還支
援、働きやすい職場づくり奨励金【新規】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 1,576 果樹施設資材更新支援及び凍霜害対策支援

水田農業推進事業費 15,230 
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 19,445 
上山市鳥獣害防止対策協議会補助【拡充】、南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会負担金、カモ
シカ食害対策事業経費、有害鳥獣対策専門員設置等

ブランド化推進事業費 8,353 
ブランド化推進事業費補助【拡充】、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

食育等推進事業費 9,937 
地産地消推進事業、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

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

衛生費

労働費

農林水産
業費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

地域農業振興事業費 45,116 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

23,240 かみのやまワインによる地域振興事業補助

畜産振興事業費 13,320 乳用牛導入資金原資貸付金等

農地保全事業費 6,227 鉱毒対策施設維持管理強化事業補助等

農地整備事業費 22,729 
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【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 49,646 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 17,042 利用間伐促進事業費補助、林道橋梁点検等業務委託【新規】等

森林病害虫等防除事業費 5,761 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 965,594 
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・創業
支援資金等への預託

商業活性化推進事業費 47,843 
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、
小規模事業者チャレンジ支援事業補助【新規】、創業支援事業補助【拡充】等

工業振興事業費 10,172 産業振興アドバイザー制度、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 155,794 
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 10,575 
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 4,211 
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 2,724 
海外プロモーション事業、ＪＮＴＯ（日本政府観光局）負担金、旅行商品造成・販売業務委
託【新規】等

観光物産関係団体助成費 14,211 
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、やまがたワインバル補助
等

農林水産
業費

商工費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

上山型温泉クアオルト事業費 14,515 
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、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 97,992 
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、かみのや
ま温泉観光案内所管理【新規】、温泉利用協同組合補助等

蔵王高原観光施設管理費 12,408 
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
雪業務委託等

道路管理費 26,319 市道維持修繕に係る修繕料･原材料費等

除雪対策費 106,713 除雪業務委託、排雪用機械借上料、除雪費計算システム導入経費【新規】等

地域のみちづくりサポート事業費 6,000 住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 219,466 
藤吾細谷線等の側溝改良工事、金瓶山ノ上線、藤吾新北浦線等の道路改良工事、関根藤吾線
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 334,000 
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、原の橋等の橋梁補修
等

都市計画事業費 7,208 景観形成支援事業ファサード改修補助、都市マスタープラン策定業務委託等

公園施設長寿命化事業費 66,040 公園整備工事、公園遊具点検業務委託等

市営住宅長寿命化事業費 75,400 金生住宅１２号棟外壁等改修工事、松山住宅解体工事【新規】等

定住促進事業費 35,000 持家住宅建設等補助

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 8,375 
危険空家解体事業補助【拡充】、空家等家財類処分費補助【新規】、空き家改修設計補助
【新規】等

消防総務費 21,526 
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、ＮＥＴ１１９使用料【新規】等

防災等活動費 3,067 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 5,462 
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、備
品購入（ＡＥＤ、静脈路確保トレーニングキット【新規】）等

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 48,242 消防団員報酬、出動手当等、備品購入（耐切創手袋等）、県消防補償等組合負担金等

消防施設維持保全費 23,761 高圧受変電設備等改修工事【新規】、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 185,557 

水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車（金瓶）、小型動力ポンプ（関根、長清水、入
丸森）、小型動力ポンプ付軽積載車（新丁）、消火栓設置負担金、消防団拠点施設新築・解
体工事（上生居）、ポンプ庫新築・解体工事（泉川）、耐震性防火水槽新設解体工事（永野
等）、防火水槽有蓋化工事、消防隊活動用携帯無線機【新規】

魅力ある学校づくり推進事業費 10,122 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・ＱＵ検査

教職員研修費 2,033 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 19,957 学校生活指導員配置、学校教育支援員配置等

英語教育推進事業費 14,107 外国人英語指導助手の配置【拡充】、自治体国際化協会負担金等

幼稚園就園奨励補助費 7,799 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 21,300 中川小学校屋内運動場屋根改修工事、その他小学校施設の維持修繕工事

小学校就学奨励費 10,901 遠距離通学費補助、教育扶助費

教育機器整備事業費 4,991 タブレット等ＩＣＴ機器の整備【拡充】等

スクールバス運行事業費 24,308 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

中学校整備事業費 91,650 南中学校エアコン設置工事、その他中学校施設の維持修繕工事等

中学校就学奨励費 8,538 遠距離通学費補助、教育扶助費

給食センター管理費 131,732 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 96,012 本庁地区３地区公民館の運営経費【拡充】、支所・出張所地区７地区公民館の指定管理料等

公民館耐震化事業費 18,100 
中川及び東地区公民館耐震補強工事、南部及び宮生地区公民館耐震診断業務委託、北部及び
本庄地区公民館耐震補強工事設計業務委託

消防費

教育費



予算科目 事 業 名 予 算 額 摘 要

青少年費 2,222 
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 9,688 
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、中川小学校区【新
規】）

文化財等保護管理費 8,099 旧尾形家住宅・春雨庵等の保存管理、有形文化財の修繕等

文化芸術振興事業費 10,277 
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 5,701 
三輪家茅葺屋根修繕、地域の歴史文化等を学ぶ武家屋敷人財育成講座、羽州上山城家中町絵
図作成【新規】、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

15,121 楢下宿庄内屋茅葺屋根修繕工事、国史跡保存活用計画策定等

図書館管理運営費 60,558 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

スポーツ振興事業費 11,413 
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 7,787 上山市体育協会補助、スポーツ少年団育成補助等

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

6,978 
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、ホーム
ページ作成委託料等

体育施設等管理運営費 134,497 体育文化センター等指定管理料【拡充】、その他体育施設管理経費等

体育施設整備事業費 35,550 体育文化センター外壁補修工事、体育文化センター高圧気中開閉器更新工事【新規】

蔵王坊平アスリートヴィレッジ管理
費

24,677 
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

5,000 
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

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


