
　１．計画期間と実施年度

第4次聖籠町総合計画

基本計画（前期） 基本計画（後期）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

（2011） （2012） （2013） （2014） （2015） （2016） （2017） （2018） （2019） 2020

　２．令和２年度実施計画事業費総括

【町の将来像】

●安全で快適な生活環境の創造

●学校・家庭・地域の連携による教育力の向上

●地域資源を活かした魅力ある産業の形成

●開かれた行財政の推進

合　　計

997,210

2,490,546

610,874

276,006

241,672

●安心できる暮らしの実現

【事業費】

千円

4,616,308

千円

千円

千円

千円

千円

※本資料は、実施計画(平成30年度～令和2年度）掲載事業を基本とし、その他必要により事業追記等を行ったものです。

第４次聖籠町総合計画　実施計画事業の概要　(一般会計）

令和２年度当初予算

R02
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　３．　施策の体系 ～第４次聖籠町総合計画における基本構想・基本計画の体系図～

安全で快適な生
活環境の創造

Ⅰ．地域特性を活かしたまちづくり

Ⅱ．自然環境との共生

Ⅲ．生活環境の整備

１．都市近郊型の土地利用 ２．土地利用に係る調査の推進 ３．防災拠点の整備及び強化
４．人口減少対策の推進

１．海岸線環境下での共生 ２．河川環境下での共生 ３．緑地保全・緑化推進 ４．緑の回廊形成

１．道路管理の適正化 ２．体系化された道路網の整備 ３．公共輸送機関の充実 ４．ごみ処理体制の充実

５．環境保全対策の充実 ６．上水道利用の促進 ７．下水道利用の促進 ８．し尿浄化槽の処理体制の推進

安心できる暮らし
の実現

Ⅰ．安全に暮らせる環境づくり

Ⅱ．安心して暮らせる福祉のまちづく

Ⅲ．生涯健康に暮らせるまちづくり

１．消防・救急体制の整備 ２．防災対策の充実 ３．交通安全対策の充実 ４．防犯対策の充実

５．消費生活の充実

１．児童福祉の充実 ２．障がい者福祉の充実 ３．高齢者福祉の充実 ４．地域福祉の充実

１．健康づくりの充実 ２．母子保健の充実 ３．成人・老人保健の学区レベルでの充実 ４．精神保健の充実

５．歯科保健の充実 ６．健康増進施設の改修・充実 ７．医療体制の確立 ８．国民健康保険事業の充実

―　町の将来像　― ―　施策の大綱　― ―　施策の方向　―

学校・家庭・地
域の連携による
教育力の向上

Ⅰ．いきいきと学ぶ子どもたちの教育 １．幼児期における教育の充実 ２．小・中学校教育の充実 ３．奨学支援体制の充実

Ⅱ．豊かな感性の醸成 １．生涯学習の展開 ２．青少年健全育成の推進 ３．文化の推進

Ⅲ．豊かな国際感覚の醸成 １．世界とともに生きる人材の育成

地域資源を活
かした魅力ある
産業の形成

Ⅰ．町の資源をフル活用したいきいき農業
１．農業資源のかん養と保全に向けた取り組みの強化 ２．農業生産者から農業経営者への転換の支援

３．町内資源の有効活用及び他産業との協働

Ⅱ．活力と魅力ある漁業 １．安定して続けられる漁業の促進 ２．漁業と観光の共存

Ⅲ．自然環境を活かした観光 １．観光資源の保全と施設の整備 ２．観光の総合的な推進

Ⅳ．未来を支える商工業 １．地域商工業の振興 ２．地域内他産業との協働

開かれた行財政
の推進

Ⅰ．ともに考え責任を分かち合う意識づくり １．町民参画の推進

Ⅱ．地域主権型社会に対応した体制づくり １．分権型社会への対応

Ⅲ．将来展望に立った健全な行財政の運営 １．効率的・効果的な行財政の運営
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　４.　令和２年度実施計画事業概要 4,616,3084,163,476 千円千円

前年度 令和２年度

452,832 千円

比較増減

事業費総計

　 安全で快適な生活環境の創造1
997,210937,669 千円千円

前年度 令和２年度

59,541 千円

比較増減

事業費

　Ⅰ　地域特性を活かしたまちづくり
千円 千円60,640 47,134

前年度

千円△ 13,506
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 都市近郊型の土地利用 35,20142,236 千円
令和２年度前年度

千円 △ 7,035 千円

比較増減

事業費

都市公園等年間維持管理事業(通常分）公園維持管理事業緑地・公園

町営住宅運営事業町営住宅運営事業住宅地

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 土地利用に係る調査の推進 9,2279,486 千円
令和２年度前年度

千円 △ 259 千円

比較増減

事業費

国土調査事業 地籍調査事業国土調査事業の実施

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 防災拠点の整備及び強化 1,0836,935 千円
令和２年度前年度

千円 △ 5,852 千円

比較増減

事業費

防災対策事業防災対策推進事業防災拠点の整備

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

4 人口減少対策の推進 1,6231,983 千円
令和２年度前年度

千円 △ 360 千円

比較増減

事業費

定住自立圏構想における婚活支援事業婚活支援事業総合戦略の着実な推進

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業

移住支援事業移住支援事業



　Ⅱ　自然環境との共生
千円 千円36,648 32,034

前年度

千円△ 4,614
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 河川環境下での共生 10,65411,598 千円
令和２年度前年度

千円 △ 944 千円

比較増減

事業費

河川維持管理事業河川維持管理事業河川整備・動植物の保全等

加治川堤桜維持管理事業

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 緑地保全・緑化推進 21,38025,050 千円
令和２年度前年度

千円 △ 3,670 千円

比較増減

事業費

森林防除・整備事業保安林等育成保全事業松林・保安林の保全

アメシロ防除事業町民緑化意識高揚事業町民の緑化推進への取り組み

環境美化推進事業

　Ⅲ　生活環境の整備
千円 千円840,381 918,042

前年度

千円77,661
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 道路管理の適正化 224,699162,970 千円
令和２年度前年度

千円 61,729 千円

比較増減

事業費

道路維持管理事業道路維持管理事業道路維持

道路台帳整備事業

道路側溝整備事業

道路ストック総点検事業

道路維持修繕事業

冬期通学バス運行事業冬期バス運行事業冬期間の交通確保

除雪作業等事業除雪事業

消雪パイプ整備事業消雪パイプ整備事業



施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 体系化された道路網の整備 98,958154,350 千円
令和２年度前年度

千円 △ 55,392 千円

比較増減

事業費

蓮野苔沼線道路拡幅事業生活道路整備事業集落内道路

その他測量・設計修正・再計算等事業

大夫興野浦山線拡幅事業

（仮）蓮潟金清水線新設事業

蓮野苔沼線道路拡幅事業

二本松蓮野線道路拡幅事業

中の橋三賀線歩道新設事業

蓮潟金清水線拡幅事業　【新規事業】

（仮称）藤寄3号線道路新設事業

寺島網代浜線（苔沼）道路拡幅事業

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 公共輸送機関の充実 52,55853,300 千円
令和２年度前年度

千円 △ 742 千円

比較増減

事業費

循環バス事業町循環バス適正運行事業町循環バスの適正運行

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

4 ごみ処理体制の充実 226,222211,912 千円
令和２年度前年度

千円 14,310 千円

比較増減

事業費

ごみ減量化・資源化促進事業（ごみ収集運搬委託）ごみ減量化・資源化推進事業ごみの減量化・資源化の促進

豊栄郷清掃施設処理組合負担金ごみ適正処理事業

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

5 環境保全対策の充実 18,8656,758 千円
令和２年度前年度

千円 12,107 千円

比較増減

事業費

環境マネジメントシステム運用支援事業環境保全啓発事業地球温暖化

水質汚濁防止対策事業監視測定事業水環境

自動車騒音常時監視事業騒音・振動・悪臭

危険害虫及び小動物死骸処理事業その他環境衛生事業その他



火葬場の負担金その他環境衛生事業その他

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

6 上水道利用の促進 855955 千円
令和２年度前年度

千円 △ 100 千円

比較増減

事業費

上水道安定供給事業上水道安定供給事業安定した水の供給

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

7 下水道利用の促進 286,000240,000 千円
令和２年度前年度

千円 46,000 千円

比較増減

事業費

下水道事業一般会計繰出金下水道事業安定化対策事業健全な下水道経営の推進

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

8 し尿浄化槽の処理体制の推進 9,88510,136 千円
令和２年度前年度

千円 △ 251 千円

比較増減

事業費

し尿及び汚泥処理の負担金し尿処理事業その他



　 安心できる暮らしの実現2
2,490,5462,255,334 千円千円

前年度 令和２年度

235,212 千円

比較増減

事業費

　Ⅰ　安全に暮らせる環境づくり
千円 千円329,559 426,673

前年度

千円97,114
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 消防・救急体制の整備 295,166285,801 千円
令和２年度前年度

千円 9,365 千円

比較増減

事業費

消防協会負担金及び互助事業等負担金消防力の整備・充実事業消防力の整備・充実

新発田地域広域事務組合負担金（消防分）

消防団活動事業

消防力整備充実事業

県市町村総合事務組合消防団員等公償負担金

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 防災対策の充実 105,77715,215 千円
令和２年度前年度

千円 90,562 千円

比較増減

事業費

防災行政無線通信施設整備事業防災施設更新事業防災体制等の推進・整備

防災体制等推進整備事業防災対策推進事業

自主防災組織設置育成事業

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 交通安全対策の充実 10,42910,563 千円
令和２年度前年度

千円 △ 134 千円

比較増減

事業費

交通安全思想普及事業交通安全思想普及事業交通安全思想の普及徹底

道路交通環境整備事業道路交通環境整備事業道路交通環境の整備

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

4 防犯対策の充実 12,19514,710 千円
令和２年度前年度

千円 △ 2,515 千円

比較増減

事業費

防犯施設整備事業防犯施設整備事業防犯施設の整備

空き家対策推進事業空き家対策推進事業空き家対策の推進



施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

5 消費生活の充実 3,1063,270 千円
令和２年度前年度

千円 △ 164 千円

比較増減

事業費

消費生活相談事業消費者行政事業消費者の相談体制の充実

　Ⅱ　安心して暮らせる福祉のまちづくり
千円 千円1,619,267 1,707,722

前年度

千円88,455
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 児童福祉の充実 971,854911,433 千円
令和２年度前年度

千円 60,421 千円

比較増減

事業費

ひとり親家庭等医療費助成事業子育て支援事業子育て家族の応援

健やか子育て支援事業

児童手当扶助費

亀塚児童館・児童クラブ運営事業放課後対策充実事業

学校給食補助事業学校給食補助事業

病児・病後児保育事業保育体制充実事業仕事と子育ての両立の応援

保育業務委託事業

児童遊園等施設更新・整備事業施設整備事業子どもにやさしい地域環境の整備

子ども子育て相談支援事業子ども子育て相談支援事業子育て活動への支援体制の充実

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 障がい者福祉の充実 318,882306,495 千円
令和２年度前年度

千円 12,387 千円

比較増減

事業費

在宅重度心身障害者介護手当支給事業障がい者助成事業地域でともに生活するための施策の推進

障害者福祉計画策定事業　　【新規事業】

指定障害福祉サービス事業補助金健康で自立した生活を実現するための体制整備

障がい児通所給付費扶助事業

補装具給付事業

自立支援医療費（更生）扶助費

重度心身障害者医療扶助事業

じん臓機能障害者交通費扶助事業



福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業障がい者助成事業健康で自立した生活を実現するための体制整備

知的障がい者施設負担金障がい者施設運営支援事業

地域生活支援事業生活支援事業

介護給付費等扶助事業

自立支援医療費扶助事業障がい者助成事業

自立支援医療費（育成）扶助費

難聴者補聴器購入費扶助費　　【新規事業】難聴者支援事業自立と社会参加への支援

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 高齢者福祉の充実 369,107354,657 千円
令和２年度前年度

千円 14,450 千円

比較増減

事業費

敬老会事業生きがい対策事業いきいき活動の応援

高齢者タクシー利用料助成事業

シルバー人材センター負担金

生きがい型デイサービス事業

高齢者応援手当支給事業

長寿祝金支給事業

単位老人クラブ活動費補助事業

二次予防事業対象高齢者等介護予防事業

訪問介護利用料助成事業介護保険制度推進事業要介護であってもその人らしく

養護老人ホーム入所委託事業養護老人ホーム入所委託等事業

養護老人ホーム負担金

社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金介護保険制度推進事業

おむつ等給付事業在宅福祉対策支援事業

寝たきり老人等介護者手当支給事業

通所介護運営事業

高齢者及び障害者向け住宅整備事業

緊急通報装置設置事業高齢者事故防止事業

高齢者等ごみ出し支援事業　　【新規事業】在宅福祉対策支援事業

介護保険特別会計繰出金介護保険推進事業その他



施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

4 地域福祉の充実 47,87946,682 千円
令和２年度前年度

千円 1,197 千円

比較増減

事業費

町社会福祉協議会助成事業町社会福祉協議会助成事業ともに生きる地域づくりの推進

地域福祉推進事業地域福祉支援事業

人権教育啓発推進計画策定事業人権教育・啓発推進事業

ボランティア推進補助事業ボランティア推進事業ボランティア活動の育成及び地域福祉専門職の確保

　Ⅲ　生涯健康に暮らせるまちづくり
千円 千円306,508 356,151

前年度

千円49,643
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 健康づくりの充実 50,48046,678 千円
令和２年度前年度

千円 3,802 千円

比較増減

事業費

地域保健対策推進事業地域保健対策事業健康づくり推進組織の活動強化

予防接種事業予防接種事業感染症対策の充実

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 母子保健の充実 83,97383,391 千円
令和２年度前年度

千円 582 千円

比較増減

事業費

特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

妊産婦・子ども医療費助成事業子育て支援事業

妊婦及び乳幼児健診等事業乳幼児等健診等事業

新生児聴覚検査扶助費事業　乳幼児健診支援事業子育てにかかる負担軽減策の充実

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 成人・老人保健の学区レベルでの充実 68,95563,077 千円
令和２年度前年度

千円 5,878 千円

比較増減

事業費

健康診査事業健診事業健診受診率の向上

後期高齢者医療特別会計繰出金後期高齢者医療推進事業その他



施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

4 精神保健の充実 4,3365,160 千円
令和２年度前年度

千円 △ 824 千円

比較増減

事業費

精神障がい者入院費扶助事業障がい者助成事業精神保健の充実

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

5 歯科保健の充実 01,883 千円
令和２年度前年度

千円 △ 1,883 千円

比較増減

事業費

う蝕予防事業歯科保健事業歯科保健サービスの充実

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

6 健康増進施設の改修・充実 42,4350 千円
令和２年度前年度

千円 42,435 千円

比較増減

事業費

施設改修事業施設整備事業聖籠町観音の湯ざぶーん館の改修と充実

施設管理事業

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

8 国民健康保険事業の充実 105,972106,319 千円
令和２年度前年度

千円 △ 347 千円

比較増減

事業費

国民健康保険特別会計繰出金国民健康保険推進事業その他



　 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上3
610,874501,758 千円千円

前年度 令和２年度

109,116 千円

比較増減

事業費

　Ⅰ　いきいきと学ぶ子どもたちの教育
千円 千円337,098 437,176

前年度

千円100,078
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 幼児期における教育の充実 13,33913,817 千円
令和２年度前年度

千円 △ 478 千円

比較増減

事業費

蓮野こども園改修事業幼稚園施設維持管理事業豊かな教育環境の整備・充実

亀代こども園改修事業

蓮潟こども園改修事業

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 小・中学校教育の充実 366,417262,421 千円
令和２年度前年度

千円 103,996 千円

比較増減

事業費

学力向上事業(非常勤講師等事業）教育支援事業確かな学力の定着を目指す教育

学校給食調理場改修事業学校給食共同調理場整備事業豊かな心と健やかな体を育てる教育

学校図書館支援事業教育支援事業

未来創造塾実践事業

中学校部活動等支援事業スポーツ・文化活動推進事業

原爆被爆地平和記念式典派遣事業原爆被爆地記念式典派遣事業

給食調理等業務委託事業学校給食業務委託事業

中学生海外研修補助事業海外研修事業社会の変化に対応した教育

情報機器ネットワーク事業情報機器ネットワーク管理事業

介助員配置事業人的支援事業特別支援教育

就学援助事業就学支援事業

亀代小学校改修事業学校施設維持管理事業教育環境の整備・充実

山倉小学校改修事業

聖籠中学校改修事業

学校環境整備事業（校庭草刈作業業務委託）

蓮野小学校改修事業



施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 奨学支援体制の充実 57,42060,860 千円
令和２年度前年度

千円 △ 3,440 千円

比較増減

事業費

育英資金貸付金事業育英資金貸与事業育英資金貸与事業

　Ⅱ　豊かな感性の醸成
千円 千円159,621 170,938

前年度

千円11,317
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 生涯学習の展開 137,751127,723 千円
令和２年度前年度

千円 10,028 千円

比較増減

事業費

町民会館管理業務委託社会教育施設維持管理事業生涯学習の推進

空調設備自動制御機器保守点検業務委託

空調・換気設備定期点検業務委託

町民会館警備業務業務委託

町民会館管清掃管理業務委託

三多目的屋内運動場管理業務委託

町民会館電気設備保守点検業務委託

町民会館ガスエアコン保守点検業務委託

社会教育委員報酬、公民館運営審議会委員報酬生涯学習活動推進事業

冷温水ユニット保守点検業務委託社会教育施設維持管理事業

社会教育施設予約等情報提供システム事業生涯学習活動推進事業

町民会館消防防災設備保守点検業務委託社会教育施設維持管理事業

スポネットせいろう補助金芸術・スポーツ活動支援事業

国際ユースサッカー大会負担金

屋外体育施設維持管理業務委託社会教育施設維持管理事業

スポーツ振興業務委託芸術・スポーツ活動支援事業

スポーツ推進委員報酬

トレーニングルーム管理業務委託社会教育施設維持管理事業

スポアイランド聖籠施設管理事業

町民会館改修工事

体育施設整備事業

結いハート聖籠維持管理事業



芸術・スポーツ文化振興事業芸術・スポーツ活動支援事業生涯学習の推進

図書館業務充実事業図書館運営事業図書館の充実

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 青少年健全育成の推進 4,5823,968 千円
令和２年度前年度

千円 614 千円

比較増減

事業費

青少年健全育成支援事業青少年非行防止連携事業健全育成体制の充実

学校・家庭・地域の連携促進事業学校・家庭・地域連携促進事業

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 文化の推進 28,60527,930 千円
令和２年度前年度

千円 675 千円

比較増減

事業費

阿賀北ロマン賞共催事業芸術文化推進事業文化の創造・遺産の保存

文化財保護助成事業文化的遺産保存支援事業

舞台･照明･音響等操作業務委託芸術文化推進事業

文化会館自主事業

文化会館施設修繕

文化財保護事業歴史文化の拠点づくり推進事業

　Ⅲ　豊かな国際感覚の醸成
千円 千円5,039 2,760

前年度

千円△ 2,279
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 世界とともに生きる人材の育成 2,7605,039 千円
令和２年度前年度

千円 △ 2,279 千円

比較増減

事業費

県費留学生交流事業国際交流事業国際理解の促進

哈爾浜市との児童・生徒相互交流事業



　 地域資源を活かした魅力ある産業の形成4
276,006268,866 千円千円

前年度 令和２年度

7,140 千円

比較増減

事業費

　Ⅰ　町の資源をフル活用したいきいき農業
千円 千円138,434 129,516

前年度

千円△ 8,918
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 農業資源のかん養と保全に向けた取り組みの強化 72,91683,945 千円
令和２年度前年度

千円 △ 11,029 千円

比較増減

事業費

青年就農支援事業生産法人・認定農業者等育成事業新規就農者対策

農道維持管理事業生産基盤整備事業生産基盤の整備

強い農業・担い手づくり総合支援事業強い農業・担い手づくり総合支援事業

ほ場整備園芸試験推進事業　【新規事業】生産基盤整備事業

加治川治水利水対策協議会

正庵角庵排水路整備事業

県営中曽根地区経営体育成基盤整備事業

農林水産振興事業農林水産業総合振興事業

こだわり農業支援事業こだわり農業支援事業

聖籠町病害虫防除事業病害虫防除対策事業

土地改良施設維持管理事業生産基盤整備事業

遊休農地対策事業　遊休農地対策事業遊休農地対策

経営所得安定対策推進事業生産法人・認定農業者等育成事業生産法人、認定農業者及び担い手の確保・育成

水田農業確立対策事業

農地中間管理事業農地集積対策事業農地集積対策

農地集積対策事業

農家組合長謝礼その他事業その他

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 農業生産者から農業経営者への転換の支援 11,14110,920 千円
令和２年度前年度

千円 221 千円

比較増減

事業費

農産物販売促進事業農産物販売促進事業農産物直売所の改善

農産物加工センター管理運営事業農産物加工センター活用支援事業高付加価値品の生産・販売促進



施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

3 町内資源の有効活用及び他産業との協働 45,45943,569 千円
令和２年度前年度

千円 1,890 千円

比較増減

事業費

多面的機能支払交付金事業多面的機能支払交付金事業農業・農村の多面的機能の発揮・継承

水環境整備事業水環境整備事業

ふれあい農園運営事業農園貸出事業

　Ⅱ　活力と魅力ある漁業
千円 千円2,024 2,139

前年度

千円115
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 安定して続けられる漁業の促進 2,1392,024 千円
令和２年度前年度

千円 115 千円

比較増減

事業費

ヒラメ稚魚放流事業稚魚放流事業豊かな漁場づくりの継承

加治川河口浚渫事業漁業施設周辺整備事業漁業施設の周辺整備

　Ⅲ　自然環境を活かした観光
千円 千円53,006 55,396

前年度

千円2,390
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 観光資源の保全と施設の整備 29,32727,317 千円
令和２年度前年度

千円 2,010 千円

比較増減

事業費

海水浴場運営事業観光施設運営事業観光客を迎える環境づくり

海のにぎわい館管理運営事業

にぎわい創出・交流拡大事業イベント等支援事業観光イベントの充実

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

2 観光の総合的な推進 26,06925,689 千円
令和２年度前年度

千円 380 千円

比較増減

事業費

広域観光圏づくり推進事業(新発田市･胎内市･聖籠町定住自立圏)広域観光圏づくり推進事業周辺施設と地場農産物を活かした観光ﾋﾞｼﾞﾈｽの活性化

聖籠町観光振興事業観光開発支援事業新たな観光資源の整備・ＰＲ

新潟港（東港区）へのクルーズ客船の誘致及び受入体制整備事業クルーズ客船誘致推進事業クルーズ客船の寄港を通じた町の振興と経済の活性化



　Ⅳ　未来を支える商工業
千円 千円75,402 88,955

前年度

千円13,553
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 地域商工業の振興 88,95575,402 千円
令和２年度前年度

千円 13,553 千円

比較増減

事業費

聖籠町商工会運営事業制度資金事業中小企業活性化支援

聖籠町制度資金支援事業

小規模企業支援事業小規模企業振興事業小規模企業の振興

企業立地促進事業企業立地促進事業新潟東港の振興

自治体連携事業東港エリア振興事業

新潟港振興協会負担金

新潟港開港150周年記念事業



　 開かれた行財政の推進5
241,672199,849 千円千円

前年度 令和２年度

41,823 千円

比較増減

事業費

　Ⅰ　ともに考え責任を分かち合う意識づくり
千円 千円30,063 29,351

前年度

千円△ 712
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 町民参画の推進 29,35130,063 千円
令和２年度前年度

千円 △ 712 千円

比較増減

事業費

行政連絡事務等業務委託行政連絡事務等円滑化推進事業町民と行政のパートナーシップの確立

広報せいろう発行事業広報広聴活動の充実事業情報公開の推進

議会ラジオ放送事業

社会教育だより発行事業

議会広報発行事業

公会堂整備事業公会堂施設整備事業活動環境の整備

総合計画策定事業　総合計画策定事業その他

　Ⅱ　地域主権型社会に対応した体制づくり
千円 千円10,380 13,483

前年度

千円3,103
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 分権型社会への対応 13,48310,380 千円
令和２年度前年度

千円 3,103 千円

比較増減

事業費

広域行政推進事業広域行政の推進事業広域行政の推進

　Ⅲ　将来展望に立った健全な行財政の運営
千円 千円159,406 198,838

前年度

千円39,432
令和２年度

事業費
比較増減

施策の方向性 主　要　事　業 事　業　名

1 効率的・効果的な行財政の運営 198,838159,406 千円
令和２年度前年度

千円 39,432 千円

比較増減

事業費

手数料・使用料等調査審議委員会行財政改革推進事業行財政改革の推進

補助金等調査委員会　　【新規事業】

行財政改革有識者会議



政策法務推進事業職員能力開発推進事業人材の育成と行政組織の適正化

職員派遣・研修事業

人事評価制度推進事業

総合評価方式支援業務委託事業総合評価方式入札事業健全な財政運営の推進

統一的な基準による財務書類作成事業財政指標分析公表事業

ふるさと納税促進事業ふるさと納税促進事業

戸籍情報電算化業務委託事業行政事務効率化推進事業電子自治体の推進

情報セキュリティ対策事業情報セキュリティ対策事業

番号制度（マイナンバー）対応事業行政事務効率化推進事業

地籍図分筆・合筆等修正業務委託事業

町税事務電算処理業務委託事業

印刷機借上

総合行政ネットワーク構築事業

インターネット活用事業

業務電算化推進事業

電子コピー機器借上

戸籍情報広域連携事業　　【新規事業】

職員健康管理事業職員健康管理事業その他

庁舎清掃業務委託庁舎維持管理事業

電話交換業務委託

電話機器借上

空調設備及び衛生設備保守点検業務委託

清掃管理業務委託

庁舎警備業務委託

町有財産整備事業

公有車購入事業公有車購入事業

固定資産評価替事業固定資産評価替事業

全国石油備蓄基地市町村連絡協議会全国石油備蓄基地立地市町村連携事業

庁舎庭園維持管理業務委託庁舎維持管理事業

弁護業務委託事業弁護業務委託事業
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