
（単位：千円）

課　名 款　項　目 事　　　業　　　名 Ｒ３予算額 事　業　目　的　等

公会堂改修等工事費補助金 871

各集落が行う集会用の施設の修繕等に対して補助
　・大夫興野公会堂修繕工事
　・本諏訪山公会堂エアコン設置工事
　・正庵公会堂ブロック塀改修工事
　・山大夫集落コミュニティセンターエアコン取替工事

ふるさと納税返礼品発送等業
務委託料

16,409
ふるさと納税をしていただいた方へのお礼の品（農産物）を調達し、発送する業務
を委託

結婚新生活支援補助金 7,500
結婚に伴う新生活のスタートアップにおける住居費（賃借又は購入）、引越費用等
の補助

移住支援事業補助金 5,000
東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）から移住した方への支援
※条件不利地域からの移住は対象外

税務課 2-2-2（賦課徴収費） 町税事務電算処理業務委託料 22,646
当初賦課、課税、収納業務等の委託料。納税のキャッシュレス化対応（326千円）を
含む。

2-1-12（循環バス事業費） 循環バス運行業務委託料 46,540
循環バスを運行するための業務委託料。高齢者などの乗り降りをしやすくするた
め、日中に運行する循環バスの低床化に要する費用（4,000千円）含む。

4-2-2（塵芥処理費）
一般廃棄物収集運搬業務委託
料

67,358 可燃物収集運搬委託、不燃物収集運搬委託、資源ごみ収集運搬委託

9-1-1（非常勤消防費）
新発田地域広域事務組合消防
負担金

249,488

新発田地域広域事務組合への負担金
　・消防庁舎再編整備事業（豊浦出張所：地質調査、設計業務、
　　消防本部・新発田消防署：用地測量）
　・多目的消防ポンプ自動車導入（豊浦出張所）
　・高規格救急車更新（さくら分署）

9-1-2（消防施設費） 消防用備品購入費 18,141

消防力向上・維持のため、消防用備品を購入
　・小型動力ポンプ付き普通積載車
　・ＬＥＤ投光器
　・発電機　　　　　　　　　　　など

9-1-3（防災費）
デジタル同報系防災行政無線
整備工事

191,620

アナログ方式からデジタル化に対応した無線への整備工事（令和３～５年度継続事
業）
・屋外スピーカー、個別受信機の更新
・情報配信手段の多重化（LINE、Twitter連携）

保健福祉課 3-3-1（障害福祉費)
障害者相談支援事業業務委託
料

10,682
障がい者がその人らしく自立して生活できるよう相談に応じ、情報提供や権利擁護
のための必要な援助を行う障害者支援センターの運営を委託
（町社会福祉協議会に委託）

令和３年度当初予算主要事業一覧

総務課 2-1-1（一般管理費）

総合政策課 2-1-5（企画費）

生活環境課
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指定障害福祉サービス事業補
助金

7,749 杉の子の家（生活介護・就労継続支援Ｂ型）の運営費補助

特別支援学校通学支援業務委
託料

1,262 仕事等で送りができない保護者を支援するため、特別支援学校への送りを実施

難聴者補聴器購入費扶助費 250 18歳以上の難聴者に対する補聴器の購入費助成

4-1-2（予防費）
新型コロナウイルスワクチン
接種業務委託料

52,994 新型コロナウイルスワクチン接種に対する医療機関への委託料

産後ケア業務委託料 525
産後も安心して子育てができるよう、医療機関と連携し、心身のケアや育児をサ
ポート

子ども医療扶助費 51,325
0歳から満18歳（高校卒業）までの子どもの医療費のうち、一部負担金（外来　1日
530円、入院1日1,200円）を控除した額を助成（同一医療機関での外来一部負担は月
1回）

新生児聴覚検査扶助費 780
新生児の聴覚障がいを早期に発見し、適切な措置が講じられるように検査費用の一
部を助成

4-1-5（健康診査費） 健康診査業務委託料 32,646 町民の生活習慣病予防・早期発見・早期治療を図るため、各種住民健診を実施

4-1-6（地域保健対策推進費） 自殺対策強化事業 165
新型コロナウイルス感染症の影響により社会全体の自殺リスクの高まりに対し、多
くの相談に対応するため、保健師や弁護士等による多方面の支援体制を強化する。

ざぶ～ん館管理業務委託料 33,000
ざぶーん館の指定管理委託料。新型コロナウイルス感染症の影響等から入館者が減
少し、厳しい経営状況にあるざぶーん館であるが、指定管理料を引き上げ、管理者
の資本強化を図ることで、経営改善を促進する。

ざぶ～ん館改修事業 23,166

ざぶーん館の改修工事
・空調設備改修工事
・源泉送湯管改修工事
・Wi-Fi設置工事

生きがい型デイサービス事業
社協委託料

11,447
高齢者等の寝たきり・認知症の予防のためになごみの家でレクリエーション等の
サービスを実施（町社会福祉協議会に委託）

通所介護運営事業委託料 61,528 聖籠町デイサービスセンターの運営を聖籠福祉会に委託

保健福祉課

3-3-1（障害福祉費)

4-1-4（母子保健衛生費）

4-1-7（健康増進施設費）

長寿支援課 3-1-3（老人福祉費）
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長寿支援課 3-1-3（老人福祉費）
高齢者等ごみ出し支援事業業
務委託料

802 高齢者など支援が必要な方のごみ出しを行う。

ねたきり老人介護者扶助費 6,600
寝たきり及び認知症老人の介護者に手当を支給
・所得税非課税世帯　月額 10,000円
・その他の世帯　　　月額　5,000円

高齢者応援手当扶助費 9,940 高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため手当を支給

高齢者タクシー利用料扶助費 9,350
運転免許証を持たない方へタクシー利用券を支給（対象を80歳以上から75歳以上に
拡大）

農林水産振興事業費補助金 23,996

新潟県農林水産業総合振興事業
　・新規就農者資本装備支援（雨除けハウスリース）1件
　・園芸生産促進（梨ｼﾞｮｲﾝﾄ栽培棚兼用防災網リース）1件
　・農地所有適格法人設立支援（米乾燥調製設備補助）1件
　
農林水産振興事業
　・おうとう雨除けハウス導入補助　5件
　　　（認定農業者及び認定新規就農者2件、左記以外3件）

大豆等生産振興事業補助金 23,000 大豆等の生産振興を図るため、品質・生産数量に応じて補助を行う。

多面的機能支払交付金事業補
助金

42,997

事業実施組織：16組織
　①農地維持支払　　　　691.0ha
　②資源向上（共同）　　403.3ha
　③資源向上（多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援）170.9ha
　④資源向上（農村協働力の深化に向けた活動への支援）13.7ha
　⑤資源向上（長寿命化）320.8ha
【新規追加】
　②資源向上（共同）　　 56.4ha

県営正庵角庵地区湛水防除事
業負担金

81,250 正庵角庵排水路の改修負担金（県営事業）

聖籠町暮らし応援事業補助金 50,000
地元経済支援と人口増加策としての移住・子育て支援など総合的な施策として、住
宅取得、リフォーム、空き家の活用などをされる方に補助を行う。

聖籠町観光協会運営事業補助
金

13,900
町観光協会が実施する観光イベント事業等に対する補助
　(弁天潟さくらまつり、聖籠秋まつりなど）

長寿支援課 3-1-3（老人福祉費）

6-1-3（農業振興費）

6-1-5（農地費）

7-1-2（商工業観光振興費）

産業観光課
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聖籠夏まつり実行委員会補助
金

12,800 実行委員会が実施する聖籠夏まつりに対する補助

聖籠町サーフィン大会実行委
員会補助金

3,000
実行委員会が実施するサーフィン大会に対する補助（クラウドファンディングを含
めた財源を活用）

8-2-1（道路橋梁総務費） 道路整備業務委託料 21,140

路線測量
　・蓮潟幼稚園線
用地測量
　・蓮潟幼稚園線
物件調査
　・蓮潟幼稚園線
道路ストック総点検（橋梁）

道路施設等維持修繕工事 14,806

・蓮潟戸嶋１号線街路灯修繕工事
・網代浜海岸線防護柵修繕工事
・消雪パイプ設備修繕工事
・道路区画線設置工事（町内一円）
・道路維持修繕工事（町内一円）

消雪パイプ設備工事 37,026 ・山大夫二本松線（二本松）

道路改良工事 154,649

道路舗装工事 33,385

聖籠町下水道事業会計負担金 256,232 雨水施設負担金、分流式下水道等に要する経費負担分

聖籠町下水道事業会計出資金 23,768 聖籠町下水道事業会計に対する出資金

3-2-5（保育所費） 保育所整備補助金 586,353 新たな子育てシステムに向け、私立認定こども園の整備を補助する。

地域教育担当主事の新設 3,337
新たに地域教育担当主事１名を配置し、地域を巻き込んだ地域とかかわる事業を推
進する。

通学路防犯カメラ設置工事 3,465 9箇所設置（3ヶ年計画（R2～4）で各学区9台ずつ、合計27台設置予定）

ふるさと整備課
8-2-2（道路維持費）

8-2-3（道路改良費）
・蓮潟金清水線
・蓮野苔沼線

8-5-3（公共下水道費）

子ども教育課

10-1-2（事務局費）

7-1-2（商工業観光振興費）産業観光課
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子ども教育課 10-1-2（事務局費） 育英生貸付金 51,468

将来を担う人材育成を目的として、大学から各種専修学校までの学生を対象に育英
資金の貸与を実施
・貸与月額
　自宅からの通学…４万円以内
　自宅外からの通学…６万円以内
・一時金（入学年度に限る）
　大学…50 万円以内
　短期大学・高等専門学校・各種専修学校…30 万円以内

通信運搬費 13,306 タブレット端末回線使用料　ほか

タブレット端末学習支援ソフ
ト使用料

10,189 タブレット端末で使用する学習支援ソフトの使用料（1,300アカウント）

10-1-4（国際教育費） 英語指導助手業務委託料 10,032
英語指導助手（ALT）の派遣及びイングリッシュキャンプの業務委託料。英語指導助
手を1名増員し、2名体制とする。

通学バス運行（運転）業務委
託料

4,390 遠距離通学となる児童を対象とした小学生通学バスの運行業務委託料

10-2-2（教育振興費）
就学援助費及び特別支援教育
就学奨励費

9,433
経済的に困窮している家庭に就学にかかる費用の一部を援助する。就学援助費につ
いては、認定基準の緩和を行う。

10-3-1（学校管理費） 通学バス運行業務委託料 14,130 冬季における中学生通学バスの運行業務委託料

10-3-2（教育振興費）
就学援助費及び特別支援教育
就学奨励費

7,444
経済的に困窮している家庭に就学にかかる費用の一部を援助する。就学援助費につ
いては、認定基準の緩和を行う。

幼児教育アドバイザーの配置 3,822
幼児教育アドバイザー１名を配置し、こども園の教員の資質・能力向上に向けての
取組を展開する。

認定こども園施設整備事業補
助金

31,420 新たな子育てシステムに向け、私立認定こども園の整備を補助する。

調理場施設設備改修工事 20,785

給食調理場施設の改修工事
・下処理施設空調設備
・炊飯設備
・器具洗浄機　など

学校給食費補助金 4,785
町立こども園から中学校までの子を3人以上養育している保護者に対して3人目以降
の給食費を無料とする。

子ども教育課

10-1-3（教育振興費）

10-2-1（学校管理費）

10-5-1（幼稚園費）

10-7-3（学校給食運営費）
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10-6-2（社会教育施設費） 町民会館トイレ改修工事 3,700 町民会館トイレの一部を温水洗浄便座へ改修する。

10-6-7（文化会館費） 自主事業費 11,068 さくらんぼ民謡の祭典外5事業

10-7-2（体育施設費）
聖籠野球場得点表示盤改修工
事

6,889 聖籠野球場の得点表示盤の改修工事

社会教育課
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