
活力と交流の都市基盤づくり

（単位：千円）

特定 579,300

一般 39,600

特定 314,000

一般 51,544

特定 93,000

一般 10,093

特定 129,000

一般 183,360

特定

一般 13,089

特定

一般 15,106

新 特定

一般 10,000

新 特定 7,000

一般 14,138

特定 26,000

一般 2,532

特定 138,357

一般 147,626

準用河川成田川改修

・地籍未調査地区の調査及び未認定地区の認証
・地籍図の分・合筆等修正及び地籍調査成果による
誤り等の訂正
・地籍管理システムの管理・運用

道・水路用地の取得及び管理

事 業 内 容

石和１７号線改良ほか　　全１０路線を計画

緊急地方道路整備事業 365,544 新巻塩田金沢線改良ほか　　全６路線を計画

事業費

618,900

財源内訳

1 道路新設改良事業

市民生活道路の維持・管理費

5 用地管理事業 13,089

3 準用河川改修事業 103,093

2

4 道路維持管理事業 312,360

6 地籍調査・管理事業 15,106

事 業 名

10
石和駅前土地区画整理
事業

285,983

7
都市計画マスタープラン
策定事業

10,000

8 都市再生整備事業 21,138

本事業は、石和温泉駅南側の約１３.１９haを施行地区
とし、平成４年４月２２日に事業認可を受け、平成２０
年度完成を目途としている。
笛吹市石和町の中心部として発展するために、都市
計画道路、区画道路、公園等の公共施設を計画的に
整備し、環境の整った健全かつ良好なる市街地の形
成を目指す。

市の広域的・一体的なまちづくりの推進を図ること目
的とし、市の将来に向けたまちづくりの具体的目標を
定め住民に示すため作成する。
＊実施期間　Ｈ18年度からＨ20年度

9
春日居町駅周辺整備事
業

「田園都市かすがい」の顔として、自然と共生できる駅
周辺を整備し、市内外の人々の交流拠点を創造す
る。

地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施
し、都市再生を推進することにより、地域住民の生活
の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るためま
ちづくり交付金を活用した事業の検討に要する経費。

28,532



活力と交流の産業づくり

（単位：千円）

特定 5,040

一般 36,800

特定

一般 5,060

特定 250

一般 576

特定

一般 2,786

特定

一般 2,896

特定 8,414

一般 3,977

特定 5,265

一般 1,755

新 特定 4,937

一般 1,463

特定

一般 8,193

新 特定

一般 2,280

特定 6,885

一般 2,963

特定

一般 1,622

12
アグリ情報ステーション
活用事業

1,622
市の農業振興拠点施設として、主に農家や農業後継
者の技術育成支援などを行う。

2,786 農業関連団体の基盤強化及び活動支援に伴う補助

3
農業経営体基盤強化促
進対策事業

826
農業基盤強化の促進に関する基本構想に基づき、笛
吹市担い手育成総合支援協議会を中心に、認定農業
者を主とした担い手の育成を図る。

2,280
桃・ぶどうなどの優れた農産物のイメージアップを図る
ため、ホタルの舞う清らかで豊かな水系環境をアピー
ルする。

11
中山間地域等直接支払
推進事業

9,848
中山間地域の営農支援のため、耕作放棄防止や地
域農業環境を守る集落団体に交付金を交付する。
＊２８集落協定

10
地域環境資源活用推進
事業

旬のやまなし地産地消支援事業
明日へつなぐ甲州ワイン開発促進事業
次代へつなぐ果樹産地再編整備事業
地域提案型集落営農促進事業　　など

9
農産物等消費拡大宣伝
事業

8,193

笛吹市内農産物の消費拡大宣伝事業
甲州ぶどうフェア、オリジナルワイン宣伝、PRパンフ
レット、パッケージ作成、球場宣伝、JAの宣伝支援
等

8 地域農業振興事業 6,400

市内の山林等に発生した松くい虫による松枯れ被害
木の適正処理と防除対策を行うことにより、被害の拡
大を防止し、もって緑及び景観の保全を図る。

7 森林整備活動支援事業 7,020

市内の人工林を主とした森林整備計画に基づく地域
活動の支援対策の推進
・森林の多面的機能を維持するための各種事業に対
する交付金事業

6 松くい虫防除事業 12,391

認定農家及び中核的農家を主とした担い手を育成す
ると伴に、遊休農地の解消を図るため、農用地の借り
手に対し農地流動化奨励補助金を交付し農地の利用
集積を促進する。

5 農業後継者養成事業 2,896

桃・ぶどう日本一の郷を担う農業後継者への支援及
び農業生産法人設立への支援を図る。
・後継者団体等への活動補助
・各種研修会の開催及び支援

2
農地流動化地域総合推
進事業

5,060

4 農業振興団体育成事業

事 業 内 容

鳥獣害防止対策強化事
業

1

猪・熊等の鳥獣害による農作物被害防止対策の推進
・有害鳥獣用防止柵及び電気柵等設置補助並びに原
材料支給
・各猟友会への駆除委託

41,840

財源内訳事業費事 業 名



特定 484,999

一般 76,299

特定 100

一般 211,673

特定 169,200

一般 90,364

特定 163,000

一般 9,508

特定

一般 67,031

特定

一般 25,180

特定 2,334

一般 11,341

特定 546

一般 31,559

特定

一般 10,403

特定

一般 24,265

特定

一般 53,814

特定 1,400

一般 82,575

特定 120,000

一般 6,000

25 観光施設整備事業 126,000
観光施設の新設改良等の整備を行い、観光事業の振
興を図る。平成１８年度は市役所前笛吹川河川敷観
覧席設置工事と観光案内板の設置工事を計画。

24 観光イベント事業 83,975
笛吹市で開催する、桃の花まつりを始めとした各種イ
ベントの開催経費を計上し、今後一層の観光振興を
図る。

23 観光宣伝事業 53,814
笛吹市で行う各種イベントや市内の観光資源等を広く
知っていただくための広報活動費。

22 観光関係団体育成事業 24,265
市内観光業の振興を図るため、観光関係団体に対し
て補助を行う。

21
小規模企業者小口資金
融資促進事業

10,403
小規模企業者を対象とした限度額７５０万円の無担保
無保証人の融資制度を行う事業で、保証金及び利子
の補助により制度の利用促進を図る。

20 商工関係団体育成事業 32,105
笛吹市の商工業の振興を図るため、商工会の実施す
る各種事業及び運営に対して補助を行う。

25,180

13,675
東八代広域シルバー人材センターの健全運営に資す
るため、運営資金の補助を行う。

67,031

笛吹市一円の農道補修・水路補修・維持管理及を行
う。
平成18年度、国が試験的に実施する農地資源保全対
策交付金をモデル地区に交付する。

農道台帳の更新・補正業務や関係協議会の負担金
等を支出する。

259,564
団体営土地改良事業や国・県等の財源を一部充当し
て行う土地改良事業及び各種土地改良事業を行う事
務的経費を支出する。

16 市単土地改良事業 172,508
笛吹市一円の行政区等からの要望・政策的に整備の
必要な箇所を精査し、その緊急性・費用対効果等も考
えながら年次的に農業基盤を整備する。

15 土地改良事業

市の要望に基づき県が実施する樹園地内農道・水路
等の改修・整備事業の費用について、その一部を市
が負担する。
＊市内１２地区で実施

14
笛吹川沿岸土地改良事
業

211,773
既に事業完了した笛吹川沿岸畑かん施設の維持管
理負担費及び建設にかかった事業費の市負担金の
支出を行う。

13 県営事業負担金 561,298

19
シルバー人材センター運
営助成事業

17 資源保全事業

18 農道台帳管理事業



快適な生活環境づくり

（単位：千円）

特定 2,168

一般 17,763

特定 2,182

一般 20,159

特定

一般 4,425

特定

一般 4,500

特定

一般 3,542

新 特定 1,764

一般 7,512

特定 91

一般 170,401

特定 31,274

一般 371,485

特定 10,700

一般 31,918

特定

一般 28,875

5 水質検査事業 3,542 市内河川の水質状態を定期的に検査する。

2
バス路線等運行補助事
業

1 市営バス運行事業

事 業 内 容財源内訳事業費事 業 名

3
花と緑のまちづくり推進
事業

4,425
市民自らの手で行う「花と緑の地域づくり」を支援し、
花と緑に囲まれた快適な生活環境づくりを推進する。

地球環境の保全等、意識の高揚を図る一環として住
宅用太陽光発電システムを設置した方に対して市単
独補助金を交付し、快適な住みよい環境づくりを推進
する。

4
自然エネルギー活用推
進事業

4,500

6 ごみ減量化推進事業 9,276

可燃ごみの減量目標値を定め、市民にわかりやすく
減量化の啓蒙をすることにより、ごみの処理費削減と
環境への負荷低減を図る。
ごみ減量　53%を目指して　(平成18年から平成22年度
の5年間に生活系のごみの減量を目指します)

170,492
生活系のごみ（可燃ごみ・粗大ごみ・有害ごみ・資源
物・有料ごみ等）の収集委託料

8 ごみ処理費 402,759
生活系のごみ（可燃ごみ・粗大ごみ・有害ごみ等）の
処理委託料

7 ごみ収集費

資原物回収事業（紙類、カン類、ビン類、衣類(綿の
み)、ペットボトル類等）
　資源物報奨金制度　　㌔あたり 6円
　回数割 １㌧以上：10,000円　　１㌧未満：5,000円

10
ミックスぺーパー・その
他プラ回収事業

28,875
ミックスペーパー・その他プラスティック回収事業
可燃ごみの中から組成割合の高い紙類・プラ類を分
別回収することにより処理費の軽減に取組む

9 資源物回収事業 42,618

市営(一宮町及び境川町)バスの運行に伴う経費で、
18年度については境川巡回バスの車両が老朽化して
いるため、買い替えを行う。また、合併協定を踏まえ
市営バスの整備･拡充に向けた検討を行う。

22,341
赤字バス路線及び自主運営バスの運行に係る赤字
補填を行う。
＊赤字バス路線：10路線　　自主運営バス：2路線

19,931



新 特定 411

一般 18,207

特定 885

一般 615

特定

一般 18,316

11
バイオディーゼル製造事
業

18,618

小型バイオディーゼル製造プラント（処理能力；日量
100㍑）を購入、設置する。
　廃てんぷら油を軽油代替燃料にリサイクルすること
により、CO2削減に寄与すると共に、環境にやさしい
まちづくり…笛吹市のごみ減量化・環境教育のモデル
事業として、市内外への環境PRの拠点とすることを目
的とする。
　本年度、第一段階として市内各小中学校、市内のご
み収集車に燃料として使用する。

18,316
地域住民が年間を通して交流することができ、軽ス
ポーツやゲートボールなどができるスペースを確保
し、遊具を備えた公園とする。

13
八代南ふれあい公園整
備事業

木造住宅耐震診断・改
修助成事業

12
木造住宅耐震診断事業委託料　３０戸
木造住宅耐震改修事業補助金　１戸　を予定

1,500



快適で安心な暮らしづくり

（単位：千円）

特定

一般 2,600

特定 2,960

一般 132,386

特定

一般 5,912

特定 7,875

一般 2,625

特定

一般 2,500

特定 2,548

一般 7,648

特定 7,900

一般 14,500

特定

一般 11,880

特定 5,080

一般 7,850

特定

一般 5,436

特定 3,526

一般 1,763

特定

一般 32,823

32,823
行政区敬老事業に対する助成金事業
＊対象者7,500人

12
行政区敬老事業助成金
事業

身体に障害をもつ方の日常生活相談（ピアカウンセリ
ング、社会資源の活用、福祉機器リサイクル、掘リ起
し等）を夜間、祝祭日も含めて実施する。（社協委託）

11
単位老人クラブ活動支
援事業

5,289 市内125単位老人クラブに対する活動費補助金

10 障害者生活支援事業 5,436

11,880
知的障害者及び障害児の保護者等の負担を軽減す
るために、指定事業者による一時養護サービス利用
のための費用を助成する。

9
障害者地域生活支援事
業

12,930
心身に障害をもつ方の社会参加のための各種事業
（生活訓練活動支援、福祉機器リサイクル、精神障害
者ピアカウンセリング等）を実施する。（社協委託）

8
一時養護サービス利用
助成事業

重度の身体障害者（児）で、肢体、視覚１、２級、内部
障害1級、療育手帳A、及び非課税世帯のねたきり老
人にタクシー券を配布し、行動範囲の拡大と社会参加
を促進する。

7
心身障害者小規模作業
所運営委託等事業

22,400

一般企業への就労が困難な心身に障害をもつ方に生
活と就労の場を提供し、自立更生を促進するため市
営の４施設を社協に委託して運営する。私営１施設
（申請中）については補助金を交付する。

6
福祉タクシー利用助成事
業

10,196

心身障害者小規模通所授産施設「つくしの家」に対し
て運営補助金を交付する。

5 障害者計画等策定事業 2,500
障害をもつ方が地域で暮らしやすい社会をつくるため
に、障害者計画及び障害福祉計画を策定する。
＊平成１７．１８年度の継続事業

4
小規模通所授産施設補
助事業

10,500

社会福祉協議会に総合相談・生活支援システム事
業、外出支援サービス事業等を委託するとともに、必
要な運営補助金を交付する。

3
障害者自立支援システ
ム改修事業

5,912
障害者自立支援制度の10月実施分からの給付シス
テムを改修する。（重度訪問介護、療養介護、自立訓
練、就労移行支援等）

2
社会福祉協議会委託事
業

135,346

事 業 内 容

地域福祉総合計画策定
事業

1

今後の福祉のあるべき方向を市民と共に作成する。
障害者計画、障害福祉計画等の他の計画と有機的に
結びつけながら策定する。
＊平成１７．１８年度の継続事業

2,600

財源内訳事業費事 業 名



特定 68

一般 6,513

特定

一般 13,200

新 特定

一般 1,140

特定

一般 4,948

特定

一般 756

特定

一般 660

特定

一般 11,010

特定

一般 2,725

特定

一般 2,117

新 特定

一般 29,053

特定 39,813

一般 56,358

特定 28,140

一般 21,050

新 特定 2,000

一般 2,128

新 特定 5,752

一般 2,877

地域全体で子育てを支援するため、子育て支援活動
の企画、調整、及び子育ての相談・指導を推進するた
めの支援センターを設置する。

26
地域子育て支援センター
設置事業

8,629

重度の寝たきり高齢者、認知症高齢者を在宅で介護
している介護者を慰労し、在宅介護の助長を図る。
＊対象者220人

14 介護慰労金支給事業 13,200

保護者の就労等により放課後の家庭保育ができない
小学校３年生以下の児童を預り、遊びや生活の場を
与えることにより、その健全な育成を図る。
＊市内１０箇所で実施。

25 つどいの広場事業 4,128

未就学の親子が気軽に集い、相互の交流、子育て相
談などが行える場所を提供することにより、安心して
子育てができる環境を整備し、支援機能の充実を図
る。

24
放課後児童健全育成事
業

49,190

23 乳幼児医療費助成事業 96,171
５歳未満の乳幼児(入院は６歳の年度末）が医療保険
で医療の給付を受けたとき、その自己負担金分を保
護者に対して補助する。

７５歳以上の虚弱な独居高齢者に乳酸菌飲料を配布
することにより、定期的な安否確認を行う。
＊利用対象者200人

22
地域包括支援センター
運営事業

29,053

これまで在宅介護支援センターが担ってきた要援護
高齢者等の総合相談及び福祉サービス機関との連絡
調整などを行うとともに、介護予防マネジメント、包括
的・継続的マネジメント、権利擁護などの支援を行い、
住民福祉の向上を図る。

21
一人暮らし高齢者見守り
事業

2,117

独居高齢者等で家に閉じこもりがちで要介護状態に
なるおそれのある高齢者に通所サービスを提供して
自立生活の助長を図る。
＊利用者負担300円、生保・低所得者免除

20 生活援助員派遣事業 2,725

生活指導員（ヘルパー等）を派遣し、在宅の独居高齢
者等の自立した日常生活の援助をし要介護状態への
進行を防止し、自立生活の継続を図る。
＊個人負担300円、生保・低所得者免除

19
生きがいデイサービス事
業

11,010

756

660
在宅寝たきり等で外出して理美容を受けられない方
に対して訪問サービスを行う。
＊チケット方式　6回／年　　　＊対象者５５人

1,140
年金未受給の要件を満たす在日外国人の高齢者、重
度・中度障害者に対し福祉給付金を支給する。

独居、高齢夫婦などの世帯にふとんの洗濯乾燥を行
い、生活支援と清潔確保につなげる。
＊洗濯1回、乾燥2回／年　　　＊対象者７0人

4,948

虚弱な独居高齢者等の急病の際など、迅速な救助が
できる緊急通報システム（ふれあいペンダント）を設置
する。
＊設置者　235人　　新規　50人予定

13
長寿祝金支給事業
敬老祝金支給事業

6,581
長寿祝金：満100歳の祝金
敬老祝金：77歳・88歳・100歳以上敬老者への祝金

18
訪問理美容サービス事
業

15
在日外国人高齢者・障
害者等福祉給付金事業

17
寝具洗濯乾燥サービス
事業

16
ふれあいペンダント設置
事業



特定 338,420

一般 55,326

特定 176,545

一般 59,072

特定 11,100

一般 11,134

特定 589,110

一般 585,198

特定 651,488

一般 217,162

特定 2,941

一般 1

特定

一般 1,348

特定

一般 33,323

特定 2,766

一般 1,470

特定 600

一般 3,006

特定

一般 31,075

特定 40,454

一般 161,582

１８歳未満の児童を扶養しているひとり親に手当てを
支給し、母子家庭等の安定と自立の促進に寄与す
る。

28 児童扶養手当支給事業 235,617

27 児童手当支給事業 393,746

小学校３年生以下の児童を扶養している保護者に手
当を支給し、児童の健全な育成及び資質の向上をは
かる。
＊対象年齢　Ｈ18～小学校終了までに拡大予定

新生児訪問、４ヶ月・１０ヶ月・１歳６ヶ月・３歳健診、２
歳・５歳歯科健診、妊婦乳幼児一般健康診査委託な
どを実施する。

38 各種健康診査事業 202,036

基本健康診査、肝炎検査、胃がん健診、大腸がん、
肝がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、骨粗しょう
症検診、肺がん結核検査、喀痰検査前立腺がん検
査、歯周疾患検診、人間ドック結果説明会などを実施
する。

37 妊婦・乳幼児健診事業 31,075

36 母子関係各種教室事業 3,606

母子手帳交付、母親学級、育児学級、離乳食教室、
乳幼児２次健診、コアラ教室、発達支援あそびの教
室、子育て支援親子料理教室、乳幼児訪問などを実
施する。

33 健康増進計画策定事業 1,348

難病患者等及びその家族の居宅における療養生活を
支援する。

35
難病患者等生活支援事
業

4,236

34 救急医療事業 33,323

すべての市民がいつでも保健医療サービスを受けら
れるよう医療圏を設定し保健医療機関相互の連携を
図り、包括的なサービスを効率的に提供する体制づく
りを推進する。

被保護者及び地域での支えを必要とする者の就労、
日常生活、社会生活等の自立支援に向け就労支援
員の活用による組織的取組みを実施する。

生活保護事業 868,650

すべての市民が健康で明るくいきいきと元気に暮らす
ことを目指して笛吹市健康増進計画を策定する。

29
ひとり親家庭医療費助
成事業

22,234
１８歳未満の児童を扶養している所得税非課税のひと
り親家庭の保険診療に係る一部負担金助成を行い、
生活の安定と健康の増進を図る。

30 保育事業 1,174,308

市内外の保育所で、家庭において保育することができ
ない児童を保護者にかわって保育する。
　①臨時保育士・調理員・産休代替職員の賃金
　②私立保育園・広域委託の委託料
　③私立保育園への事業補助金、助成金
市立保育所１３施設で保育運営を行なう。
　①保育事業消耗品費
　②給食賄い材料費
市立保育所１３施設の維持管理を行なう。
　①光熱水費、修繕費
　②機械設備の保守点検料

32

31

生活困窮者の程度に応じて必要な保護を行う。衣食・
教育・住宅・医療・介護などの日常生活に必要な扶助
を行うとともに、自立生活に向けての適切な助言指導
等を行う。

セーフティーネット支援
対策事業

2,942



特定 1,000

一般 6,939

新 特定

一般 3,055

新 特定

一般 1,849

特定

一般 69,041

特定 13,258

一般 0

特定 25,640

一般 27,810

特定

一般 8,400

特定

一般 4,450

特定

一般 5,038

特定 16,300

一般 2,450

特定 19,704

一般 2,706

特定 54,300

一般 4,200

特定

一般 25,725

特定

一般 3,558

県単老人受給者(６８・６９歳非課税者及び一定所得
以下の方）に医療費の助成を行う。

44

高齢者の筋力低下を防ぎ健康でいきいきと暮らすこと
を目指して、高齢者を対象とした運動（シルバー体操）
の普及に努めるとともに、指導者の養成を図る。

42 予防接種事業 69,041

予防接種法に基づく予防接種
集団予防接種：ポリオ
個別予防接種：三種混合、二種混合、日本脳炎、麻し
ん風しん混合、インフルエンザ
結核予防：ＢＣＧ

41
シルバー体操指導員養
成事業

1,849

各種検診受診者への結果説明会、検診結果に基づく
集団健康教育・個別健康教育検診結果の健康相談、
訪問相談などを実施する。

40 温泉活用健康づくり事業 3,055
市内の温泉施設を活用した健康プログラムにより市
民の健康教育を実践していく。

39
健康教育・相談・訪問事
業

7,939

5,038
山梨県消防団員操法大会への出場経費
Ｈ１８年度はポンプ車操法へ一宮分団、小型可搬ポン
プ操法へ御坂分団の出場を予定

48 消防詰所建設事業 18,750 団員詰所建設　　１棟

47 消防団員操法大会事業

49 耐震性貯水槽設置事業 22,410 耐震性貯水槽設置　　３基

50 消防車両購入事業 58,500

水槽付ポンプ車　　１台
水槽付積載車　　２台
小型可搬ポンプ積載車　　１台
分団指令車　　２台

51 消火栓設置事業 25,725
Ｈ１８年度４０基の設置を予定している。
施工は、公営企業部水道課において実施する。

52 市防災訓練事業 3,558
対策本部・現場指揮本部・地域が一体となった防災訓
練を計画。

人通りの少ない道路での歩行の安全や犯罪を防ぎ、
また児童・生徒の通学路の犯罪防止と安全確保のた
めに防犯灯の設置を行う。

46 防犯灯設置事業 4,450

交通安全施設整備事業45
見通しの悪い交差点等での車及び歩行者の安全な通
行を確保することを目的に安全施設等の新設を行う。

8,400

県単老人医療費支給事
業

53,450

43 国民年金事業 13,258

国民年金第１号被保険者 (自営業、学生、厚生・共済
年金に加入できない人) の取得、喪失、年金相談業
務。老齢基礎年金等受給事務。老齢福祉年金事務。
特別障害給付金事務。



新 特定

一般 1,575

新 特定

一般 2,940

新 特定

一般 5,000

新 特定

一般 3,000

53
地震防災計画ホーム
ページ作成事業

1,575
平成１７年度に策定した市地域防災計画の地震編の
内容をわかりやすく市民に説明・啓発するため市ホー
ムページに情報ページを開設する。

54
市国民保護計画作成事
業

2,940
国の国民保護法の規定に基づき、市の具体的な役割
分担や実施体制などを定めた国民保護計画を作成す
る。

55
自主防災組織防災設備
整備費補助事業

5,000
地域における防災力の強化を目的に、自主防災組織
を単位として防災設備整備費について市単独補助を
行う。

56
防災行政無線デジタル
統合調査事業

3,000

デジタル一局統合を平成２３年度に控え、本市におけ
る状況調査を実施するとともに、効率性・経済性など
の観点から最も望ましいデジタル移行が達成出来る
よう検討する。



個性輝く自立した人づくり

（単位：千円）

特定

一般 2,335

特定

一般 1,833

特定

一般 15,000

特定

一般 1,230

特定 432

一般 865

特定

一般 19,500

特定

一般 57,028

特定

一般 8,845

特定

一般 23,963

新 特定

一般 4,340

特定 40

一般 48,146

特定 132

一般 963

・JETプログラムによる招致外国青年４名を英語指導
助手（ALT）として中学校へ配置。
・一宮中へ民間委託によるALTを１名配置。
・１８年度には石和地区小学校への小学校専属ALT
配置を新規に要望。

市民からの要望により小・中学校の通学区域の変更
および学校規模適正化、さらに通学区域の弾力的運
用について検討する。

57,028

・石和中学校体育館内部改修工事
・石和中学校北館（普通教室棟）トイレ改修工事
・一宮中学校校庭法面改修工事
・浅川中学校南館暖房設備設置工事
・浅川中学校重油地下タンク撤去及び地上式オイルタ
ンク庫設置工事

8 教育相談事業 8,845
八代分庁舎内にひまわり教育相談室を設置。
教育相談員２名が児童・生徒、保護者、教職員の各
種相談に応じる。

7 中学校改修事業

6 小学校改修事業 19,500
・富士見小学校体育館屋根改修工事
・石和南小・八代小・境川小における地下埋設オイル
タンクの撤去及び地上式オイルタンク庫設置工事

英語助手（ＡＬＴ）設置事
業

通学区域再編調査事業

特殊学級に在籍している児童・生徒の保護者に対し
て就学奨励費（就学援助費の半額）を支給する。
(対象：申請者のうち所得による基準を満たす者)

特殊教育就学奨励事業 1,095

4,340

48,186

・生活に困窮している小中学校児童・生徒保護者（準
要保護者）へ学用品費等の一部と学校給食費の実費
を就学援助費として支給する。
・要保護者には修学旅行費用を助成する。

23,9639

12

11

10

1,833

事 業 内 容

小中学校耐震補強工事
実施設計業務委託事業

3

耐震診断結果にも基づき、耐震補強工事の実施設計
書作成業務の委託
・石和中技術科棟　　　Ｓ造平屋建て　　　257㎡
・浅川中体育館　　　 　Ｓ造平屋建て　　1,681㎡
・一宮西小学校南棟 　ＲＣ造２階建て　 1,876㎡
・一宮西小体育館　 　 Ｓ造平屋建て　 　 865㎡

15,000

財源内訳事業費

一宮中学校管理棟耐震診断業務委託
・ＲＣ造平屋建て　428㎡

5
私立幼稚園就園奨励事
業

1,297
家庭の所得状況に応じて保護者の経済負担の軽減を
図るとともに、公・私立幼稚園間の保護者負担の格差
の更正を図るための補助事業

4
小中学校耐震診断業務
委託事業

1,230

要保護及準要保護児童
生徒援助事業

事 業 名

笛吹市男女共同参画プランに基づき男女共同参画社
会の実現に向け講演会や地区勉強会などの推進事
業を行う。

2
男女共同参画社会推進
事業

1 国際交流事業 2,335
平成18年度は中国山東省肥城市との交流事業を計
画。



特定

一般 5,320

特定

一般 3,283

特定

一般 5,746

特定

一般 16,608

特定

一般 715

特定

一般 2,000

特定 36,732

一般 5,226

特定 187,903

一般 26,411

新 特定 237

一般 1,861

特定

一般 5,850

特定

一般 13,238

特定

一般 1,800

特定 88

一般 58,913

59,001

市内６箇所の図書館（室）が地域密着型図書館とし
て、市民に気軽に立ち寄ってもらえるような図書館と
なるようサービスを心がけていく。
各館の特色を活かした様々な事業を展開する。

24

22

23

県外スポーツ大会出場
奨励事業

1,800
県外のスポーツ大会に出場する個人・団体に対し、市
の規程により補助金を交付する。

スポーツ団体育成事業 13,238

21
笛吹市博物館特別展開
催事業

2,098
笛吹市郷土館の企画展示・特別展示
・交響詩『笛吹川』安野光雅の世界展
・交響詩『笛吹川』ふる里をうたう人たち　　予定

20
史跡甲斐国分寺跡整備
事業

214,314
国指定史跡甲斐国分寺跡・甲斐国分尼寺跡の保存
整備を行う。

19
埋蔵文化財発掘調査事
業

41,958
市内の遺跡発掘調査として、各種開発確認調査・個
人住宅の調査・遺跡詳細分布調査などを行う。

18 自然体験学習事業 2,000
北海道標津町のエコツーリズム協会の体験プログラ
ムによる３泊４日の体験活動を実施。

青少年育成事業 16,608
成人式・青少年カウンセラー設置・市こどもクラブ球技
会・地区青少年育成推進協議会補助・子どもクラブ安
全会掛け金・青少年育成団体補助など

17
ジュニアリーダー育成事
業

715
ジュニアリーダ－養成を目的とし、市内小中学生から
参加者を募り、交流を図るとともに地域でリーダーシッ
プがとれるような人材育成を行う。

飯田蛇笏先生・飯田龍太先生を育んだ笛吹市にて全
国こども俳句会を開催する。

13
小学校社会科副読本編
纂事業

15 市民講座事業 5,746

市民講座事業【スコレー大学】として、だれでも気軽に
参加できる市民向け講座を実施する。生きがい作り、
健康づくりを目的とした趣味・教養・工芸、及び環境・
青少年育成など社会問題をテーマとした講座、有名
講師等による特別講座を行う。

5,320

旧６町村および芦川地区を含めた新しい社会科副読
本を編集するため、編集委員会を設置。
１７年度中に印刷・製本を行う業者も決定し、今年度
は本格的な編集を行う。
平成１９年度から小学校３・４年生の社会科の学習に
使用する。

・笛吹市いちのみや桃の里マラソン大会補助事業
・笛吹市みさか桃の花まつり全国ゲートボール大会補
助事業
・みずウォーク２００６笛吹川大会補助事業

スポーツ大会奨励事業 5,850

14 俳句会事業 3,283

16

25 図書館管理運営事業

市内スポーツ振興団体を育成するため、運営費用の
一部を補助する。
・笛吹市体育協会
・笛吹市スポーツ少年団本部



個性輝く自立した自治づくり

（単位：千円）

特定

一般 24,646

特定

一般 698

特定

一般 528

新 特定

一般 2,480

新 特定

一般 2,050

新 特定

一般 7,413

特定

一般 1,621

新 特定 54,000

一般 54,000

新 特定

一般 2,625

特定

一般 35,212

新 特定

一般 36,031

新 特定

一般 9,660

特定

一般 10,500

事 業 内 容

広報発行事業1 「広報ふえふき」月一回発行　　26,000部24,646

財源内訳事業費事 業 名

市内、市外の意見聴取・情報発信
メディアを利用した情報発信

3 行政改革推進事業 528 行政改革の推進に向けた事務の遂行に伴う経費。

2 広聴広報事業 698

個性輝く自立した自治づくりを目指し、総合計画の政
策体系や予算編成システムなどとリンクした「行政評
価制度」の導入について検討する。

5 政策アンケート調査事業 2,050
市民と行政とのパートナーシップを確立し、わかりや
すく透明性の高い行政を実現するため、はじめの一歩
として各種施策に関する市民満足度を調査する。

4 事務事業評価事業 2,480

6 総合計画策定事業 7,413
笛吹市の最上位計画である「総合計画（基本構想・基
本計画）」を策定するための経費。
＊平成18～19年度の2ヵ年で策定作業を行う。

人事評価制度の構築、導入に向け、システム内容の
検討、試行及び評価者の研修を実施する。

1,621
市制２周年を記念するための事業。記念式典のほ
か、市政に功績のあった個人・団体等の表彰を行う。

8
笛吹市・芦川村合併準
備事業

108,000
笛吹市と芦川村の合併準備に関する経費
電算システム等の改修に伴う委託料、工事費、備品
購入費など

7 市制祭事業

9

ウィルス対策、情報漏洩防止等に代表される電算関
連の安全対策事業

10 情報化推進事業 35,212
電子自治体（電子市役所）推進事業及びその基本と
なる笛吹市情報化計画の策定事業

11 セキュリティー対策事業 36,031

人事評価システム構築
導入事業

2,625

土地の移動にかかる分合筆を地番図において行い、
同一画地とすべき宅地を把握し、宅地課税均衡と適
正化を図る

12
資産税管理費
標準値の時点修正委託
事業

9,660
平成１８年７月１日現在の標準宅地における地価下落
地域の評価額修正委託業務

13
資産税管理費
地番図、画地条件更新
委託事業

10,500
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