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平成３１年度　新規事業一覧 （３月定例会資料）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計
　　　繰入金)

1 一般 保健介護課
地方独立行政法人
大月市立中央病院運営事業費

市立中央病院の経営形態を見直し、公設公営の経営形態を保ちなが
ら病院改革を進めるため、地方独立行政法人化するための経費を負
担し、病院事業の経営健全化を促進し基盤強化を図る。

734,345 45,000 689,345

2 一般 保健介護課 麻しん風しん予防接種助成事業

大人の麻しんと風しんの流行に伴い、特に妊娠中に風しん罹患するこ
とにより、生まれてくる子が先天性風しん症候群に罹ることを防ぐため、
妊娠する可能性のある女性やその配偶者等が事前に予防接種を受け
ておくことが必要なことから、接種費用の一部を助成する。
（対象者：平成２年４月１日以前に生まれた者）

100 100

3 一般 建設課
木造住宅耐震改修支援事業
（ブロック塀に関する支援制度）

平成３０年６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする地震におい
て、ブロック塀等の倒壊により重大な被害が発生したことから、危険性
のあるブロック塀等の除却又は耐震改修に係る費用に対する助成等を
行い、避難路等の安全性の向上を図る。

250 75 112 63

4 一般 学校教育課 学校ＩＣＴ整備事業

新学習指導要領では「情報活用能力」の育成が初めて規定され、学習
指導要領総則には「ＩＣＴの環境整備」が明記された。また、教職員の多
忙化解消のための「校務の情報化」も提言されている。これらに対応す
るため、児童生徒の情報活用能力育成と教職員の多忙化解消を目的
とした整備を行う。

104,430 104,000 430

5 一般 学校教育課 教育支援センター運営事業

学校に登校ができない児童生徒の学校復帰を目的としている「都留こ
すもす教室」は平成３１年度末をもって閉室する。それに伴って各市町
村で適応指導教室の設置をするよう県から指導を受けた。それを受け
て、大月市では不登校児童生徒の学校復帰の支援、居場所づくり、将
来の社会参加のための自立心や協調性の涵養を目的として平成３１年
度より「大月市教育支援センター（適応指導教室）」を開設する。

3,558 538 3,020

6 一般 学校教育課
学校給食センター運営事業
（学校給食調理業務及び配送業務
委託）

学校給食調理業務及び配送業務を民間に委託することで、人件費等
を含む運営費の経費削減や人事管理等業務の大幅な軽減が図られる
ことなどから、平成３１年４月より業務委託を開始する。

76,957 121 76,836

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳
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平成３１年度　新規事業一覧 （３月定例会資料）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計
　　　繰入金)

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳

7 介護 保健介護課
包括的・継続的ケアマネジメント事
業

大月市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（2021～2023年度）
の策定にあたり、高齢者の生活実態や健康状態、保健福祉サービスや
介護サービスの満足度等を把握するため、「介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」を実施する。

760 293 146 146 175

8 介護 保健介護課 見守りステッカー利用助成事業
徘徊のおそれがある認知症等の在宅生活者が、外出時における緊急
事態等への備えとして、その者がよく利用する身の回り品にステッカー
を貼りつけることで、身元確認や保護に役立てる。

20 8 4 4 4

　　 920,420 376 262 45,000 104,809 769,973合　　　計　　
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平成３１年度　主要事業一覧 （３月定例会資料）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計
　　　繰入金)

1 一般 総務管理課
防災行政無線デジタル化施設整備
事業

無線設備に係る関係省令及び関係告示の改正により、防災行政無線
は、平成３４年１１月を期日としデジタル化が義務付けられた。これによ
り、平成３３年５月の免許更新時に向けデジタル化の対応を行うため、
実施設計を実施する。

25,000 25,000 0

2 一般 総務管理課
市議会議員一般選挙及び市長選挙
執行経費

任期満了に伴う選挙を、公職選挙法第３３条の規定に基づき行う。
市議会議員任期満了日　平成３１年７月２６日
市長任期満了日　平成３１年８月５日

44,104 44,104

3 一般 企画財政課 総合戦略推進事業
人口減少対策、大月市総合戦略の推進を図る。
（大月みらい協議会経費）

696 696

4 一般 企画財政課 定住促進事業
本市への定住促進を図るための新築住宅取得や、新婚世帯・転入子
育て世帯への家賃等に対して助成する。

17,405 17,000 405

5 一般 企画財政課 空き家バンク推進事業
空き家バンク制度を活用して市内の空き家を有効活用する。
（空き家バンク成約報奨金、空き家バンク成約物件リフォーム補助金）

290 290

6 一般 まちづくり創生課 大月駅周辺基盤整備事業

大月市立地適正化計画により示されたまちづくり方針に基づき、地域
拠点である大月駅周辺の基盤整備により、都市機能が集積し、暮らし・
交流の拠点となる中心市街地の形成を推進する。
平成３１年度：（都）大月駅裏通線詳細設計

9,353 9,000 353

7 一般 税務課 土地家屋課税台帳整備事業
土地・家屋の異動等を反映するメンテナンス事業を行う。また、土地の
適正評価を行うため、７月１日を基準とした時点修正及び３年ごとの評
価替えに伴う本鑑定業務を実施する。

25,734 25,734

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳
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平成３１年度　主要事業一覧 （３月定例会資料）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計
　　　繰入金)

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳

8 一般 市民課 無料法律相談事業
市民生活に関する各種相談に対し、弁護士による助言等を行うため法
律相談を毎月２回実施する。

1,439 1,439

9 一般 福祉課 子育て支援手当支給事業
少子化対策や移住・定住の促進を図るため、子育て世帯への経済的
支援を行う。
　第１子　３０，０００円、第２子　５０，０００円、第３子以降　１００，０００円

3,707 3,707

10 一般 福祉課 子育て支援医療費助成金支給事業
中学生までの医療費を助成することにより、子どもの健やかな成長に寄
与するとともに、保護者の経済的負担の軽減を図る。

49,407 9,553 10 39,844

11 一般 福祉課 病児・病後児保育事業
児童が病中・病気の回復期であって、集団保育が困難な時期に一時
的にその児童の預かりを行うことで、保護者の子育てと就労の両立を支
援する。

4,693 985 985 96 2,627

12 一般 保健介護課
こうのとり支援事業
　（不妊治療費助成事業）

不妊治療費補助金の助成対象を一般不妊治療及び特定不妊治療（体
外受精や顕微授精）に拡大し、保険適用治療費に加え、保険適用外も
対象とすることで、経済的負担の軽減を図る。

2,100 2,100

13 一般 産業観光課
地域おこし協力隊推進事業
　（観光振興事業）

大月市地域おこし協力隊設置要綱及び観光事業実施要綱に基づき募
集する地域おこし協力隊員が観光振興に関する活動を行う。

4,031 4,031

14 一般 産業観光課
地域おこし協力隊推進事業
　（農業振興事業）

農業技術の習得と地域活動等の行事に参加することを通じ、本市の地
域づくりの新たな担い手として育成するとともに、その地域への定住・定
着を図る。

8,000 8,000
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平成３１年度　主要事業一覧 （３月定例会資料）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計
　　　繰入金)

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳

15 一般 産業観光課 移住・交流促進事業
自然豊かな資源を活用し、農業体験やトレッキングなどの着地型観光
事業を展開すると同時に、本市の魅力や移住定住に関する情報を内
外に発信し移住定住を促進する。

9,552 4,385 5,167

16 一般 産業観光課 農村地域防災減災事業

近年、集中豪雨や地震等の災害により農業水利施設が被災し、農用
地だけでなく地域住民の生命や財産、公共施設にも甚大な被害が頻
発している。そのため、総合的な防災・減災対策を実施することにより、
農業生産の維持、農業経営及び地域住民の暮らしの安全の確保を図
り、災害に強い農村づくりを推進する。

9,811 8,600 1,211

17 一般 産業観光課 農業基盤整備促進事業
農業の生産基盤と農村の生活環境の一体的な整備を行い、農地や施
設等の保全管理を行う。

11,180 9,400 1,780

18 一般 建設課 災害時避難路通行確保対策事業
緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化を促進し、地震発生時
の住民の避難路や緊急車両の通行を確保するため、沿道建築物の耐
震化に要する費用について補助金を交付する。

32,165 15,300 8,430 8,435

19 一般 建設課 ＬＥＤ防犯灯推進事業
市内の防犯灯をＬＥＤ化し、二酸化炭素排出削減による地球温暖化の
抑制や維持管理費などの経費削減を図る。
　　地区管理防犯灯１灯あたり１３千円補助

7,801 4,500 3,301

20 一般 建設課 急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊危険箇所の崩壊対策工事を施工し、その地域に居住す
る住民の生命財産を守る。
（県が実施する６箇所の対策工事に対する負担金）

15,000 13,500 1,500

21 一般 建設課
社会資本整備総合交付金事業
　（道路整備）

幹線市道並びにプロジェクト関連市道の整備拡充、橋梁長寿命化や舗
装修繕等を行い、交通機能の向上と地域住民の利便性および安全の
確保を図る。

90,000 43,600 13,500 32,000 900
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平成３１年度　主要事業一覧 （３月定例会資料）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計
　　　繰入金)

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳

22 一般 消防本部 小型動力ポンプ積載車整備事業
老朽化に伴い機能が低下し、安全面が危惧される消防車両を更新す
ることにより、消防力を強化し消防防災体制の万全を図る。（31年度消
防団車両1台）

5,881 5,800 81

23 一般 学校教育課 ふるさと教育推進事業

相談員等を配置した教育支援室を設置し、ふるさと教育各事業の実施
や就学・不登校などの相談・指導・支援を行う。「大月サマースクール」
と「大月楽習塾事業　大月っ子楽習サロン」を引き続き市独自事業とし
て実施し、基礎学力の定着と学習意欲の向上を図る。

4,855 4,855

24 一般 学校教育課
児童・生徒登下校安全対策バス運
行事業

スクールバス及び路線バスを活用した通学手段により児童・生徒の登
下校の安全を図る。
小学校(ｽｸｰﾙﾊﾞｽ5校13台345人、路線ﾊﾞｽ4校118人）
中学校(ｽｸｰﾙﾊﾞｽ2校3台103人、路線ﾊﾞｽ2校237人）

145,700 4,698 141,002

25 一般 社会教育課 市立図書館運営事業
平成２７年度より、館長に本市在住の絵本作家、仁科幸子氏を迎え、芸
術家としての視点から様々な事業展開を図っている。

37,406 9,159 3,598 24,649

565,310 68,968 28,127 75,800 66,204 326,211合　　　計　　
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