令和 2 年度一般会計主要事業一覧
一 般 会 計
特 別 会 計
計
企 業 会 計
合 計

１

予 算 額
28,800,000 千円
14,785,669 千円
43,585,669 千円
5,241,720 千円
48,827,389 千円

対前年度比
2.9％
2.6％
2.8％
0.6％
2.5％

道路新設改良事業(市道幹線 3 号線道路改築工事)【継続】
34,000 千円／道づくり課 P241・243
滝の上町地内、市道幹線 3 号線視目坂下交差点南側の歩道を整備する。(延長 180ｍ・幅員
9.75ｍ）
・工事費 30,000 千円
・物件移転補償費 4,000 千円

２

街路整備事業(お花畑通線街路整備工事）
【継続】
60,000 千円／道づくり課 P255
中町地内、都市計画道路お花畑通線の「秩父地方庁舎(北)入口交差点」から地方庁舎に向
かう未整備区間の道路拡幅工事に伴い、電線地中化による埋設管路等を整備する。（延長 80
ｍ・幅員 16ｍ)
・工事費 60,000 千円

３

再生可能エネルギー推進事業（地域新電力会社連携事業)【新規】
3,345 千円／環境立市推進課 P179
秩父新電力㈱との連携事業として、再生可能エネルギーの電源開発等の実現可能性を検討
するとともに、ゼロカーボンシティ実現に向けた第一弾の取り組みとして、秩父新電力㈱よ
り本庁舎等へ CO2 排出ゼロのゼロカーボン電力の供給を開始する。
・
（発電設備送電線接続検討調査等）手数料 1,200 千円
・光熱水費(本庁舎ゼロカーボン化に係る電気料補填分) 2,145 千円

４

森林保全事業(森林環境譲与税運用事業)【継続・新規】 28,235 千円／森づくり課 P213
平成 31 年 4 月 1 日に施行された「森林経営管理法」に基づき、林業の成長産業化の実現
と森林資源の適正な管理の両立を図るため、所有者が自ら管理できない森林を市が受託し、
意欲と能力のある林業経営者へ経営を再委託、又は市が自ら公的に管理を行う。これに伴う
測量調査業務・森林整備事業委託をはじめ、市が推進する自伐型林業実施に向けて必要な業
務を実施し、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進にも繋げる。
・集約林地測量及び資源調査業務委託料 4,000 千円
・森林整備事業委託料 8,000 千円
・秩父地域森林林業活性化協議会集約化分科会負担金 4,855 千円
・民有林整備事業補助金 5,100 千円【新規】
・備品購入費 4,000 千円 など

５

企業支援事業(ドローン活用推進事業）【新規】
6,660 千円／企業支援センター P223
ドローンを市の多様な分野に活用していくためには、専門的な知見を有する人材が不可欠
である。このため、総務省が推進する「地域おこし企業人交流プログラム」を活用し、民間
事業者から派遣職員を受け入れ、ドローン活用の推進を図る。
・地域おこし企業人提案事業委託料 1,000 千円
・負担金 5,600 千円

・旅費等 60 千円
６

地域医療対策事業(看護学生奨学金貸付事業)【新規】 1,200 千円／地域医療対策課 P165
市立病院の看護師を確保するため、市立病院の看護師を目指す秩父看護専門学校の看護学
生に対し、卒業までの 3 年間、修学に必要な資金（年 60 万円）を貸し付ける。貸付金は、
奨学金の貸付期間の 2 倍相当期間を市立病院の常勤看護師として業務に従事した場合は償還
免除とする（条例は令和元年 12 月に制定済み）
。
・看護学生奨学貸付金 1,200 千円

７

パソコン整備事業(児童生徒 1 人 1 台端末整備事業）
【新規】
11,460 千円／学校教育課 P295・301
全国的に教育における ICT を基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められていること
から、国が進める「GIGA スクール構想」に基づく国庫補助を活用し、1 人 1 台のタブレット
端末及び高速大容量通信ネットワークを一体的に整備する。
（ネットワーク整備事業費は令
和元年度 3 月補正予算に計上）
・タブレット端末使用料 11,460 千円(6 か月分）
小学校(小学 3 年生～6 年生・1,978 台） 5,115 千円
中学校(中学 1 年生～3 年生・1,598 台） 6,345 千円

８

オリンピック・パラリンピック推進事業（コロンビア共和国ＢＭＸ選手受入事業）
【新規】
9,607 千円／地域政策課 P77・79
コロンビアオリンピック委員会との協定により、秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコースが
コロンビア代表チームの事前トレーニングキャンプ地になったことに伴い、コロンビア選手
の受入れに必要な経費を計上。
・コーディネート業務等委託料 550 千円
・ホストタウン関連イベント業務委託料 200 千円
・ホストタウン関連物品作成業務委託料 100 千円
・自動車借上料等の使用料 5,310 千円
・記念銘板作成負担金等 1,330 千円
・報償費,旅費,消耗品,保険料 2,117 千円

９

スポーツ大会開催事業(オリンピック聖火リレー開催事業)【新規】
10,000 千円／市民スポーツ課 P325
東京 2020 オリンピック聖火リレーの秩父市区間の運営経費を計上。
・警備業務委託料 5,108 千円
・ミニセレブレーション開催業務委託料 3,207 千円
・食糧費、消耗品費等 1,685 千円

10

企業誘致事業(ふるさと融資貸付金)【継続・2 か年事業の 2 年目】
300,000 千円／企業支援センター P223
令和元年度に引き続き、㈱オプナスが旧秩父セメント第 1 プラント跡地に建設を進めてい
る工場の建設費用として無利子の貸付を行い、事業者の財政負担の軽減支援をすることによ
り企業立地の推進を図る。
・ふるさと融資貸付金 300,000 千円

11

都市公園運営事業(秩父ミューズパークスポーツの森公園管理運営事業)【新規】
5,629 千円／都市計画課 P257
秩父ミューズパークスポーツの森公園内プールの老朽化対策として、サイドテラス塗装工
事を実施する。また、市が進めているドローン活用事業を推進するため、公園内の「昆虫の
森エリア」に、
「ドローンエリア」を設定し、施設案内看板を設置する。

・プールサイドテラス塗装工事 5,024 千円
・ミューズパーク施設工事 605 千円
12

移住政策推進事業(移住推進イベント企画運営事業)【新規】 3,940 千円／地域政策課 P81
移住希望者・既移住者・移住相談センターの協力者等を「ファンクラブ」に取り込むこと
により、人の力を活用した移住促進事業を行う。また、移住推進イベントを開催し、ファン
クラブ会員同士の交流を促すことで、移住希望者・移住者を増やす仕組みを構築する。
・移住推進イベント企画運営業務委託料 1,500 千円
・移住ＰＲ業務委託料 950 千円
・パンフレット、ポスター等作成委託料 990 千円
・事業推進アドバイザー委託料 500 千円

13

外国人相談事業(日本語学習支援事業)【新規】
478 千円／市民生活課 P85・87
出入国管理法の改正等に伴い、外国人就業者を雇用する企業の増加が見込まれるほか、今
後、外国人住民の増加が見込まれる。このため、日本語教室を開催することにより、日本語
の習得のみならず、住民や同じ環境の外国人同士のコミュニケーションを促進し、多くの外
国人が定着することを目指す。
・報償費 416 千円
・消耗品費、食糧費等 62 千円

14

地域公共交通網活性化事業(地域公共交通網形成計画策定事業）
【新規・2 か年事業の 1 年目】 3,591 千円／市民生活課 P79
地域公共交通の現状・問題点を踏まえて、課題等を整理し、公共交通ネットワーク全体を
一体的に形づくり、持続させることを目的に、地域全体の公共交通の在り方、住民・交通事
業者・行政の役割を定めるため、地域公共交通網形成計画を策定する。
・地域公共交通網形成計画策定委員報酬 126 千円
・地域公共交通網形成計画作成業務委託料 3,465 千円
※ 財源内訳 国 1/2 市 1/2

15

市有物件解体事業【新規】
合計 29,248 千円
保有財産のスリム化を図るとともに、今後の市有土地の処分等整理を見据えた体制を整え
るため、利用していない施設等建物を計画的に解体する。
・旧小倉沢小中学校解体工事設計業務委託 3,000 千円／大滝総合支所市民福祉課 P71
・星の子教室解体工事等 10,224 千円／障がい者福祉課 P125
・市営堂ノ前住宅解体工事 13,200 千円／建築住宅課 P263
・消防団詰所解体工事 2,500 千円,解体予定消防団詰所アスベスト調査業務委託 324 千円／
危機管理課 P269

16

障害者自立支援事業(障がい者基幹相談支援センター事業)【新規】
13,632 千円／障がい者福祉課 P127
地域における障害者相談支援の中核的な役割を担う機関として、秩父地域 1 市 4 町共同で
障がい者基幹相談支援センターを設置し、一般的な相談支援では対応困難なケースへの対応
や秩父地域自立支援協議会の運営を行う。
・秩父地域基幹相談支援センター委託料 13,632 千円

17

学童保育室管理運営事業(西学童保育室改修工事)【新規】 20,635 千円／学校教育課 P155
下郷学童保育室の閉鎖に伴い、既設の西学童保育室に加え、西小学校の余裕教室に新たな
西学童保育室を設置し、子育て支援施設の充実を図る。
・西学童保育室改修工事 20,635 千円

18

英語教育強化推進事業(英語教育研究事業）
【継続】 3,875 千円／教育研究所 P283・285
英語教育の充実が求められている中、市全体の英語力の現状と問題点を把握するため、令
和元年度に引き続き、中学 2 年生を対象に英語技能判定(GTEC)を実施し、リスニング・スピ
ーキング・リーディング・ライティング 4 つの英語力の状況をもとに、きめ細やかな指導方
法を研究する。あわせて、英語教育講演会を開催し、英語力の向上を図る。
・英語技能判定委託料 2,915 千円
・講師謝礼、教材用備品など 960 千円

19

小学校建設事業(荒川西小学校校舎大規模改造事業）
【新規】
13,068 千円／教育総務課 P295
荒川西小学校校舎について、学校施設長寿命化計画に基づき、児童や教職員等に安全・安心
な学校環境を整備するため、大規模改造工事に係る実施設計を行う。
・実施設計委託料 13,068 千円

20

中学校建設事業(影森中学校校舎大規模改造事業）【新規】 16,115 千円／教育総務課 P301
影森中学校校舎について、学校施設長寿命化計画に基づき、生徒や教職員等に安全・安心な
学校環境を整備するため、大規模改造工事に係る実施設計を行う。
・実施設計委託料 16,115 千円

21

地域防犯対策事業(空き家対策事業)【新規】
2,500 千円／危機管理課 P99
空き家が管理不全のまま放置されることを防ぐため、空き家の解体費用に対する補助金を
創設し、市民の安全安心な暮らしの向上を図る。
・空き家解体補助金 2,500 千円

22

保育促進事業(秩父かなめ保育園整備事業補助金）
【新規】 139,887 千円／こども課 P151
秩父かなめ保育園の施設建替え事業に対して、国庫支出金を活用し、補助事業を実施する
ことにより、充実した保育の提供と受入体制を確保する。
・保育園整備事業補助金 139,887 千円
※ 財源内訳 国 2/3 市 1/12 事業者 1/4

23

公衆トイレ維持管理事業(贄川宿観光トイレ増築工事)【新規】
20,000 千円／荒川総合支所地域振興課 P177
国道 140 号大滝トンネル工事に伴い、猪鼻観光トイレが廃止となり、隣接地域にある贄川
宿観光トイレの増築を行い、観光客等の利便性を確保する。
・設計委託料 1,000 千円
・工事費 11,000 千円
・公有財産購入費 8,000 千円

24

再生可能エネルギー推進事業(避難所機能強化事業)【新規】
20,000 千円／環境立市推進課 P179
災害時の避難所として指定されている施設に、環境省補助金（地域の防災・減災と低炭素化
を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業・補助率 3/4 の見込）を活用し、
自立電源確保対策として、太陽光発電設備と蓄電池を整備する。
・再生可能エネルギー設備設計委託料 4,000 千円
・再生可能エネルギー設備整備工事請負費 16,000 千円
※財源内訳 国 3/4 市 1/4

25

土地改良事業(県営土地改良事業(中太田・小柱地区))【継続】 33,017 千円／農政課 P203
平成 30 年度から進められている県営土地改良事業として、大田地区にある畑のほ場整備
と小柱地区にある水田の暗きょ排水設備等の整備を実施する。

・県営土地改良事業（中太田・小柱地区）負担金 32,514 千円
・中太田土地改良組合補助金 503 千円
26

道路新設改良事業(市道幹線 51 号線道路改築工事)【継続】
134,000 千円／道づくり課 P243
市道幹線 51 号線のうち国道 140 号から札所 13 番交差点信号までの区間の未改良部や歩車
道の舗装整備を実施する。（延長 310ｍ・幅員 16ｍ）
・工事費 130,000 千円
・測量調査業務等委託料 4,000 千円

27

各種教育研究・研修事業(プール指導民間委託モデル事業）
【新規】
2,051 千円／教育研究所 P283
小学校のプール授業における児童の安全面の向上と、より的確で充実した水泳指導を実施
するため、モデル事業として民間プール施設を利用した水泳指導を専門業者に委託する。
・水泳指導委託料 2,051 千円

28

文化財保護保存事業(市指定内田家住宅修理工事)【新規】1,000 千円／文化財保護課 P311
市指定内田家住宅(黒谷)の維持修理(部分修理・屋根葺替）について、令和 2 年度は屋根(北
側中央～東側)の修理を行う。
・内田家住宅屋根修理工事 1,000 千円

29

文化財保護保存事業(秩父祭屋台(宮地)保存修理工事)【新規】
22,644 千円／文化財保護課 P311
第 5 次重要有形民俗文化財「秩父祭屋台 6 基」修理計画に基づき、文化庁の補助を受け、
秩父祭屋台の保護保存を行う。
・宮地屋台 反り木復元新調工事 22,644 千円
※財源内訳 国 1/2 市 1/2

