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■ 実施計画の趣旨 

 この計画は、第二次佐久市総合計画において定める将来都市像の実現に向けた施策の大綱と、

実施すべき具体的な施策の方向を示した基本計画に基づき、事業を計画的かつ効果的に推進す

るための短期的、具体的な計画です。 

計画期間は翌年度からの３年間で、毎年度ローリング方式により見直しを行っています。 

 

■ 計画期間 

  令和５年度～令和７年度（３年間） 

 

■ 実施計画策定方針 

１ 策定方針 

（１）現状認識 

ア 我が国を取り巻く社会・経済の動向 

政府が発表した令和３年度の実質ＧＤＰ成長率は、３年ぶりのプラス成長となる、2.1％

となったが、昨年度の内閣府年央試算において示された令和３年度の政府経済見通し

3.7％程度と比較すると、大幅な乖離が生まれており、令和３年中にコロナ前の水準を回

復するとの見込みに反し、鈍い回復となった。 

これに対し、令和４年度以降の社会・経済見通しとしては、緩やかな景気回復基調への

復帰が期待されている。政府が示した、「経済財政運営と改革の基本方針 2022（骨太方針

2022）」（原案）によると、新しい資本主義の実現に向け、重点投資を行う「人」、「科学技

術・イノベーション」、「スタートアップ」、「ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）」、

「ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）」の５分野について、官と民が連携して

計画的かつ重点的に取り組み、社会課題の解決を経済成長のエンジンとし、改革を一層推

進していくこととされている。 

しかしながら、経済成長を妨げる不透明要因も存在する。最大の下振れリスクは、オミ

クロン株・新株の感染状況の行方であり、感染再拡大によっては、消費や投資の動きの弱

体化、サプライチェーン停滞の長期化等が懸念されるとともに、物価上昇に伴う個人消

費・企業利益の減少、金融資本市場の変動など具体的な影響がすでに発現しているロシ

ア・ウクライナ情勢の長期化によっては、経済成長が鈍化するなど、今後の社会・経済情

勢は予断を許さない状況である。 

今後、社会・経済両面において更なる変容が生じてくることは確実であり、本市におい

ても、極めて強い不確定要素に適時適切に対応することで、市民満足度の向上につなげて

いくことが求められている。 

 

イ デジタル田園都市国家構想の推進 

安倍・菅内閣では、出生率の低下によって引き起こされる人口減少に歯止めをかけ、東

京圏への人口の一極集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保することで、将

来にわたって活力ある日本社会を維持するため、国と地方とが総力を挙げて「地方創生」

に向けた取組を進めてきた。 
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一方、岸田内閣では、「新しい資本主義」実現に向け、これまでの地方創生施策は継続

しつつも、これをデジタルの力によって高度化・加速化させることにより、地方の豊かさ

をそのままに利便性と魅力を備えた新たな地方像を提示する「デジタル田園都市国家構

想」を推進するとしている。 

これは、産官学の連携の下、仕事・交通・教育・医療をはじめとする地方が抱える課題

を、デジタル実装を通じて解決し、誰一人取り残されず全ての人がデジタル化のメリット

を享受できる心豊かな暮らしを実現し、地域の個性を活かした地方活性化を図り、持続可

能な経済社会を目指すものである。 

政府は、令和４年末に、コロナ禍やデジタル技術の浸透・進展などの状況を踏まえ、「デ

ジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）」を策定（まち・ひと・しごと創生総合戦略の

改訂）することとしている。 

本市においても、策定された「デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）」を勘案し、

「第２期佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を改訂（佐久市デジタル田園都市国家

構想総合戦略（仮称）を策定）し、デジタル田園都市国家構想の取組を強力に推進してい

くことが求められている。 

 

ウ 本市を取り巻く状況の変化 

本市では、第二次佐久市総合計画に基づき、市の最大の強みを「暮らしやすさ」と位置

付け、これを生かす施策展開を図ってきたところである。 

第二次佐久市総合計画の基本計画の前期５年間が経過したことに伴い、前期５年間の施

策の成果の検証と社会経済情勢の変化を踏まえ、令和４年度から令和８年度までの後期５

年間を計画期間として、後期５年間に実施すべき施策の方向性を示す「後期基本計画」を

策定し、各種施策を推進している。 

本市の人口は、令和２年国勢調査で 98,199人と、平成 27年の 99,368人と比べ、1.2％

減少しているが、平成 23 年から連続して転入者数が転出者数を上回る社会増の状態にあ

ることから、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を上回っている状況にあるも

のの、人口減少・少子高齢化の進行に歯止めがかかっていない。 

税収の減少による行政サービスの低下、経済・産業活動の縮小、地域コミュニティの機

能低下などをもたらす人口減少を踏まえ、自然動態・社会動態双方へのアプローチを的確

に推し進め、特に、人口動態への影響を持つ若者・子育て世代が暮らしやすいまちづくり

を推進していくことが求められている。 

 

（２）優先・重点配分項目 

上記の現状認識及び第二次佐久市総合計画における将来都市像・基本理念を踏まえ、以下

の取組への優先的かつ重点的な配分を行うことにより、一層の事業の選択と集中を図る。 

 

ア デジタル田園都市国家構想の推進に向けた取組 

人口減少を乗り越え、デジタルの力を活用して持続的に発展できるまちづくりを目指

すため、佐久市デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）の策定（第２期佐久市まち・
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ひと・しごと創生総合戦略の改訂）を見据え、現行の第２期佐久市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略の基本目標１～４の達成に寄与するデジタル実装を伴う事業に重点的に

取り組む。 

 

イ 「暮らしやすさ」を高め、「快適健康都市 佐久」の実現に向けた取組 

第二次佐久市総合計画後期基本計画に掲げる重点プロジェクトに位置付けられた９

つの戦略を具現化する事業に重点的に取り組む。 

その中でも、特に、次の３つを最重点項目として、ボトルネックとなる要因の克服に

向けた取組へ重点的に投資を行う。 

（ア）本市の将来を担う若者・女性・子育て世代に明確に訴求する事業（移住・定住の促

進、多様な働き方の創出、子育て・教育環境の充実等） 

（イ）デジタル技術を浸透させ、新たな社会の仕組みへと変革する「ＤＸ（デジタル・ト

ランスフォーメーション）」を推進する事業 

（ウ）2050 年カーボンニュートラルに向けた「ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーシ

ョン）」を推進する事業 

 

ウ 本市の地勢を捉え、それを最大限生かす取組 

北陸新幹線、中部横断自動車道などの高速交通網の充実、「災害に強いまち」への転

換、子育て支援拠点施設の整備や私立新小学校の開校などによる教育環境の充実により、

本市の地勢が変化していることから、その地勢を生かした他に比肩しない優位性のある

事業に重点的に取り組む。 

 

エ 自主財源の確保に向けた取組 

人口減少や地域経済の縮小、更には災害や感染症の影響などにより、自主財源の根幹

をなす税収を始めとした財源の確保がこれまで以上に厳しくなることから、自主財源の

確保につながる事業に積極的な投資を行う。 



 

4 

 

 

■ 実施計画の対象事業 

１ 建設事業については、総事業費１億円以上の事業 

（総事業費が１億円以上であれば計画期間内に収まらなくても対象としています。） 

２ ソフト事業については、新規事業で単年度事業費５０万円以上の事業 

３ 経常経費的な事業は除いています。また、「まち・ひと・しごと創生」に資する新規事業及

び起債充当事業については、上記に関わらず対象としています。 
 
 
■ 実施計画の構成 

第二次佐久市総合計画において定めた「施策の大綱」における体系ごとに主な事業を記載し

ています。 

 

 <施策の大綱> 
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■ 中期的な建設充当一般財源の見通し（Ｒ５～Ｒ９年度） 

実施計画策定に当たっては、地方財政計画等を基本に、国の制度改正や経済成長率などの各

種指標を加味し、歳入（①）となる市税や地方交付税等を推計するとともに、起債見込額等を

考慮し、歳出（②）となる公債費等を推計しています。 

この推計値から中期的な推計として【建設充当一般財源】（③＝①－②）を算出しています。 

 

●歳入（①） （単位：千円）　　

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

市税 13,638,000 13,490,000 13,560,000 13,612,000 13,527,000

地方交付税 13,155,000 13,150,000 13,134,000 13,089,000 13,080,000

その他 5,243,000 5,029,000 5,030,000 5,025,000 5,015,000

32,036,000 31,669,000 31,724,000 31,726,000 31,622,000

※その他･･･譲与税、交付金、臨時財政対策債等

●歳出（②）

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 6,619,000 6,624,000 6,614,000 6,582,000 6,605,000

公債費 6,214,000 6,525,000 6,748,000 6,600,000 6,041,000

扶助費 2,228,000 2,278,000 2,305,000 2,335,000 2,369,000

その他 13,699,600 13,663,600 13,765,500 13,796,900 13,682,600

28,760,600 29,090,600 29,432,500 29,313,900 28,697,600

※その他･･･物件費、補助費、繰出金、維持補修費等

●建設充当一般財源（③＝①－②）

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

3,275,400 2,578,400 2,291,500 2,412,100 2,924,400建設充当一般財源

合　計

合　計

 

 

 

■ 中期的な財政指標の見通し（Ｒ５～Ｒ９年度） 

事業の厳選・集中と、事業実施に当たっては、国・県補助金や起債・基金等を効果的に活用

し、一般財源の額が上記建設充当一般財源の範囲内となるよう計画を組み立てた結果、各財

政指標は以下の見通しになります。 

 

●財政指標等 （単位：百万円、％）

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

27,239 26,645 25,636 25,525 25,398

3,783 3,844 2,413 1,434 821

44,802 42,310 38,210 33,307 28,357

1.8 3.3 3.5 3.7 2.7

1.3 2.3 2.8 3.5 3.2

実質公債費比率（単年度）

（３カ年平均）

基金残高（一般会計）

市債借入額（普通会計）

市債残高（普通会計）
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■総括表 

（単位：千円） 

1  生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

事業費 1,905,700 1,244,900 1,694,600 4,845,200

うち一般財源 718,200 246,800 640,400 1,605,400

２  地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

事業費 2,831,000 3,039,400 1,072,800 6,943,200

うち一般財源 607,000 552,400 471,000 1,630,400

３  力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

事業費 461,700 330,900 296,000 1,088,600

うち一般財源 163,600 103,100 72,300 339,000

４  豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり

事業費 1,787,500 2,179,100 1,449,500 5,416,100

うち一般財源 554,100 495,100 182,500 1,231,700

５  快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり

事業費 1,312,600 1,728,100 2,050,800 5,091,500

うち一般財源 51,100 97,500 153,700 302,300

６  暮らしを守る安心と安全のまちづくり

事業費 756,000 654,400 861,800 2,272,200

うち一般財源 107,800 107,200 107,100 322,100

７  ひとと地域の力が生きる協働と交流のまちづくり

事業費 233,800 145,300 271,300 650,400

うち一般財源 169,400 79,800 90,800 340,000

合計

事業費 9,288,300 9,322,100 7,696,800 26,307,200

うち一般財源 2,371,200 1,681,900 1,717,800 5,770,900

合計令和5年度 令和7年度

令和7年度 合計

令和5年度 令和6年度

令和6年度

令和6年度令和5年度

令和7年度 合計

令和5年度 令和6年度

令和5年度 令和6年度

合計

令和5年度

令和7年度

令和7年度 合計

令和7年度

令和5年度 令和6年度

令和6年度令和5年度

令和6年度

合計

合計

令和7年度 合計

令和7年度
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■実施計画表の凡例 

 

 

 

■ 留意点 

● 記載した事業内容及び事業費等について 

本計画に記載した事業内容及び事業費等は実施計画策定時のものであり、予算額とは異な

ります。また、今後の社会経済情勢等の変化により内容が変更となる場合があります。 



（単位：千円）

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 奨学金給付費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 奨学金貸与に係る経費

・ 奨学金一部免除に係る経費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 運行委託料　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 大型提示装置整備費

・ ＩＣＴ機器更新費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 電話装置設置費用

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ グラウンド工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改修工事費　等

3
臼田地区新小学校市費事
務職員配置事業

【学校教育課】

2 奨学資金貸付事業

事業費： 30,700

事業費： 10,600

経済的理由により修学が困難な方
への奨学金の貸付

Ｒ５年４月開校の臼田地区新小学
校へ、Ｒ５,６年度は２名の事務職
員を配置（Ｒ７年度以降は１名）

会計年度任用職員任用に係る報
酬　等

１  生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

1

武論尊氏からの寄附金を原資とし
た基金による、経済的理由により
大学進学が困難な者への奨学金の
給付

ＳＡＫＵコスモス育英基
金奨学資金給付事業

事業費： 114,000

【学校教育課】

【学校教育課】

5

市立小中学校のＩＣＴ機器更新及
びＧＩＧＡスクール構想に伴う拡
充

市立小中学校ＩＣＴ機器
（ＧＩＧＡスクール構
想）整備事業

4

臼田地区、浅科地区、望月地区の
遠距離通学児童・生徒に対するデ
マンド交通、スクールバス及びス
クールタクシーの運行委託等

遠距離通学児童生徒輸送
事業

事業費： 392,700

事業費： 630,600
【学校教育課】

【学校教育課】

7

教職員の働き方改革のための市立
小中学校への留守番アナウンス機
能電話の設置市立小中学校留守番機能

電話設置事業

6

全県統一の統合型校務支援システ
ムの導入

市立小中学校統合型校務
支援システム導入事業

校務用システム負担金

事業費： 30,000

事業費： 1,100
【学校教育課】

【学校教育課】

部活動指導員任用に係る報酬
等 事業費： 20,400

8

教員の負担軽減及び部活動の充実
を図るための市内中学校への部活
動指導員の配置部活動指導員配置事業

【学校教育課】

【教育施設課】

10

浅間中学校の教室不足解消のため
の改修及び増築

浅間中学校増築事業

事業費： 968,400
【教育施設課】

9

臼田地区新小学校の整備等

臼田地区新小学校整備事
業

事業費： 167,500

8



（単位：千円）

１  生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 空調機器設置工事費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 空調機器設置工事費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改修工事費　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改修工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 施設改修工事費

・ 厨房機器等更新経費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 解体工事費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 地域連携協力隊運営負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 公演開催経費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 公募展開催経費

20

比田井天来の遺志を引き継ぐ全国
規模の臨書公募展の開催

比田井天来・小琴顕彰
佐久全国臨書展開催事業

事業費： 9,300
【文化振興課】

【企画課】

19

文化振興基金の運用益を活用した
児童・青少年のための舞台芸術
フェスティバルの開催

文化振興基金活用事業
「キッズ・サーキット
ｉｎ佐久」

事業費： 62,600
【文化振興課】

18

佐久大学が実施する地方創生事業
の実施に要する経費に対する補助

佐久大学地方創生事業

事業費： 70,000

17
長野西高等学校望月サテ
ライト校地域支援事業

事業費： 600

長野西高等学校望月サテライト校
に係る地域への支援

【望月支所】

【学校給食課】

【学校給食課】

16

旧学校給食臼田センターの解体工
事

学校給食臼田センター整
備事業

事業費： 37,600

事業費： 167,000

【学校給食課】

15

学校給食センターの施設改修及び
厨房機器等の更新

学校給食センター施設設
備整備事業

14

望月センターへの浅科センターの
機能集約に伴う改修等

佐久市学校給食浅科・望
月センター集約化事業

事業費： 146,900

11

市立小学校の特別教室及び管理諸
室のエアコン設置

小学校空調設備整備事業

事業費： 388,200

中佐都小学校教室等改修
事業

【教育施設課】

12

市立中学校の特別教室及び管理諸
室のエアコン設置

中学校空調設備整備事業

事業費：

事業費： 58,500
【教育施設課】

295,500
【教育施設課】

13

中佐都小学校の教室不足解消のた
めの改修

9



（単位：千円）

１  生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 史跡内外整備費

・ 小学校解体撤去費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 実施設計委託料

・ 施設整備工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 遺跡調査経費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 検討委員会開催経費　等　

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 施設改修工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 大会開催経費　等

史跡龍岡城跡ガイダンス
等施設整備事業

事業費： 220,400

21

史跡龍岡城跡の保存整備及び関連
工事

史跡龍岡城跡保存整備・
関連工事事業

事業費： 308,500
【文化振興課】

【文化振興課】

史跡龍岡城跡のガイダンス及び大
給恒公顕彰のための展示施設の整
備

23

香坂山遺跡の範囲確認調査及び国
史跡の指定に係る申請

22

近代美術館改修等整備事
業

事業費： 1,200

香坂山遺跡国史跡指定申
請事業

事業費： 33,800
【文化振興課】

【近代美術館】

25

近代美術館の収蔵する美術資料の
修復

24

近代美術館の老朽化に伴う整備に
ついての検討

中央図書館再整備事業 検討委員会開催経費　

事業費： 300

収蔵美術品（油井一二コ
レクション）修復事業

重要美術資料修繕料　等

事業費： 9,400
【近代美術館】

【中央図書館】

27

廃刊された地域新聞のデジタル
アーカイブ化

26

中央図書館の老朽化に伴う建替え
再整備についての検討

社会体育施設等整備事業 望月総合体育館改修工事費 等

事業費： 182,700

地域新聞デジタルアーカ
イブ化事業

委託料

事業費： 5,100
【中央図書館】

【スポーツ課】

29

臼田総合運動公園管理棟、宿泊棟
の改修等

28

社会体育施設の改修等

30
新ハーフマラソン大会開
催事業

事業費： 46,300
【スポーツ課】

臼田総合運動公園大規模
改修整備事業

事業費： 402,500
【スポーツ課】

佐久市の特徴を生かした新たな
ハーフマラソン大会の開催

10



（単位：千円）

１  生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ サッカー教室開催委託料

・ 柔道全国大会開催負担金　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 支援金　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・

32
スポーツイベント開催事
業

事業費： 3,700
【スポーツ課】

31
佐久市スポーツ合宿補助
事業

事業費： 4,200
【スポーツ課】

市内社会体育施設等を使用したス
ポーツ合宿に係る経費の補助

佐久総合運動公園や県立武道館等
を活用したスポーツイベントの開
催

34
佐久市佐久平女性大学運
営事業

事業費： 20,700
【人権同和課】

33

犯罪被害者等が受けた被害の早期
の回復や軽減、生活再建等に係る
支援の実施佐久市犯罪被害者等支援

事業
事業費： 4,200

【人権同和課】

女性活躍推進を図るための佐久市
佐久平女性大学事業の実施

学長報酬、講師謝礼

研修諸費　等

11



（単位：千円）

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 施設・広場整備工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 道路整備工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 実施設計委託料

・ 施設整備工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 組合補助金

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 除却費用　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改修工事費　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 解体工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改修工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 第２期解体・外構工事費　等

２  地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

1

河川等土砂搬出場の整備及び搬出
土の処理

河川等土砂搬出場整備事
業

用地買収費、整備工事費

場内整地費　等
事業費：

3
都市構造再編集中支援街
路事業（野沢地区）

事業費： 405,400
【都市計画課】

358,200
【道路建設課】

2
県民佐久運動広場跡地再
整備事業

事業費： 977,700
【都市計画課】

県民佐久運動広場跡地の再整備

野沢地区の主要な市道（県民佐久
運動広場新設道路、市道16-1号線
等）の整備

【都市計画課】

【生涯学習課】

老朽化した教職員住宅の取壊し

駒の里ふれあいセンター
改修事業

事業費： 8,600

5

土地区画整理組合への支援

佐久平駅南土地区画整理
事業

4
中込地区都市再生整備事
業

事業費： 506,700

事業費： 5,200

中込地区の都市基盤の再整備

【都市開発室】

6 教職員住宅取壊し事業

事業費： 30,700

8

旧浅科会館の取壊し

旧浅科会館解体事業

事業費： 26,500
【生涯学習課】

【教育施設課】

7

施設の老朽化に伴うトイレの改修

10

野沢会館の施設整備

野沢会館整備事業

事業費： 900,800
【文化振興課】

9

佐久平交流センターホール吊天井
の耐震改修等

文化施設耐震整備事業

事業費： 165,200
【文化振興課】

12



（単位：千円）

２  地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改修工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 御馬寄団地改修工事費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 運行費負担金　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 除融雪車両購入費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 道路改良工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用地買収費、道路築造工事費

・ 橋梁架替工事等負担金　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 道路築造工事費

・ 橋梁架替工事等負担金　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 橋梁修繕工事費　等

12

長寿命化計画に基づく市営住宅の
改修

市営住宅長寿命化事業

事業費：

11

コスモホール及び交流文化館浅科
に係る施設設備の改修等

コスモホール等施設設備
整備事業

事業費： 133,800
【文化振興課】

405,200
【建築住宅課】

13

ＲＯＵＴＥ日本海－太平
洋整備・利用促進事業

事業費： 1,200

無接道敷地空家等除却補
助事業

事業費： 4,500
【建築住宅課】

【道路建設課】

無接道敷地に建つ空家等の除却に
係る費用の補助

中部日本横断自動車道の早期全線
開通に向けた整備・利用促進事業
の実施

15

14

除融雪設備整備事業

事業費： 33,600

地域公共交通体系運営事
業

事業費： 937,800
【生活環境課】

【土木課】

16

社会資本整備総合交付金
道路整備事業　入澤（谷
川改良復旧事業）

事業費： 214,700

社会資本整備総合交付金
道路整備事業（市道25-
123号線外　下平）

事業費： 45,000

河岸の市道新設と架け替える市道
橋の拡幅

17

岸野地区の市道の道路改良

社会資本整備総合交付金
道路整備事業　常和（田
子川改良復旧事業）

事業費： 207,500
【道路建設課】

【土木課】

【道路建設課】

【道路建設課】

20

19

河岸の市道新設と架け替える市道
橋の拡幅

市道橋梁長寿命化整備事
業

18

除融雪車両の整備

事業費： 388,500

橋梁長寿命化修繕計画に基づく市
道橋梁補修

デマンド交通「さくっと」などの
地域公共交通体系の運行維持等

13



（単位：千円）

２  地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 舗装改良工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 設計委託料　

・ 用地買収費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 設計委託料

・ 用地買収費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・設計委託料
・ 用地買収費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 道路改良工事費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 設計委託料　

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 設計委託料　

・ 用地買収費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 地元負担金

社会資本整備総合交付金
道路整備事業（市道11-5
号線　根々井塚原）

事業費： 126,200
【道路建設課】

21

集落間を結ぶ主要な市道を対象と
した舗装の打替え

主要市道セーフティリ
ニューアル事業

事業費： 180,000
【道路建設課】

25

小田井地区の市道の道路改良

社会資本整備総合交付金
道路整備事業（市道4-1
号線　小田井曽根）

事業費： 264,100
【道路建設課】

309,500
【道路建設課】

24

下平尾地区の市道への歩道の設置

社会資本整備総合交付金
道路整備事業（市道7-
103号線外）

事業費： 142,900
【道路建設課】

23

佐久市と小諸市を結ぶ幹線道路の
整備社会資本整備総合交付金

道路整備事業（常田・赤
岩線）

事業費：

22

27

県立武道館へのアクセス道路の整
備創錬の森整備事業（県立

武道館アクセス道路整備
事業）

事業費： 52,800
【道路建設課】

26

もちづき荘等へのアクセス道路の
改良過疎対策道路整備事業

（市道66-97号線　春日
湯沢口）

事業費： 53,900
【道路建設課】

29

県が行う街路整備事業に対する負
担

街路整備事業（相生大手
線、相生赤岩線）

事業費： 34,800
【都市計画課】

28

岩村田踏切及び踏切付近の通学路
への歩道の設置社会資本整備総合交付金

道路整備事業（市道2-1
号線　岩村田踏切）

事業費： 22,200
【道路建設課】

中佐都地区の市道の道路改良

用地買収費

道路改良工事費　等

14



（単位：千円）

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ ダム改修工事負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 活動支援交付金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事等負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事等負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事等負担金

３  力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

1

収入保険制度へ加入した農家に対
する掛金の補助

農業者収入保険加入促進
事業

事業費： 11,100
【農政課】

2

親ブナ及び配合飼料の購入に要す
る経費の補助

水田フナ養殖生産振興事
業

県営 農村地域防災減災
事業　（香坂ダム）

事業費： 49,500

事業費： 14,100
【農政課】

【耕地林務課】

4

県が行う大久保地区の用排水路改
修に対する負担

3

県が行う香坂ダム整備に対する負
担

県営かんがい排水事業
（立科幹線地区）

事業費： 6,500

県営 農村地域防災減災
事業　（大久保地区）

事業費： 21,800
【耕地林務課】

【耕地林務課】

6

県が行う御牧ケ原１号幹線地区の
用排水路改修に対する負担

5

県が行う立科幹線地区の用排水路
改修に対する負担

多面的機能支払交付金事
業

事業費： 125,400

県営 農村地域防災減災
事業　（御牧原１号幹線
地区）

事業費： 12,200
【耕地林務課】

【耕地林務課】

8

佐久市土地改良区が行う中佐都地
区の用排水路改修に対する負担

7

農業・農村の有する多面的機能の
維持・発揮を図るための地域の共
同活動に対する支援

水利施設整備事業（塩名
田地区）

事業費： 27,300

水利施設整備事業 （中
佐都地区）

事業費： 50,900
【耕地林務課】

【耕地林務課】

10

県が行う御影用水地区の用排水路
改修に対する負担

9

佐久市土地改良区が行う塩名田地
区の用排水路改修に対する負担

県営 防災減災対策 土地
改良施設豪雨対策事業
（御影用水地区）

事業費： 4,600
【耕地林務課】

15



（単位：千円）

３  力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事等負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事等負担金

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用排水路改修工事等負担金

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用地費

・ 工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 点検診断経費

・ 橋梁補修工事費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金（拡充分）

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

団体営土地改良事業（長
寿命化対策）　矢嶋地区

事業費： 9,100
【耕地林務課】

12

佐久市土地改良区が行う用排水路
の整備に係る負担

11

五郎兵衛用水土地改良区が行う農
業用用排水路の整備に対する負担

県単農業農村整備事業
（常木地区）

事業費： 2,400

団体営 農村地域防災減
災事業 用排水施設整備
（横根赤岩地区）

事業費： 52,000
【耕地林務課】

【耕地林務課】

14

田口用水地区の灌漑用水の整備

13

佐久市土地改良区が行う常木地区
の農業用用排水路の整備に係る負
担

15

林道橋梁の点検・診断及びその結
果に基づく整備

林道橋梁長寿命化事業

事業費： 41,600

団体営農村地域防災減災
事業（田口用水地区）

事業費： 123,500
【耕地林務課】

【耕地林務課】

5,000
【商工振興課】

18

商店街等が行うまちおこし事業へ
の補助金の拡充「ポストコロナ！商店街

等復活イベント補助金
（仮称）」事業

事業費： 23,400
【商工振興課】

基金積立金　等

17

商店街等における実情に沿ったま
ちづくりの推進に対する補助

これからのまちコーディ
ネート事業

これからのまちコーディネー
ター補助金

事業費：

16

森林の整備とその促進に関する取
組及び基金の積立

森林環境譲与税活用事業 林地資源データベース作成費、
森林環境整備工事費

事業費： 156,200
【耕地林務課】

20

もちづき荘、ゆざわ荘及びその他
周辺施設等、春日温泉の活性化に
向けた基本計画の策定等春日温泉活性化事業
春日温泉施設整備基本計画策定
委託料　等 事業費： 35,000

【観光課】

19

市内観光施設の改修

観光施設改修事業 施設改修工事費（プラザ佐久空
調機器等）

事業費： 65,600
【観光課】

16



（単位：千円）

３  力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 山荘あらふね解体工事費　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ プロモーション費　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 情報発信委託料

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 定期観光バス運営事業費

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 測量費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 空調機器リース料

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 産業支援機構負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 委託料
等 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 運営費負担金30

東信州次世代イノベーションセン
ターの運営に対する負担金

東信州次世代イノベー
ションセンター事業

事業費： 3,900
【商工振興課】

29

副業創出による首都圏等からの移
住促進と市内企業の副業受入体制
の構築支援及び市内における創業
の支援

副業創出・創業支援事業

事業費： 16,000
【商工振興課】

28

市のものづくり産業の強みである
特徴的な製品開発技術のＰＲ等に
よるブランディング支援地域産業ブランディング

支援事業
事業費： 10,000

【商工振興課】

27

佐久産業支援センターの運営に対
する負担金

健康長寿関連産業活性化
事業

事業費： 38,000
【商工振興課】

26

地域の特徴を生かしたテレワーク
空間の整備等

まるっとテレワーク推進
事業

事業費： 13,500
【商工振興課】

25

新たな工業団地の整備に係る調査

新工業団地整備事業

事業費： 43,000
【商工振興課】

24

定期観光バス等を活用した観光バ
スツアー等の実施

周遊型観光促進事業
佐久バルーンフェスティバル市
内周遊ツアー事業費 事業費： 5,200

【観光課】

23

ＳＮＳ等を活用した、より魅力的
で更新頻度の高い情報発信の実施

観光情報発信業務アウト
ソーシング事業

事業費： 13,500
【観光課】

22

「北斗の拳」生誕４０周年を記念
した市内周遊観光イベントの実施

「北斗の拳」生誕４０周
年記念事業

事業費： 3,000
【観光課】

21

内山地区の観光資源の磨き上げに
よる地域活性化及び山荘あらふね
跡地の利活用内山地域観光活性化事業

事業費： 78,800
【観光課】

17



（単位：千円）

３  力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 委託料

・ 受講費用等に係る負担金

31

女性デジタル人材の育成・確保の
ため、募集から育成・就労に至る
まで官民連携による支援の実施デジタルワーカーＳＡＫ

Ｕ創生事業
事業費： 26,500

【情報政策課】

18



（単位：千円）

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 検診委託料　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 策定委託料　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 川西保健衛生施設組合負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 佐久広域連合負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 東棟改修工事費

・ 長寿命化計画策定委託料　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 医療機器等導入経費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 策定委託料　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ システム導入・運用経費

4

佐久医療センターの運営に対する
支援

8

第３期保健事業実施計画（データ
ヘルス計画）・第４期特定健康診
査等実施計画の策定

9

10

４  豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり

1

骨粗しょう症の早期発見・早期治
療につなげるための骨粗しょう症
検診の実施骨粗しょう症検診事業

事業費： 6,600
【健康づくり推進課】

2

第３次佐久市健康づくり２１計画
の策定

第３次佐久市健康づくり
２１計画策定事業

川西保健衛生施設組合病
院運営費補助負担事業

事業費： 292,500

事業費： 5,300
【健康づくり推進課】

【健康づくり推進課】

3

川西赤十字病院の運営に対する支
援

地域医療確保対策事業
委託料　等

事業費：

佐久医療センター病院運
営費補助負担金事業

事業費： 111,600
【健康づくり推進課】

2,700
【健康づくり推進課】

6

浅間総合病院の機能強化に向けた
施設整備等

5

無医地区等における医療確保のた
めの布施出張診療所及び湯沢無医
地区出張診療所の運営

佐久市立国保浅間総合病
院機能強化施設整備事業

事業費： 450,200
【浅間総合病院総務課】

7

老朽化した医療機器等の更新等

第３期保健事業実施計画（データ
ヘルス計画）・第４期特定健康診
査等実施計画策定事業

事業費： 6,000
【国保医療課】

佐久市立国保浅間総合病
院医療機器整備事業

事業費： 815,000
【浅間総合病院総務課】

個別避難計画作成事業

事業費： 4,700
【福祉課】

避難行動要支援者のための個別避
難計画の作成

計画策定謝礼　等

重層的支援体制整備事業

事業費： 7,100
【福祉課】

重層的支援体制の構築に向けた包
括的相談支援体制の基盤整備

19



（単位：千円）

４  豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・ 空調機器借上料

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 空調機器更新工事費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 審議会委員報酬

・ 印刷製本費　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 支援ソフト賃借料

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 整備助成金

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ ごみ保管庫購入費用

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

高齢者の保健事業と介護
予防の一体的事業

人件費
事業費： 63,600

【国保医療課】 講師謝礼　等

12

認知症高齢者グループホーム整備
及び開設準備経費等の補助

11

長野県後期高齢者医療広域連合か
らの委託による高齢者への一体的
な支援の実施

13

養護老人ホーム職員の処遇改善に
係る支弁額の改定

養護老人ホーム職員処遇
改善事業

養護老人ホーム入所措置費
（増額分）

事業費：

認知症高齢者グループ
ホーム整備助成事業

施設整備補助金　等

事業費： 48,700
【高齢者福祉課】

特別養護老人ホーム改修
事業

施設改修工事費

事業費： 366,700

5,700
【高齢者福祉課】

特別養護老人ホームの施設設備の
改修工事等

16

第三次佐久市障がい者プランの策
定

第三次佐久市障がい者プ
ラン策定事業

事業費： 1,100
【福祉課】

【高齢者福祉課】

15

故障・不具合が頻発している空調
機器の更新

あいとぴあ臼田空調機器
更新事業

事業費： 284,600
【高齢者福祉課】

14

18

共同生活援助事業所（障がい者グ
ループホーム）整備費の助成

共同生活援助事業所整備
助成事業

事業費： 90,000
【福祉課】

17

障害福祉サービス費の審査業務を
支援するソフトの導入

障害福祉業務総合支援ソ
フト導入事業

事業費： 2,400
【福祉課】

20

軽井沢学園の改築に対する支援

軽井沢学園改築支援事業 改築負担金

事業費： 39,200
【子育て支援課】

19

保育所で使用済み紙おむつ廃棄処
理の実施

公立保育所おむつ処理事
業

事業費： 2,700
【子育て支援課】

20



（単位：千円）

４  豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ システム導入・運用費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 策定委託料　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 実施設計委託料

・ 施設整備工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 設計委託料

・ 施設整備工事費　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 空調機器設置工事費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 空調機器更新工事費

22
第三期佐久市子ども・子
育て支援事業計画策定事
業

事業費： 6,100
【子育て支援課】

21

児童家庭相談システムの導入

児童家庭相談システム導
入事業

事業費： 19,500
【子育て支援課】

第三期佐久市子ども・子育て支援
事業計画の策定

24

新設される私立認定こども園への
施設整備に係る経費の補助

私立認定こども園施設整
備補助事業

施設整備補助金

事業費： 58,500
【子育て支援課】

23

佐久南幼稚園の子ども・子育て支
援新制度への移行に伴う給付費の
給付佐久南幼稚園子ども・子

育て支援新制度移行事業
施設型給付費

事業費： 259,200
【子育て支援課】

26

中込地区保育所の整備等

保育所施設整備事業

事業費： 1,352,600
【子育て支援課】

25

野沢児童館併設型子育て支援拠点
施設の整備

野沢児童館併設型子育て
支援拠点施設整備事業

事業費： 1,017,800
【子育て支援課】

28

子ども未来館の空調機器の更新

子ども未来館設備更新事
業

事業費： 30,000
【子育て支援課】

27

全ての公立保育所の空調設備未設
置の調理室・事務室のエアコン設
置公立保育所空調設備整備

事業

事業費： 66,000
【子育て支援課】

21



（単位：千円）

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 維持管理委託料

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 施設改築更新工事費　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 指定管理委託料

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 太陽光発電設備設置工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ ニホンジカ生息調査等委託料

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 策定委託料　等

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

５  快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり

都市公園セーフティリ
ニューアル事業

事業費： 194,900

1

佐久平駅周辺の街路樹等の維持管
理

佐久平駅周辺街路樹等維
持管理事業

事業費： 19,400
【都市開発室】

【公園緑地課】

【環境政策課】

3

佐久平南広場（愛称：佐久平サン
スクエア）の維持管理等

2

公園施設長寿命化計画に基づく公
園施設の改築更新等

佐久平サンスクエア指定
管理業務委託事業

事業費： 18,000
【公園緑地課】

5

温室効果ガス排出量の削減による
持続可能な脱炭素社会への転換を
促進させるための補助

4

脱炭素化に向け、公共施設におけ
る自家消費型太陽光発電設備の導
入や民間事業者向け太陽光発電設
備の設置に対する補助等

電気自動車購入促進事業
電気自動車の購入に対する補助
金 事業費： 4,000

【環境政策課】

佐久市地域脱炭素移行・
再エネ推進交付金事業

事業費： 1,500,500

6

温室効果ガス排出量の削減による
持続可能な脱炭素社会への転換を
促進させるための補助省エネ家電普及促進事業

ＬＥＤ照明、家庭用冷蔵庫の買
替購入に対する補助金 事業費： 10,500

【環境政策課】

7

温室効果ガス排出量の削減による
持続可能な脱炭素社会への転換を
促進させるための補助

生物多様性保全活動検証
事業

事業費： 3,000

木質バイオマス熱利用設
備導入事業

ペレットストーブ等の購入に対
する補助金 事業費： 21,000

【環境政策課】

【環境政策課】

9

佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基
本計画の策定

8

ニホンジカの食害による生物多様
性への影響を把握するためのニホ
ンジカの生息状況や植生等の調査
の実施

下水道普及促進事業
デザインマンホールの設置に係
る経費　等 事業費： 5,600

佐久市一般廃棄物（ご
み）処理基本計画策定業
務

事業費： 9,000
【生活環境課】

【下水道課】

10

下水道事業５０周年を迎えるに当
たり、下水道を普及促進するため
の事業の実施

22



（単位：千円）

５  快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 工事請負費

・ 路面復旧費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改築更新工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 改築更新工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 機能強化工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 施設修繕費

11

下水道事業区域内の管渠整備等

管路施設改築更新事業
改築更新工事費　等

事業費： 348,000

汚水管渠整備事業

事業費： 1,110,100
【下水道課】

【下水道課】

13

老朽化した公共下水道処理場及び
ポンプ場の改築更新等

12

老朽化した管路、マンホール、鉄
蓋等の改築更新等

特定環境保全公共下水道
改築更新事業

事業費： 383,000

公共下水道改築更新事業

事業費： 570,000
【下水道課】

【下水道課】

15

老朽化した農業集落排水処理施設
の機能強化等

14

老朽化した特環下水道処理場及び
ポンプ場の改築更新等

農業集落排水処理施設機
能強化事業

事業費： 226,000
【下水道課】

16

災害時における下水処理機能の確
保のための、下水道施設の災害防
止対策の実施下水道施設災害防止対策

事業
災害防止対策工事実施設計費
等 事業費： 151,000

【下水道課】

17

生活排水処理施設の統廃合

生活排水処理施設統廃合
事業

統廃合工事費　等

事業費： 112,800
【下水道課】

18

生活排水処理施設14箇所とポンプ
場施設210箇所の計画的修繕

生活排水処理施設修繕事
業

事業費： 404,700
【下水道課】
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（単位：千円）

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・ モバイル端末更新に係る経費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 法面工事等負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 河川改良工事費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 物品整備に係る経費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 消防団員に対する報酬

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(再掲) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用地買収費、道路築造工事費

・ 橋梁架替工事等負担金　等

(再掲) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 道路築造工事費

・ 橋梁架替工事等負担金　等

(再掲) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 用地費

・ 工事費　等

雨量観測システム雨量計
等更新事業

雨量計更新工事費

事業費： 4,900
【危機管理課】

６  暮らしを守る安心と安全のまちづくり

2

県が行う急傾斜地の崩壊を防止す
るための急傾斜崩壊対策工事に対
する負担県営急傾斜崩壊対策事業

（新子田）
事業費： 35,500

【土木課】

「災害に強い佐久市づく
り」防災減災事業（道
路） 排水施設改良工事費

事業費： 600,000

「災害に強い佐久市づく
り」防災減災事業（河
川）

事業費： 120,000
【土木課】

市内全域における浸水被害防止の
ための排水施設及び道路の改良・
改修等

【土木課】 道路改修工事費 等

1

雨量観測システム雨量計及びモバ
イル端末の更新

3

市内全域における河川氾濫、家屋
等への浸水被害防止のための河川
護岸の整備、線形の改良等

4

311,100
【危機管理課】

事業費： 2,100
【環境政策課】

7

消防団活動の充実・強化のための
消防車両等の更新

消防団施設整備事業 小型動力ポンプ付軽積載車購入
費

事業費：

6

災害出動時等における消防団員の
士気向上のため、国の示す報酬金
額への見直し消防団員報酬等処遇改善

事業
事業費：

5

各指定避難所におけるペットの飼
育場所の準備や受入れに必要な物
品の整備ペット同行避難整備事業

9

河岸の市道新設と架け替える市道
橋の拡幅社会資本整備総合交付金

道路整備事業　常和（田
子川改良復旧事業）

事業費： 207,500
【道路建設課】

40,000
【危機管理課】

8

河岸の市道新設と架け替える市道
橋の拡幅社会資本整備総合交付金

道路整備事業　入澤（谷
川改良復旧事業）

事業費： 214,700
【道路建設課】

123,500
【耕地林務課】

10

田口用水地区の灌漑用水の整備

団体営農村地域防災減災
事業（田口用水地区）

事業費：
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（単位：千円）

６  暮らしを守る安心と安全のまちづくり

(再掲) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

・

(再掲) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 除融雪車両購入費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 工事費

・ 設計委託料　等

11
河川等土砂搬出場整備事
業

事業費： 358,200
【道路建設課】

12

除融雪車両の整備

除融雪設備整備事業

事業費： 33,600
【土木課】

河川等土砂搬出場の整備及び搬出
土の処理

用地買収費、整備工事費

場内整地費　等

13
緊急自然災害防止対策事
業（治山）

事業費： 1,158,600
【耕地林務課】

国庫補助事業及び県単事業の要件
を満たさない市単独の治山事業の
実施
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（単位：千円）

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 会議システム使用料

・ インターネット利用料

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 導入準備経費

・ システム利用料

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 外部人材報酬、ＲＰＡ導入経費

・ ＡＩ-ＯＣＲ運用経費　等

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ ＦＴＴＨ化整備に係る負担金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ スマホ操作教室開催に係る経費

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ バスドライバー用スマホ利用料

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ プロモーション委託料　等

７  ひとと地域の力が生きる協働と交流のまちづくり

1

議会活性化やペーパレス化推進の
ための情報端末導入

2

公文書管理の一連のプロセスをデ
ジタル化するための電子決裁機能
付き文書管理システムの導入文書管理システム導入事

業

【税務課・収税課】

【契約課】

【情報政策課】

議会タブレット端末導入
事業

事業費： 3,000

事業費： 26,100
【総務課】

【議会事務局】

4

県との共同利用による建設工事及
び物品等入札参加資格審査システ
ムの導入

3

市税に関する手続のデジタル化の
整備

デジタル化による納税環
境整備事業

地方税共同機構負担金　等

事業費： 6,900

6

5

外部人材の活用、ＲＰＡ、ビッグ
データ分析及びＡＩ-ＯＣＲ等の導
入等によるＤＸの推進行政ＤＸ推進事業

事業費： 111,100

情報通信ネットワークのＦＴＴＨ
化

入札参加資格審査システ
ム導入事業

情報通信ネットワーク再
構築事業

事業費： 266,900
【情報政策課】

システム導入及び運用に係る負
担金 事業費： 10,500

【情報政策課】

8

庁内で使用している情報系ネット
ワークの無線（Wi-Fi）化

7

スマートフォン操作教室の開催等
によるデジタルデバイド（情報格
差）対策の実施デジタルデバイド対策事

業
事業費： 10,800

情報系ネットワーク無線
化事業

情報系ネットワーク無線化関連
機器調達に係る経費　等

事業費： 64,200
【情報政策課】

【情報政策課】

10

「教育×移住」・「複業×移住」
と広報紙リニューアルによる戦略
的プロモーションの実施

9

教育移住者向けのスクールバスロ
ケーションシステム導入に係るＰ
ｏＣ（概念実証）の実施

シティプロモーション事
業

事業費： 120,600
【広報広聴課】

通学バス見える化システ
ム導入ＰｏＣ（概念実
証）事業

事業費： 3,000
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（単位：千円）

７  ひとと地域の力が生きる協働と交流のまちづくり

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 補助金

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ ＳＮＳ広告料　

・

(新規) Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ 親善訪問等に係る経費

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

・ ＰＲ活動経費　等

12

市の移住促進施策に係るＳＮＳを
活用した広告宣伝の実施

移住促進施策等ＳＮＳ広
告事業

ランディングページ制作に係る
経費　等

11

市への移住や二地域居住の準備を
進める者に対する市内での活動に
係る経費の補助移住検討者滞在費補助事

業
事業費： 4,800

【移住交流推進課】

友好都市等交流事業

事業費： 4,500

事業費： 17,100
【移住交流推進課】

【移住交流推進課】

14

エストニア共和国を多面的に紹
介、体験するイベントの開催や情
報発信等

13

友好都市との提携を記念した親善
訪問や各種交流事業の実施

エストニア共和国ホスト
タウン交流事業

事業費： 900
【移住交流推進課】
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