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■実施計画策定の趣旨 

 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 

  平成３１年度～平成３３年度（３年間） 

 

■実施計画策定方針 

１ 策定方針 

（１）現状認識 

  ア 日本の社会経済の現状 

我が国の経済は、アベノミクスの推進により、雇用・所得環境の改善が続く中で緩やか

な回復基調にあるが、特に雇用の面では、人口減少社会の中で好調な求人に対し労働力が

不足するなど、依然として多くの課題を内包している状況にある。 

このような中、政府は、成長軌道を確かなものにし、持続的な経済成長の実現を成し遂

げるための鍵は少子高齢化という最大の壁への対応であるとして、平成２９年１２月、そ

の両輪として「人づくり革命」と「生産性革命」を盛り込んだ「新しい経済政策パッケー

ジ」を閣議決定し、具体的な施策をまとめた基本構想の策定を進めている。 

その中で、２０２０年までの向こう３年間を集中投資期間として、これまでの制度や慣

行に捉われない新しい仕組みによる人づくりや、技術革新をはじめとする地域中小事業者

の生産性向上を図る施策などにより、一億総活躍社会の実現につなげていくための政策展

開を展望している。 

 

イ 地方創生の推進 

国・地方においては、人口減少に歯止めをかけ、東京圏への人口の過度の集中を是正し、

それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会を維持するた

め、総力を挙げ「地方創生」に向けた取組を進めている。 

しかしながら、総務省の住民基本台帳人口移動報告によると、東京圏は２２年連続で転

入者が転出者を上回る転入超過が続いている。平成２９年においては、約１１万９千人が

転入超過と２年ぶりに増加に転じるなど、一極集中に改善が見られないことから、国は、

地方大学の振興や、若者を中心とした地方における仕事づくりなど、ライフステージに応

じた政策メニューの充実・強化を図っており、また、地方においては、これまでにも増し

て地域の魅力を高める取組を進めていくことが重要である。 

 

ウ 市の取組状況 

市は、第二次佐久市総合計画の将来都市像である「『快適健康都市 佐久』～希望をか

なえ 選ばれるまちを目指して～」の実現に向け、「健康長寿」や「高速交通網の充実」

などの市の卓越性を生かした各種施策を推進している。 

平成３０年３月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人

口では、前回推計（平成２５年３月公表）と比較し人口減少が一定程度抑制されており、
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施策推進の効果が認められる中、この流れを確実化する必要がある。そのため、今後、佐

久市が将来にわたって持続的な発展を遂げていくよう、時代の流れに沿った施策をさらに

柔軟かつ的確に展開していくことが重要である。 

 

（２）優先・重点配分項目 

（１）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

下の事項への優先的かつ重点的な配分により、一層の事業の選択と集中を図る。 

 

ア 人口減少克服に向けた取組 

人口減少を乗り越え、持続的に発展できるまちづくりを目指すため、市の卓越性を最大

限に生かした事業に重点的に取り組む。 

 

 

 

 

その中でも、以下の２項目を最重点課題とし、課題解決に向けた取組へ重点的に投資を

行う。 

（ア）若者を呼び込む取組の推進 

（イ）中部横断自動車道の全線開通に向けた取組の推進 

 

イ 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。このことから、自主財源の確保につながる事業については、

積極的な投資を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇佐久市の卓越性（特徴） 

・健康長寿   ・高速交通網の充実  ・医療福祉の充実 

・天災の少なさ ・晴天率の良さ          など 
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■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（H31～H35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、職員数の削減や

起債見込額等を考慮し、歳出（②）となる人件費や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）　　

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

市税 12,651,000 12,524,000 12,183,000 12,388,000 12,369,000

地方交付税 12,976,000 12,682,000 12,804,000 12,906,000 12,704,000

その他 5,635,000 5,741,000 5,471,000 5,493,000 5,364,000

31,262,000 30,947,000 30,458,000 30,787,000 30,437,000

※その他･･･譲与税、交付金、臨時財政対策債等

●歳出（②）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

人件費 5,144,000 5,270,000 5,246,000 5,219,000 5,207,000

公債費 6,287,000 6,064,000 6,117,000 6,243,000 6,228,000

扶助費 2,565,000 2,574,000 2,610,000 2,620,000 2,624,000

その他 13,867,700 14,733,200 14,494,500 14,699,000 11,729,200

27,863,700 28,641,200 28,467,500 28,781,000 25,788,200

※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）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

3,398,300 2,305,800 1,990,500 2,006,000 4,648,800建設充当一般財源

合　計

合　計

 

 

 

■中期的な財政指標の見通し（H31～H35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、％）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

27,572 26,838 25,768 24,920 25,191

6,179 5,199 3,810 2,864 2,391

46,666 46,225 44,480 41,761 38,636

2.1 1.6 1.7 2.6 4.6

1.2 2.1 1.8 2.0 3.0

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）

実質公債費比率（単年度）

（３カ年平均）
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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 4,154,000 2,336,200 3,547,400 10,037,600

うち一般財源 933,900 467,300 702,400 2,103,600

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 2,482,900 2,490,300 1,849,700 6,822,900

うち一般財源 683,000 545,900 412,700 1,641,600

３  力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

事業費 1,268,000 1,221,600 292,100 2,781,700

うち一般財源 214,200 248,600 248,900 711,700

４  豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり

事業費 1,265,000 1,031,100 758,000 3,054,100

うち一般財源 469,600 297,100 172,200 938,900

５  快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり

事業費 2,380,900 1,805,700 1,196,000 5,382,600

うち一般財源 844,100 574,200 324,300 1,742,600

６  暮らしを守る安心と安全のまちづくり

事業費 519,300 824,800 66,800 1,410,900

うち一般財源 62,500 94,100 50,900 207,500

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 213,700 84,400 87,900 386,000

うち一般財源 183,900 69,700 73,200 326,800

合計

事業費 12,283,800 9,794,100 7,797,900 29,875,800

うち一般財源 3,391,200 2,296,900 1,984,600 7,672,700

合計

合計

平成31年度 平成32年度 平成33年度 合計

平成31年度 平成33年度

合計平成31年度 平成33年度

平成33年度 合計

平成31年度 平成32年度

平成32年度

平成32年度

平成32年度

平成31年度 平成32年度

平成32年度平成31年度

平成32年度

平成31年度

平成33年度 合計

合計

平成31年度

平成33年度

平成33年度 合計

平成33年度
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■実施計画表の凡例 

 

３ヵ年の事業費担当課

事業名新規/継続

事業概要

事業計画（この場合H31年度から着手しており,H33年度以降も継続）

(新規) H31 H32 H33

・ 大会開催準備経費

・ 大会開催経費
事業費： 24,000

フルマラソンイベントの開催（平
成33年度以降開催予定）

フルマラソン開催事業28

【体育課】

 

 

■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。 

   

JWS26154
四角形

JWS26154
四角形

JWS26154
四角形



（単位：千円）

(新規) H31 H32 H33

・ 部活動指導員配置に係る経費

H31 H32 H33

・ ALT及びJETﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

配置に係る経費　等

H31 H32 H33

・ 奨学金貸与に係る経費

・ 奨学金一部免除に係る経費

H31 H32 H33

・ 運行委託料

H31 H32 H33

・ 理科支援員配置に係る経費

H31 H32 H33

・ 奨学金給付費

H31 H32 H33

・ グラウンド整備工事費

・ 解体工事費　等

H31 H32 H33

・ 実施設計委託料

・ 校舎棟、体育館棟工事費　等

H31 H32 H33

・ 実施設計委託料

・ 施設整備工事費　等

H31 H32 H33

・ 施設改修工事費

・ 厨房機器等更新経費

529,400

90,000

事業費：

遠距離通学児童生徒輸送
事業

210,000

過疎地域におけるスクールバス等
の運行

2,727,500

事業費： 163,700

岩村田小学校の改築

事業費：

177,000

事業費：

理科専科または理科支援員のいな
い小学校への理科支援員の配置

【教育施設課】

【学校給食課】

学校給食臼田センター整
備事業

【教育施設課】

臼田地区新小学校整備事
業

臼田地区新小学校の整備

5

ＳＡＫＵコスモス育英基
金奨学資金給付事業

【学校教育課】

事業費：

事業費：

小・中学校英語教育推進
事業

8

10

4

【学校教育課】

【学校教育課】

7

6

9

2

12,700

【学校教育課】

3

経済的理由により修学が困難な者
への奨学金の貸与

次期学習指導要領の実施（平成32
年度～）に向け、移行期間中から
のALTの配置

135,900

１  生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

部活動指導員配置事業

公立中学校への部活動指導員の配
置

事業費：
【学校教育課】

1

事業費：

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

奨学資金貸付事業

岩村田小学校整備事業

学校給食臼田センターの整備

【学校給食課】

【学校教育課】

理科支援員配置事業

36,900事業費：

事業費：

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
修学が困難な者への奨学金の給付

9,300
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（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

H31 H32 H33

・ エアコン設置工事費　等

H31 H32 H33

・ 公演開催経費

H31 H32 H33

・ 舞台照明設備改修工事費

・ 吊り天井等改修工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 駐車場整備工事費　等

H31 H32 H33

・ 更新ピアノ御披露目コンサート

開催経費

H31 H32 H33

・ 公募展開催委託料

H31 H32 H33

・ 整備基本計画策定経費　等

H31 H32 H33

・ 美術展開催経費

(新規) H31 H32 H33

・ 交換展開催経費

H31 H32 H33

・ エレベーター改修工事費　等

運用益の範囲で実施

567,200

21,000

【近代美術館】

中国陶磁器（吉沢三朗コ
レクション）交換展事業

【近代美術館】

事業費：

事業費：

エストニア美術展「北欧の小さな
宝石箱・エストニア」の開催

佐久平交流センターのグランドピ
アノの更新による記念イベントの
開催

エストニア美術展開催事
業

【近代美術館】

国史跡龍岡城跡の保存整備

【文化振興課】

事業費： 1,200

近代美術館エレベーターの改修等

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

【文化振興課】

事業費：

1,800

事業費：

軽井沢町所蔵の中国陶磁器（吉沢
三朗コレクション）との交換展示
の開催

事業費： 13,100

900

事業費：

97,500

16
比田井天来・小琴顕彰
佐久全国臨書展

6,200

198,900

17
史跡龍岡城跡保存整備事
業

事業費：

18

コスモホールの舞台設備等の改修

コスモホール設備整備事
業

【文化振興課】

コスモホール駐車場の増設

15
佐久平交流センターグラ
ンドピアノ購入記念イベ
ント開催事業

【文化振興課】

【文化振興課】

14

事業費：

12

コスモホール駐車場整備
事業

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
フェスティバルの実施

文化振興基金活用「児童・
青少年のための舞台芸術
フェスティバル」事業

【文化振興課】

13

【教育施設課】

公立小・中学校へのエアコンの設
置

11
小・中学校空調設備整備
事業

20 近代美術館設備整備事業

事業費：

19
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（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

H31 H32 H33

・ 実施設計委託料

・ 解体工事費　等

H31 H32 H33

・ 実施設計委託料

・ 東会館整備工事費　等

H31 H32 H33

・ 施設設備改修工事費

H31 H32 H33

・ 空調設備改修工事費

H31 H32 H33

・

・ 野球場ｵｰﾌﾟﾝ記念ｲﾍﾞﾝﾄ等開催

経費　等

H31 H32 H33

・ スポーツ交流イベント開催経費

・ 事前合宿誘致経費　等

H31 H32 H33

・ 県立武道館整備工事費等負担金

・ 多目的運動場整備工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 大会開催準備経費

・ 大会開催経費

H31 H32 H33

・ 空調設備改修工事費

・ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器借上料　等

H31 H32 H33

・ 照明設備改修工事費30

佐久市総合体育館等のアリーナ照
明設備改修

社会体育施設設備整備事
業

事業費： 237,300
【体育課】

21

野沢会館及び周辺関連施設の整備

事業費： 407,100
【体育課】

29

災害時避難所としての機能強化及
びトレーニング機器の更新等

総合体育館設備整備事業

28

【体育課】

フルマラソンイベントの開催（平
成33年度以降開催予定）

フルマラソン開催事業

24,000

26,600

771,800

事業費：

30,800

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｲﾍﾞﾝﾄ開催経費

事業費：
【文化振興課】

野沢会館及び周辺整備事
業

22

東会館の整備

東会館整備事業

事業費： 578,500
【中央公民館】

23
駒の里ふれあいセンター
設備整備事業

事業費： 80,000
【中央公民館】

駒の里ふれあいセンターの設備改
修

24

中央図書館の空調設備改修

図書館設備整備事業

事業費： 32,900
【中央図書館】

26
2020東京オリンピック・
パラリンピック関連事業

事業費：
【体育課】

25
スポーツイベント開催事
業

事業費：

ホストタウン交流計画に基づく各
種交流事業の実施・事前合宿誘致

【体育課】

佐久総合運動公園等を活用したス
ポーツイベントの開催

創錬の森の整備

27
創錬の森整備事業（県立
武道館等整備事業）

事業費： 1,520,000
【体育課】

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

H31 H32 H33

・ 撤去工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 実施設計委託料

・ 多目的広場等改修工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 計画策定経費

(新規) H31 H32 H33

・ 計画策定経費

34
第４次佐久市男女共同参
画プラン策定事業

事業費： 1,600
【人権同和課】

第４次佐久市男女共同参画プラン
（計画期間：平成34年度～平成38
年度）の策定

【人権同和課】

第四次佐久市部落差別撤廃と人権
擁護に関する総合計画（計画期
間：平成34年度～平成38年度）の
策定

32

臼田総合運動公園スポーツ施設、
管理センター、宿泊棟の改修

臼田総合運動公園整備事
業

事業費：
【体育課】

33
第四次佐久市部落差別撤
廃と人権擁護に関する総
合計画策定事業

事業費：

31

市内サイクリングロードの使用出
来ない付属施設の解体撤去

サイクリングロード付属
施設解体事業

事業費： 18,100
【体育課】

4,400

1,304,300

10



（単位：千円）

(新規) H31 H32 H33

・ 調査業務委託料

H31 H32 H33

・ 幹線道路等新設工事費

・ 公共施設管理者負担金　等

H31 H32 H33

・ 計画策定経費

H31 H32 H33

・ 社会実験経費　等

H31 H32 H33

・ 複合化施設整備工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 耐震補強改修工事費

H31 H32 H33

・ 白山団地リフォーム工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 車両更新等負担金

H31 H32 H33

・ 道水路改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 施設定期点検料

・ 計画策定経費

事業費：

46,000事業費：

143,800

2,100

しなの鉄道の車両更新等に対する
負担金

【道路建設課】

中部横断自動車道関連道
水路整備事業

【道路建設課】

【浅科支所】

10

老朽化した市営住宅のリフォーム

しなの鉄道軌道安全輸送
設備等負担事業

【土木課】

事業費：

５年ごとの橋梁定期点検及び橋梁
長寿命化修繕計画（前回Ｈ23策
定）の策定道路施設等点検事業

事業費：

9

事業費：

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：

都市計画基礎調査事業

事業費：

佐久平駅南土地区画整理
事業

3

佐久平駅南（樋橋地区）土地区画
整理事業に併せた幹線道路等の新
設、土地区画整理組合への支援

まちの居心地を良くする「プレイ
スメイキング」を推進するための
調査検討

【都市計画課】

8

7 市営住宅長寿命化事業

浅科支所、浅科会館、浅科福祉セ
ンターの複合化による施設整備

5

無電柱化推進計画の策定

浅科生きがい活動支援センターの
耐震補強改修

【建築住宅課】

【浅科支所】

無電柱化推進事業

【都市計画課】

【都市開発室】

20,600

プレイスメイキング推進
事業

都市計画法に規定された都市計画
基礎調査の実施

事業費：

事業費： 3,329,800

14,100

4

1

1,193,600

2

浅科支所複合施設整備事
業

【都市計画課】

事業費：

70,700

29,500

浅科生きがい活動支援セ
ンター整備事業

6

27,100

中部横断自動車道建設に伴う関連
道水路の改修

11



（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

H31 H32 H33

・ 歩道新設工事費　等

H31 H32 H33

・ 橋梁改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 歩道新設工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 測量設計委託料

(新規) H31 H32 H33

・ 測量設計委託料　等

H31 H32 H33

・ 道路新設工事費　等

H31 H32 H33

・ 道路改良工事費

・ 待避所新設工事費　等

H31 H32 H33

・ 道路改良工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 舗装改良工事費　等

H31 H32 H33

・ 道路新設工事費　等

335,800
【道路建設課】

通学路への歩道新設及び老朽化し
た橋梁の改修等社会資本整備総合交付金

道路整備事業（市道31-4
号線馬場口　滑津橋）

【道路建設課】

岩村田踏切及び踏切付近の通学路
への歩道新設等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）

11

48,400

12

事業費：

13

通学路への歩道新設

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：

事業費： 108,700
【道路建設課】

15

田口小学校通学路への歩道新設

社会資本整備総合交付金
道路整備事業（市道42-1
号線　上中込田口）

事業費： 88,200
【道路建設課】

14

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： 20,100
【道路建設課】

16

東西幹線第３期工区の道路新設等

地方創生道整備推進交付
金道路整備事業（東西幹
線第３期工区）

事業費： 80,700
【道路建設課】

17

土づくりセンターへの狭あいな現
道の拡幅改良等過疎対策道路整備事業

（市道67-8号線　大平
線）

事業費： 110,300
【道路建設課】

51,800
【道路建設課】

18
過疎対策道路整備事業
（市道65-7号線　中石
堂、長者原）

事業費： 195,200
【道路建設課】

農作物の大型輸送車とその他交通
との安全な通行確保のための現道
の拡幅改良

19

集落間を結ぶ主要な市道の舗装改
良過疎対策道路整備事業

（市道66-5号線　向反・
浅田切線）

事業費：

20

跡部臼田線の道路新設

社会資本整備総合交付金
街路整備事業（跡部臼田
線第３工区）

事業費： 62,700
【都市計画課】

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

(新規) H31 H32 H33

・ 用地買収　等

H31 H32 H33

・ 道路改良工事費　等

H31 H32 H33

・ 運行費負担金　等

佐久平駅南土地区画整理事業に併
せた道路整備に係る直買方式によ
る用地補償21

社会資本整備総合交付金
街路整備事業（佐久平駅
南２号線）

事業費：

7,600
【都市計画課】

203,500
【都市計画課】

23

公共交通体系の運行維持に対する
負担金等

地域公共交通体系運営事
業

事業費：

22

一本柳区及び住吉町区の道路の舗
装整備街路整備事業（市道2-

267号線、市道2-123号
線）

事業費：

632,600
【生活環境課】

13



（単位：千円）

H31 H32 H33

・ 就農フェア参加経費　等

H31 H32 H33

・

H31 H32 H33

・ 意見交換会開催経費

H31 H32 H33

・ ジョイント栽培補助金

・ 果樹団地造成補助金

H31 H32 H33

・ 予冷庫施設改修及び情報管理

システム整備補助金

H31 H32 H33

・ 農家民宿改修費補助金

H31 H32 H33

・ 二次発酵槽改修工事費　等

H31 H32 H33

・ ダム改修工事負担金

H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事負担金　等

H31 H32 H33

・ ため池堤体改修工事負担金

県営農村地域防災減災事
業（香坂ダム）

400

81,100

3,000

110,500

9

県が行う立科の池の耐震改修に対
する負担金

県営農村地域防災減災事
業（佐久市地区）

県が行う大久保地区の用排水路改
修に対する負担金等

7

【農政課】

農村グリーンツーリズム
活性化推進事業

10

2,000

2,800

3

【農政課】

【望月支所】

望月土づくりセンター整
備事業

4

5

【農政課】

1,200

事業費：

３  力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

新規就農者開拓事業1

事業費：

2

佐久市産酒米を使った日本酒の消
費拡大に向けた支援

新規就農者の増加を図るための周
知活動

市民が農業に触れる機会の創出の
ための農業体験を実施する市内団
体に対する支援

農業体験支援補助金

「暮らしとしての農業」
農家創出事業

【農政課】

【農政課】

【農政課】

事業費：

8

市内果樹産地の活性化に向けた支
援

事業費：

佐久市産酒米推進事業

長者原地区野菜産地支援
事業

6

果樹産地活性化推進事業

3,700事業費：

事業費：

46,700

市内のグリーンツーリズムの活性
化に向けた農家民宿改修に対する
支援

高原野菜の一大産地である長者原
地区の農業施設改修等に対する支
援

事業費：

【耕地林務課】

県が行う香坂ダムの改修に対する
負担金

老朽化した堆肥生産プラントの改
修

【耕地林務課】

事業費：

【耕地林務課】

県営農村地域防災減災事
業（大久保地区）

事業費： 56,900

事業費：

14



（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) H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事負担金

(新規) H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事負担金

(新規) H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事等負担金

(新規) H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事等負担金

H31 H32 H33

・ 計画策定経費

H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事負担金

H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事負担金

H31 H32 H33

・ 用排水路等改修工事費

H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事負担金

H31 H32 H33

・ 活動支援交付金

県が行う立科幹線地区の用排水路
改修に対する負担金

事業費：

11,400

佐久市土地改良区が行う四ヶ地区
の用排水路改修に対する負担金

事業費：

4,900

2,600

農山漁村地域整備交付金農
業基盤整備促進事業（四ヶ
地区）

20
多面的機能支払交付金事
業

19

18
農山漁村地域整備交付金農
業基盤整備促進事業（高呂
原地区）

事業費： 20,800
【耕地林務課】

高呂原地区の用排水路等改修

【耕地林務課】

事業費：

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： 19,000

県が行う御影用水地区の用排水路
改修に対する負担金

事業費：

12

【耕地林務課】

15

土地改良施設インフラ長寿命化計
画（個別施設計画）の策定

県営かんがい排水事業
（立科幹線地区）

農業水路等長寿命化・防
災減災事業（野沢・平賀
地区）

11

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金

【耕地林務課】

14

事業費：

県が行う野沢・平賀地区の用排水
路改修に対する負担金

【耕地林務課】

事業費：

事業費：

【耕地林務課】

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

7,900

81,200

事業費：

県営農村地域防災減災事
業　（御牧原１号幹線地
区）

17

佐久平土地改良区が行う三塚地区
の用排水路改修に対する負担金

農地耕作条件改善事業
（佐久平２地区）

土地改良施設インフラ長
寿命化計画（個別施設計
画）策定事業

【耕地林務課】

農地耕作条件改善事業
（常木１地区）

佐久市土地改良区が行う常木１地
区の用排水路改修に対する負担金

13,000

【耕地林務課】

16

13

6,300

【耕地林務課】
19,100

【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

H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事等負担金

(新規) H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事等負担金

(新規) H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事等負担金

H31 H32 H33

・ 用排水路改修工事負担金

H31 H32 H33

・ 道路舗装工事費

(新規) H31 H32 H33

・ 水利権更新負担金

H31 H32 H33

・ ポンプ施設更新工事費

・ 送水管改修工事費

(新規) H31 H32 H33

・ 認知販売促進経費

・ 佐久鯉生産拡大補助金

H31 H32 H33

・ 林道開設工事負担金

H31 H32 H33

・ 道路改良工事費

7,900
【農政課】

29

28 佐久鯉ブランド振興事業

事業費：

30

佐久鯉の刺身のＰＲによる佐久鯉
ブランドの振興

湯沢地区の林道鹿曲川線起点部の
舗装改良

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金

市単土地改良事業（西原
道路改良工事）

事業費： 124,700

【耕地林務課】

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金

事業費： 49,600

3,400

24
農業水利施設保全合理化
事業（御牧原２号幹線地
区）

県が行う御牧原２号幹線地区の用
排水路改修に対する負担金

事業費：

長者原地区における農道の舗装改
良

事業費：
【耕地林務課】

25

【耕地林務課】

23

22

【耕地林務課】

21
水利施設整備事業（中佐
都地区）

【耕地林務課】

【耕地林務課】

事業費：

23,100
【耕地林務課】

佐久平土地改良区が行う佐久平２
地区の用排水路改修に対する負担
金

事業費： 1,400

27
土地改良施設維持管理適
正化事業（相浜地区）

事業費：

20,300

51,000

水利施設整備事業（佐久
平２地区）

千ヶ滝湯川用水土地改良区、佐久
平土地改良区が行う頭首工の水利
権更新に対する負担金

1,200
【耕地林務課】

5,100
【耕地林務課】

相浜地区のかんがい用ポンプ施設
の更新等

県が行う林道田口十石峠線の開設
に対する負担金

広域基幹林道田口十石峠
線整備事業

事業費：

水利施設整備事業（塩名
田地区）

26
農業農村整備事業（湯川
頭首工、佐久平頭首工地
区）

農山漁村地域整備交付金
林道整備事業

事業費：

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

H31 H32 H33

・ 道路改良工事費

H31 H32 H33

・ 橋梁補修工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催経費

・ ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ講座開催経費　等

H31 H32 H33

・ 協議会運営費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 計画策定経費

(新規) H31 H32 H33

・ 検討委員会開催経費

・ ホームページ構築経費　等

H31 H32 H33

・ 活性化協議会運営経費

・ キャンプ場施設整備工事費　等

H31 H32 H33

・ 施設改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 産業支援機関運営費負担金　等

H31 H32 H33

・ 運営費負担金

2,300
【観光課】

40

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
ションセンター運営事業

事業費： 2,600
【商工振興課】

【観光課】

39
健康長寿関連産業活性化
事業

事業費： 24,400
【商工振興課】

37 内山地区活性化推進事業

事業費： 52,800
【観光課】

38

市内観光施設の改修等

観光施設整備事業

事業費： 126,600

第２次観光振興ビジョン（計画期
間：平成34年度～平成38年度）の
策定

外国人観光客の受け皿の整備・充
実による佐久市の魅力の発信

外国人観光客（インバウ
ンド）誘客推進事業

事業費： 6,800
【観光課】

14,400
【商工振興課】

事業費： 51,500
【商工振興課】

32

45,200

36

事業費：

35
観光振興ビジョン策定事
業

事業費：

事業費：

市内産業振興のための佐久産業支
援センター（ＳＯＩＣ）の運営に
対する負担金等

33 起業サポート事業

34

健康長寿のまちづくりを進めるた
めの推進会議の運営等

健康長寿まちづくり事業

起業を考えている方や起業に興味
を持っている方を中心とした起業
チャレンジに対する支援

魅力ある地域資源の磨き上げによ
る交流の促進と内山牧場キャンプ
場の整備

事業費： 9,700

31

駒込地区の林道九竜平線の舗装改
良

林道九竜平線舗装改良事
業

【耕地林務課】

【耕地林務課】

長寿命化を図るための林道橋の補
修

林道橋梁長寿命化推進事
業

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

H31 H32 H33

・ 設計委託料

・ 造成工事費　等

H31 H32 H33

・ 運営経費

(新規) H31 H32 H33

・ 調査費

ＵＩＪターンによる雇用創出、災
害リスクの分散など地域の特徴を
生かした「まちじゅうテレワー
ク」の推進

地方版ハローワーク運営
事業

事業費：

1,644,100
【商工振興課】

18,600
【商工振興課】

41

佐久臼田インターチェンジ周辺に
おける工業団地の整備

佐久臼田インター工業団
地整備事業

事業費：

42

さくさくワーク（佐久市無料職業
紹介所）の運営

43
まるっとテレワーク推進
事業

事業費： 500
【商工振興課】

18



（単位：千円）

H31 H32 H33

・ 遊歩道等補修費　等

H31 H32 H33

・ 海外プロモーションに係る

経費　等

H31 H32 H33

・ 佐久広域連合負担金

H31 H32 H33

・ 川西保健衛生施設組合負担金

(新規) H31 H32 H33

・ 南棟改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 医療機器等更新経費

(新規) H31 H32 H33

・ 医療機器等購入経費　等

(新規) H31 H32 H33

・ イベント開催経費

H31 H32 H33

・ 施設改修工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ リーフレット制作経費

664,400

佐久市立国保浅間総合病
院医療機器整備事業

佐久市立国保浅間総合病
院心臓カテーテル機器等
整備事業

2,000

事業費：

佐久市立国保浅間総合病
院　開院６０周年記念病
院祭

8

【浅間総合病院総務課】

手話の理解促進・普及啓
発事業

450,000

289,000

284,300

事業費： 500

事業費：

事業費：
【浅間総合病院総務課】

【福祉課】

6

 豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり

川西赤十字病院の運営に対する支
援

佐久医療センター病院運
営費補助負担事業

健康長寿ブランド化推進
事業

【健康づくり推進課】

森林セラピーロード整備
事業

3

1

4

４

【健康づくり推進課】

川西保健衛生施設組合病
院運営費補助負担事業

【健康づくり推進課】

2

事業費：

森林セラピーロード「平尾の森」
の遊歩道等の補修

佐久医療センターの運営に対する
支援

5

事業費：

浅間総合病院開院６０周年を記念
しての病院祭の開催

【浅間総合病院総務課】

佐久市立国保浅間総合病
院機能強化施設整備事業

佐久健康長寿ブランドの確立によ
る国際展開及び健康長寿推進施策
の展開

16,400
【健康づくり推進課】

【高齢者福祉課】

事業費：

心臓カテーテル治療に係る医療機
器等の整備

事業費：

32,500

210,000

202,500事業費：

老朽化した医療機器等の更新

【浅間総合病院総務課】

浅間総合病院の機能強化に向けた
施設整備等

事業費：

7

手話に対する理解の促進及び普
及・啓発のためのリーフレット制
作及び活用10

シルバーランドみつい、シルバー
ランドきしのの改修等

9
特別養護老人ホーム施設
設備整備事業

19



（単位：千円）
 豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり４

(新規) H31 H32 H33

・ バンダナ制作経費

(新規) H31 H32 H33

・ 児童発達支援センター整備

工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 給食業務委託料

(新規) H31 H32 H33

・ 健康診査費用助成に係る

経費 等

(新規) H31 H32 H33

・ 市内歯科医院への歯科健診

実施委託料　等

(新規) H31 H32 H33

・ 設置経費補助金

H31 H32 H33

・ 空調設備整備工事費　等

H31 H32 H33

・ 園舎解体工事費

H31 H32 H33

・ 計画策定経費

H31 H32 H33

・ エアコン設置工事費　等

現行の療育支援センターの機能拡
充を図った、児童発達支援セン
ターの整備

産後の初期段階における母子支援
のための産後健診の費用に対する
支援

公立保育所空調設備整備
事業

事業費： 345,000
【子育て支援課】

20

公立保育園へのエアコンの設置

19
第２期佐久市子ども・子
育て支援事業計画策定事
業

事業費： 3,300
【子育て支援課】

18

平賀保育園の園舎解体

保育所施設整備事業

事業費： 82,000

第２期佐久市子ども・子育て支援
事業計画（計画期間：平成32年度
～平成36年度）の策定

事業費：

14
産後（産婦）健康診査事
業

【健康づくり推進課】

16

私立保育事業者による小規模保育
事業所の整備に対する支援

未満児保育所整備補助事
業

17

子ども未来館の館内設備等のリ
ニューアル

15

63,000
【子育て支援課】

【子育て支援課】

子ども未来館リニューア
ル事業

事業費：

177,100
【子育て支援課】

11

12

事業費： 800

事業費：

【福祉課】

13
臼田学園給食業務委託事
業

【福祉課】

【臼田学園】

災害時支援用バンダナ制
作事業

児童発達支援センター整
備事業

106,200

事業費：

臼田学園の給食業務の委託化

25,800

70,100

事業費：

事業費：

利便性向上のための集団健診から
歯科医院での個別健診への移行

4,200
【健康づくり推進課】

妊婦歯科健診推進事業

障がい者を対象とした災害時の支
援用バンダナの制作及び活用

20



（単位：千円）
 豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり４

(新規) H31 H32 H33

・ エアコン設置工事費補助金21

私立保育園・幼稚園等が行うエア
コン設置工事に対する支援

私立保育所等冷房設備整
備補助事業

事業費： 25,000
【子育て支援課】

21



（単位：千円）

H31 H32 H33

・ 計画策定経費

H31 H32 H33

・ クロスカントリーコース整備

工事費　等

H31 H32 H33

・ 設備改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 駐車場改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 施設改修工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ ＬＥＤ照明改修工事費

H31 H32 H33

・ 太陽光発電設備設置補助金

H31 H32 H33

・ ペレットストーブ等設置補助金

・ ペレット等製造設備導入補助金

H31 H32 H33

・ 次世代自動車充電設備設置

工事費

H31 H32 H33

・ 建設工事等負担金

・ 一部事務組合運営経費負担金

一般廃棄物中間処理施設
整備事業

【環境政策課】

【新クリーンセンター整備推進室】

7

次世代自動車充電設備整
備事業

太陽光発電設備設置支援
事業

【環境政策課】

8

【環境政策課】

10

５  快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり

【公園緑地課】

佐久地域流域水循環計画
策定事業

事業費：

6

5

木質バイオマス熱利用設
備導入支援事業

ペレットストーブ等の設置経費に
対する支援

100,000事業費：

9,800

市内（臼田・望月地域）への次世
代自動車用の急速充電器の設置

事業費：

事業費： 120,000

事業費：

事業費：

1,243,000

4

1

健全な水循環の維持、回復のため
の佐久地域流域水循環計画の策定

平尾山公園駐車場整備事
業

公園施設長寿命化計画に基づく公
園施設の遊具等の改修

【環境政策課】

都市公園セーフティーリ
ニューアル事業

【公園緑地課】

9

平尾山公園砂利駐車場の改修

7,000

自家消費のための太陽光発電設備
の設置経費に対する支援

事業費：

24,000

平尾山公園エスカレーターの電気
機械設備改修等

【公園緑地課】

217,200

総合運動公園整備事業

27,500

都市公園等の外灯のＬＥＤ化改修

公園施設外灯ＬＥＤ化整
備事業

事業費：

【公園緑地課】

687,000

事業費：

事業費：

22,600

2

【公園緑地課】

3
平尾山公園エスカレー
ター整備事業

広域的な施設利用ができる多目的
総合運動公園の整備

佐久市・北佐久郡環境施設組合が
行う新クリーンセンター整備費等
に対する負担金

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

H31 H32 H33

・ 道路改良工事費　等

H31 H32 H33

・ 管渠工事費

・ 中継ポンプ場改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 浅科処理場の改修工事費　等

H31 H32 H33

・ 計画調査費

・ 機能強化工事費　等

H31 H32 H33

・ 撤去・改良工事費　等

(新規) H31 H32 H33

・ 機器設置工事費　等16

マンホールポンプ場への災害対応
用自家発電設備の設置

【下水道課】

老朽化した施設の改修及び機能強
化等

事業費：

生活排水処理施設自家発
電設備整備事業

事業費： 54,500

156,000事業費：

15

農業集落排水施設の公共下水道へ
の統廃合等

【下水道課】

生活排水処理施設統廃合
整備事業

14

151,000

農業集落排水処理施設整
備事業

【下水道課】

13

老朽化した特環下水道処理場及び
ポンプ場の改築更新

【下水道課】

特定環境保全公共下水道
施設整備事業

12

【下水道課】

【新クリーンセンター整備推進室】

11

事業費： 222,300

佐久公共下水道区域の管渠整備等

公共下水道施設整備事業

287,000

2,053,700

市道６-７４号線（南北
線）道路整備事業

事業費：

新クリーンセンターへの主要ごみ
搬入路となる市道６-７４号線（南
北線）の道路改良

事業費：

23



（単位：千円）

H31 H32 H33

・ 設備整備工事費

(新規) H31 H32 H33

・ 映像制作経費

(新規) H31 H32 H33

・ ブロック塀除却経費補助金

・ 生垣設置経費の加算

H31 H32 H33

・ 小型動力ポンプ付軽積載車及び

小型動力ポンプ購入費

H31 H32 H33

・ 救助活動用資機材配備経費

H31 H32 H33

・ 訓練塔新設工事費

(新規) H31 H32 H33

・ 施設整備基金積立金負担金

(新規) H31 H32 H33

・ 車両購入負担金

H31 H32 H33

・ ＬＥＤ防犯灯借上料　等9

市内防犯灯の一括ＬＥＤ化に伴う
維持管理

防犯灯ＬＥＤ化事業

事業費： 68,500
【総務課】

8

指揮隊の組織による指揮隊専用車
両配備に対する負担金

佐久広域連合消防本部指
揮車両購入負担事業

事業費： 9,300
【危機管理課】

5

消防団活動の安全確保のための装
備品の配備

消防団装備拡充事業

事業費： 4,300
【危機管理課】

7

消防指令センターの設備更新に係
る基金積立に対する負担金佐久広域消防本部高機能

消防指令センター維持管
理負担事業

事業費： 63,000
【危機管理課】

倒壊の恐れのあるブロック塀等の
除却に対する支援

ブロック塀等除却支援事
業

事業費： 11,400
【建築住宅課】

2,100

854,000

68,900

６

2

事業費：

1

【危機管理課】

4

事業費：

【危機管理課】

地域防災力の強化及び減災を図る
ための映像の制作

地域防災力向上映像制作
事業

事業費：

3

防災行政無線デジタル化
整備事業

消防団施設整備事業

消防団活動の充実・強化のための
消防車両等の更新

防災行政無線（同報系）設備のデ
ジタル化

【危機管理課】

 暮らしを守る安心と安全のまちづくり

6

佐久消防署訓練塔の新設

佐久消防署整備事業

事業費： 329,400
【危機管理課】

24



（単位：千円）

H31 H32 H33

・ ホームページ更新経費

H31 H32 H33

・ 起業支援補助金

(新規) H31 H32 H33

・ システム運用経費

(新規) H31 H32 H33

・ 空調設備更新及び維持管理経費

(新規) H31 H32 H33

・ 計画策定経費

(新規) H31 H32 H33

・ 計画策定経費

(新規) H31 H32 H33

・ システム構築・運用経費

H31 H32 H33

・ アクセスポイント設置経費　等

H31 H32 H33

・ 設備更新経費

H31 H32 H33

・ 設備更新経費

佐久情報センターの設備の更新

佐久情報センター設備更
新事業

【広報情報課】

8

事業費：

6

7
戸籍システム共同利用事
業

佐久地域定住自立圏の市町村によ
る戸籍システムの共同利用

9

8,600

事業費： 91,700

事業費：

9,800

事業費： 9,800

10

情報通信設備の更新

54,300
【広報情報課】

【財政課】

51,600

【企画課】

地方税共通納税システム
導入事業

第二次佐久市総合計画後
期基本計画策定事業

【収税課】

ホームページリニューア
ル事業

事業費：

市役所庁舎空調機リース
化事業

事業費：

情報通信設備更新事業

【広報情報課】

3

5

14,600

10,000

事業費：

７  ひとと地域の力が生きる協働と交流のまちづくり

市ホームページのリニューアル

1

【広報情報課】

4

25,500

2

【企画課】

地域おこし協力隊員の市内での起
業に向けた支援

地域おこし協力隊起業支
援事業

公衆無線ＬＡＮ整備事業

公共施設を対象とした公衆無線
ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）の整備及び運
用

事業費：

8,300

空調設備の一部更新、維持管理を
一本化したリース契約での実施

事業費：

【企画課】

第二次佐久市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略
策定事業

【市民課】

納税者が複数団体の地方税を一括
して納税可能となるシステムの導
入

第二次佐久市総合計画後期基本計
画（計画期間：平成34年度～平成
38年度）の策定

人口ビジョン及び第二次佐久市ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略
（計画期間：平成32年度～平成36
年度）の策定

事業費：

25



（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

H31 H32 H33

・ ＰＲ活動経費　等

H31 H32 H33

・ 移住体験住宅管理経費12

佐久総合病院と連携した臼田地区
における生涯活躍のまちの構築

臼田地区生涯活躍のまち
事業

事業費： 5,400
【移住交流推進課】

11

佐久市シティプロモーション基本
方針に基づくＰＲ活動等の展開

シティプロモーション推
進事業

【移住交流推進課】
事業費： 96,400

26


