
資料№3

区分 事　　　　業　　　　名 区分 金額 概　　　　　　要

川口地域委員会運営費 535
地域委員会を開催し、地域の課題やふるさと
創生基金事業の検討などを行います。

ふるさと創生基金事業 1,660 ふるさと創生基金事業を実施します。

地域の宝磨き上げ事業 3,100
「ふるさとの森」、「魚野川と信濃川の河川空
間」、「天神ばやし」3つの宝の磨き上げ（活用）
のための事業を実施します。

コミュニティ検討委員会運営費 167
川口地域のコミュニティについて検討する委員
会の運営経費を計上しました。

川口公民館空調設備改修工事 新規 20,000
川口公民館１階の空調設備の改修工事を行
います。

川口公民館雪庇防止柵設置及び防
水改修工事

新規 3,200
川口公民館の屋上に雪庇防止柵設置及び一
部防水シートの改修工事を行います。

川口地域集会施設管理事業 2,451
各地区の集会施設の管理・運営を行います。
(施設修繕費、消防設備点検費等）

川口まつり・秋まつり・雪洞火ぼたる
祭補助金

10,500
地域の活性化及び川口の魅力を発信する各
まつりを支援します。

川口総合交流拠点施設管理運営事
業

60,015
ホテルサンローラ、川口温泉の管理運営委託
及び施設の修繕・更新を行います
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業 及び施設の修繕・更新を行います。

道の駅越後川口管理運営事業 18,849
道の駅越後川口の管理運営委託及び施設の
更新を行います。

川口町商工会補助金 2,800 川口町商工会の活動を支援します。

川口町商工会館改修事業補助金 新規 2,974
川口町商工会館の長寿命化改修事業を支援
します。

ふるさと友好都市狛江市との交流事
業

479
狛江市民まつりへの参加やふるさと交流キャ
ンプ、寄りあいっこ事業を実施し、市民交流を
進め、誘客の促進を図ります。

東京都狛江市ふるさと友好都市提
携30周年記念事業

新規 1,200
東京都狛江市との友好都市提携30周年を記
念して、住民交流を主体とした事業を行いま
す。

川口体験交流センター管理運営事
業

3,851
川口体験交流センターの管理運営委託及び
施設の修繕を行います。

川口農産物加工所管理運営事業 1,253
川口農産物加工所の管理運営委託を行いま
す。

畜産振興事業 597 魚沼家畜診療所の運営を支援します。

中山間地域直接支払補助金 12,108
中山間地域と平場との所得格差の補てんを行
います。

多面的機能支払交付金事業補助金 10,154
地域ぐるみで取り組む農業用施設の維持管理
及び農村環境の保全等の活動を支援します。
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及び農村環境の保全等の活動を支援します。
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子育ての駅かわぐち運営事業 8,672

安心して子育てのできる環境づくりをめざし、
子供たちの遊び場や親同志の交流、育児相
談の場を提供します。
子育てコンシェルジュを配置し、一人ひとりの
個別の相談や情報提供を行うなど「つなぐ支
援」を行うとともに、地域住民をまきこんだ事業
を展開します。

精神障害者デイサービス事業 3,088
社会交流や活動を通じて精神障害者の地域
生活支援の促進を図ります。

敬老会事業 1,919

多年にわたって社会に貢献してきた高齢者を
敬愛し、高齢者福祉についての関心と理解を
深め、高齢者自らの生活向上意欲の高揚を図
ります。

老人福祉施設整備事業 新規 18,900
ぬくもり荘１階デイサービス部門の利用者の健
康増進を図るため、老朽化した空調設備の改
修及び玄関屋根の修繕を行います。

多世代健康づくりセミナー 147

市民の健康寿命の延伸を図るため、健康の３
要素である「運動」「栄養」「休養」を総合的に
体験・学習するセミナーを開催し、多世代にわ
たる市民の健康づくりを推進します。

川口運動公園の管理運営 12 195
川口運動公園について、指定管理制度により
民間のノウハウを活用した管理運営を行いま

福
祉
・
教
育
・
子
育
て
・
健
康
づ 川口運動公園の管理運営 12,195 民間のノウハウを活用した管理運営を行いま

す。

川口運動公園野球場受変電設備改
修工事

新規 12,000
川口運動公園野球場のナイター照明設備の
改修を行います。

川口小学校給水設備等改修工事 新規 36,900 川口小学校の給水管の改修工事を行います。

川口中学校グラウンド改修工事 新規 38,000
川口中学校グラウンドの水はけ等の改修工事
を行います。

放課後児童クラブ運営事業 6,632
昼間就労等で保護者が家庭にいない小学生
に対し、基本的な生活習慣の確立及び健全な
育成を図ります。

川口地域生活交通運行補助金 12,000
NPOくらしサポート越後川口が実施する川口
地域バスの運行に対して補助金を交付し、生
活交通を確保します。

バス停修繕工事（大島上り） 新規 750 停留所建物修繕（東川口地区要望）

浸水応急対策事業 3,000
浸水被害の軽減を図るため、西川口地区に仮
設排水ポンプを設置します。

東川口流雪溝修繕事業 2,700
東川口地区の流雪溝を修繕するため、測量設
計を行います。

消雪施設等整備事業 13,600
東川口地区、和南津地区の消雪施設を更新し
ます。
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42,000
荒谷地区、和南津地区に雪崩防止柵を設置し
ます。また、牛ヶ島地区に雪崩防止柵付帯工
事（法面緑化）を実施します。

6,000
東川口地区の雪崩防止柵設置のため、地質
調査及び測量設計を行います。

市道維持修繕事業 53,120 地域内の市道施設の維持修繕等を行います。

道路除雪関係経費 178,296 市道等の除雪・排雪を行います。

包括的市道管理業務試行事業 新規 3,800
道路パトロールなど、地元業者の協力を得て
実施する市道の維持管理方法を検討します。

公園施設等維持管理経費 4,952 公園施設等の維持管理及び更新を行います。

下水道施設維持管理経費 17,841 下水道施設の維持管理及び更新を行います。

河川施設修繕事業 2,600
田麦山地区、和南津区の準用河川及び普通
河川施設の修繕を行います。

排水路整備事業 4,100
中山地区、田麦山地区の排水路の更新・整備
を行います
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雪崩防止柵設置事業

を行います。

農業用作業道維持管理事業 670
農道及び用排水路等の維持管理に要する経
費を支援します。

市単土地改良事業補助金 2,363
土地改良事業（かんがい排水等）を支援しま
す。

林業施設維持管理事業 2,028
林道下タ島線及び上川線の維持管理を行い
ます。

ごみ収集事業、ごみ減量・リサイク
ル事業

25,707
ごみ収集、古紙収集、し尿収集、枝葉・草の収
集業務を効率的に行い、ごみの減量・リサイク
ル化の推進を図ります。

資源物の持込拠点回収事業 208
リユースびん、古着、食器類、小型家電など資
源物の拠点回収を年４回実施し、資源物の有
効活用を図り、ごみの減量を進めます。

住民サービス緊急対応事業 2,000
住民に直結する不測の事態などに対応するた
めの予算です。（修繕費、委託料など）

災害発生時の応急復旧対策事業
（地域の救急箱）

1,710
小規模災害に対し機動的に対応するための
予算です。（修繕費、使用料等）

除雪作業の燃料費補助 5,000
除雪機械の燃料費の補助を行います。（市全
体事業費）
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