
　　　 
(単位：千円)

主管課名称 事業名称
19年度

当初予算
20年度

当初予算 減額 見直し 減額の主な理由

秘書課 秘書費 11,502 10,890 -612 旅費及び交際費の減
秘書課 表彰費 3,776 2,774 -1,002 需要費の減

広報対話課 広報事業 83,574 62,678 -20,896 廃止・休止
広報じょうえつの編集作業を外注することによる減、総
合事務所だよりの廃止による委託料の減

広報対話課 市民対話事業 12,067 9,221 -2,846 市民相談室の見直し
人事課 議会費職員人件費 99,608 98,165 -1,443 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 総務管理費職員人件費 6,916,077 6,359,436 -556,641 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 人事・給与管理費 135,649 125,102 -10,547 公的企業への退職手当繰出金の減
人事課 職員福利厚生費 22,026 21,177 -849 互助会交付金の減
人事課 職員研修費 19,440 18,653 -787 委託料の減
人事課 税務総務費職員人件費 438,247 397,499 -40,748 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 戸籍住民基本台帳費職員人件費 139,630 134,876 -4,754 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 選挙管理委員会職員人件費 35,177 32,618 -2,559 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 監査委員費職員人件費 48,832 46,115 -2,717 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 総合文化施設運営費職員人件費 17,698 0 -17,698 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 社会福祉総務費職員人件費 270,258 263,058 -7,200 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 児童福祉総務費職員人件費 99,598 90,026 -9,572 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 保育所運営費職員人件費 2,386,572 2,315,687 -70,885 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 母子福祉費職員人件費 16,643 13,391 -3,252 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 生活保護総務費職員人件費 54,630 51,242 -3,388 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 清掃総務費職員人件費 162,977 134,478 -28,499 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 塵芥処理費職員人件費 237,689 203,333 -34,356 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 農業委員会費職員人件費 53,995 53,901 -94 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 農業総務費職員人件費 307,205 273,742 -33,463 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 商工総務費職員人件費 374,049 362,301 -11,748 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 土木総務費職員人件費 408,892 377,088 -31,804 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 道路橋梁総務費職員人件費 145,100 115,042 -30,058 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 河川総務費職員人件費 31,420 28,042 -3,378 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 都市計画総務費職員人件費 260,244 219,125 -41,119 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 教育総務費職員人件費 773,043 699,678 -73,365 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 小学校管理費職員人件費 349,762 333,386 -16,376 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 中学校管理費職員人件費 147,481 120,560 -26,921 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 幼稚園費職員人件費 80,823 72,269 -8,554 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 公民館費職員人件費 73,524 59,312 -14,212 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 図書館費職員人件費 95,422 91,909 -3,513 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 水族博物館費職員人件費 104,736 76,242 -28,494 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 青少年文化センター費職員人件費 35,704 27,300 -8,404 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 保健体育総務費職員人件費 92,008 86,798 -5,210 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 学校給食管理費職員人件費 663,717 587,565 -76,152 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 し尿処理費職員人件費 101,854 80,514 -21,340 職員削減等に伴う人件費の減
人事課 環境総務費職員人件費 157,743 157,436 -307 職員削減等に伴う人件費の減
契約課 契約事務費 13,686 13,291 -395 委託料の減

総務課 町内会関係費 182,569 175,587 -6,982
町内会集会場整備補助金の減、まちづくり町内会長
会議の開催回数減による経費減

総務課 非核平和友好都市宣言推進事業 2,801 2,371 -430 平和式典参加者の宿泊先の見直し

総務課 庁用事務費等関係費 110,369 97,108 -13,261 廃止・休止
庁用車12台の減及び再リースによる減、郵便料の減
法律扶助協会補助金の廃止

総務課 文書費 15,695 13,260 -2,435 システム委託料の減

行革推進課 事務管理事業 2,823 804 -2,019 廃止・休止
公共施設管理検討委員会の廃止、コンサルタントによ
る職員向け研修の中止

情報管理課 情報システム事業 538,114 538,079 -35
嘱託職員体制の見直し、ソフト更新の減、ネットワーク
回線単価の減

情報管理課 地域情報化推進事業 56,820 510 -56,310 移動通信用鉄塔施設整備事業の完了

国際交流課 国際化推進費 17,645 14,694 -2,951 廃止・休止
交際交流員の廃止による経費の減、中高生海外留学支援
事業補助金廃止、国際交流団体への補助金廃止

国際交流課 環日本海圏交流事業 5,746 6,194 448 廃止・休止 友好都市研修生受け入れ事業の休止

公文書館準備室 公文書等保存活用事業 11,804 9,794 -2,010
作業補助員の見直し、清掃委託料の見直し、古文書
購入費の見直し

公文書館準備室 公文書館建設準備費 11,103 0 -11,103 廃止・休止 事業の見直し
地域振興課 地域振興事務費 442 248 -194 消耗品購入の削減、自動車重量税の対象車両の減
地域振興課 地域協議会費 5,915 5,226 -689 地域協議会委員旅費の減
地域振興課 地域振興事業 9,490 9,150 -340 廃止・休止 まちづくり基金の廃止、雪だるま財団への補助金の減

地域振興課 定住促進事業 6,426 4,143 -2,283 廃止・休止
パンフレットの印刷枚数の削減、ホームページ作成委
託の廃止

地域振興課 地域振興基金事業 2,000,000 0 -2,000,000 地域振興基金積立の完了
文化振興課 上越文化会館管理運営費 96,579 92,117 -4,462 吊天井補強工事実施設計委託の完了
文化振興課 高田城三重櫓管理運営費 9,273 8,094 -1,179 パンフレット等印刷の完了

文化振興課 スキー発祥記念館管理運営費 6,906 5,172 -1,734
映像機器・エアコン修繕の完了、展示場改修業務委
託の完了

平成20年度予算で見直しのあった事務事業一覧
※「廃止・休止」は事業内の全部又は一部が、

廃止又は休止したもの
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文化振興課 旧師団長官舎管理運営費 4,410 4,058 -352 木道修繕の完了
文化振興課 小川未明顕彰事業 8,935 8,419 -516 顕彰委員会交付金の見直し
文化振興課 坂口謹一郎顕彰事業 1,955 1,849 -106 顕彰委員会交付金の見直し

文化振興課 文化振興企画費 7,410 5,442 -1,968
地域文化活動支援業務委託の見直し、CAP事業補助
金見直し

文化振興課 小川未明文学館管理運営費 13,024 8,065 -4,959
案内看板作成及びミュージアムグッズ作成の完了、ス
ポットライト購入の完了

上越市創造行政研究所 調査・研究費 6,202 4,199 -2,003
外部有識者等の指導体制の見直し、成果報告書印刷
製本の外注見直し

安塚区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（安塚区） 6,378 5,442 -936 郵便料の減
安塚区総務地域振興グループ 安塚区総合事務所管理費 20,217 16,859 -3,358 修繕費の減、業務委託内容の見直し、
安塚区総務地域振興グループ 雪のまちみらい館管理運営費 3,334 3,224 -110 委託内容の見直し
安塚区総務地域振興グループ 安塚区地域振興事業 5,548 5,438 -110 長峰城歴史交流事業隔年実施による
安塚区産業建設グループ 田舎屋管理運営費 18,187 16,991 -1,196 修繕工事の完了、備品購入の完了
安塚区産業建設グループ 安塚地域産業振興施設管理運営費 2,365 2,330 -35 委託料の見直し
安塚区産業建設グループ 安塚区里地棚田保全整備事業 3,866 0 -3,866 事業の完了
安塚区産業建設グループ 雪国文化村リゾート推進事業 42,790 25,200 -17,590 維持経費の減
安塚区産業建設グループ 安塚区河川管理費 1,201 0 -1,201 河川維持保全業務委託の完了
安塚区産業建設グループ 安塚区道路維持費 27,370 17,100 -10,270 委託料の減、工事請負費の減

安塚区産業建設グループ 安塚区除雪費 131,150 105,629 -25,521
雪害パトロール回数の見直し、車検対象台数の減、委
託料の減、備品購入費の減

安塚区産業建設グループ 安塚区道路管理総務費 8,225 2,752 -5,473 公用車の廃車、道路台帳整備委託料の減
安塚区産業建設グループ 安塚区既設林道維持管理事業 4,061 3,885 -176 林道維持工事費の減
安塚区産業建設グループ 安塚区産業振興総務管理費 3,880 3,763 -117 中小企業振興対策費補助金の減
安塚区産業建設グループ 安塚工業団地維持管理費 72 69 -3 施設管理委託料の減
安塚区産業建設グループ 安塚区林業振興補助費 3,082 1,728 -1,354 森林整備地域活動支援交付金の減
安塚区産業建設グループ 安塚区砂防事業費 3,021 2,685 -336 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
安塚区産業建設グループ 雪だるま高原夏期集客施設整備事業 293,510 0 -293,510 整備事業の完了
安塚区産業建設グループ 安塚区道路建設総務費 21 7 -14 旅費の減
安塚区市民生活福祉グループ 高齢者支援ネットワーク事業 49,163 4,613 -44,550 工事実施箇所数の減に伴う工事費の減
安塚区市民生活福祉グループ 安塚ほのぼの荘管理運営費 11,380 8,923 -2,457 修繕工事の完了による減
安塚区市民生活福祉グループ 安塚保健センター管理運営費 2,911 2,353 -558 カーペット張替工事の完了
安塚区市民生活福祉グループ 安塚区税務総務費 1,068 873 -195 消耗品費の減
浦川原区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（浦川原区） 7,495 5,556 -1,939 修繕費の減
浦川原区総務地域振興グループ 浦川原区地域情報化推進事業 55,020 0 -55,020 事業の完了
浦川原区総務地域振興グループ 浦川原区地域振興事業 4,678 6,647 1,969 廃止・休止 雪上カーニバル交付金の廃止
浦川原区産業建設グループ 月影の郷管理運営費 7,685 5,454 -2,231 芝生広場整備の完了
浦川原区産業建設グループ 林道山本岩室線整備事業 8,056 0 -8,056 整備工事の完了
浦川原区産業建設グループ 浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ管理運営費 55,258 52,266 -2,992 維持経費の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区河川管理費 3,204 3,056 -148 委託内容の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区道路維持費 14,629 13,589 -1,040 委託料の減

浦川原区産業建設グループ 浦川原区除雪費 77,095 60,445 -16,650
設計測量委託料の減、工事請負費の減、備品購入費
の減

浦川原区産業建設グループ 浦川原区消融雪施設管理費 4,518 3,431 -1,087 修繕の完了、負担金補助及び交付金の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区市単独道路新設改良事業 3,001 2,600 -401 測量業務の完了による委託料の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区林業総務費 87 76 -11 消耗品費の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区既設林道維持管理事業 2,560 2,194 -366 登記委託料の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区産業振興総務管理費 3,680 3,569 -111 中小企業振興対策費補助金の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原工業団地維持管理費 205 204 -1 施設管理委託料の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区林業振興補助費 4,433 3,157 -1,276 森林整備地域活動支援交付金の減
浦川原区産業建設グループ 浦川原区県単農業農村整備事業 13,171 0 -13,171 事業の完了
浦川原区産業建設グループ 浦川原区砂防事業費 356 316 -40 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
浦川原区産業建設グループ 浦川原区私道整備事業 1,575 0 -1,575 事業の完了
浦川原区産業建設グループ 浦川原区農村公園整備事業 32,105 0 -32,105 事業の完了
浦川原区産業建設グループ 浦川原区農村環境整備事業 13,000 2,166 -10,834 整備工事の完了
浦川原区産業建設グループ 浦川原区農村環境計画策定事業 2,010 0 -2,010 事業の完了
浦川原区産業建設グループ 浦川原区道路建設総務費 110 12 -98 旅費の減
浦川原区市民生活福祉グループ 浦川原保健センター管理運営費 2,786 2,601 -185 節電による電気量の減
浦川原区市民生活福祉グループ 浦川原区税務総務費 86 72 -14 消耗品費の減
大島区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（大島区） 5,966 5,049 -917 郵便料の減、複写機借上料の減
大島区総務地域振興グループ 大島コミュニティプラザ管理運営費 14,603 14,321 -282 需要費の減
大島区産業建設グループ 大島区里地棚田保全整備事業 8,032 0 -8,032 事業の完了
大島区産業建設グループ 菖蒲高原緑地休養広場管理運営費 7,966 6,973 -993 施設管理委託料の見直し
大島区産業建設グループ あさひの里田麦ぶなの森園管理運営費 973 888 -85 施設等修繕の完了、施設管理委託料の見直し
大島区産業建設グループ 大島庄屋の家管理運営費 25,116 24,773 -343 維持経費の減
大島区産業建設グループ やすらぎの森大島管理運営費 534 364 -170 施設修繕費の減
大島区産業建設グループ 大島区河川管理費 700 0 -700 河川維持保全業務委託の見直し
大島区産業建設グループ 大島区道路維持費 15,681 15,666 -15 需要費の減
大島区産業建設グループ 大島区道路管理総務費 3,075 1,727 -1,348 道路台帳整備委託の完了
大島区産業建設グループ 大島区観光振興対策事業 210 200 -10 広告料の減
大島区産業建設グループ 大島区産業振興総務管理費 2,610 2,531 -79 中小企業振興対策費補助金の減
大島区産業建設グループ 大島区林業振興補助費 5,233 3,207 -2,026 森林整備地域活動支援交付金の減



主管課名称 事業名称
19年度

当初予算
20年度

当初予算 減額 見直し 減額の主な理由

大島区産業建設グループ 大島区市単独道路新設改良事業 32,800 31,300 -1,500 物件移転補償料の減
大島区産業建設グループ 大島庄屋の家茅葺屋根大規模修繕事業 15,089 7,911 -7,178 修繕の完了による工事費の減
大島区産業建設グループ 大島区道路建設総務費 27 7 -20 旅費の減
大島区市民生活福祉グループ 大島区税務総務費 217 198 -19 消耗品費の減
牧区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（牧区） 5,152 4,130 -1,022 修繕費の減
牧区総務地域振興グループ 牧区総合事務所管理費 15,258 13,333 -1,925 牧地区公民館牧分館の委託の所管替、
牧区産業建設グループ 牧区里地棚田保全整備事業 14,663 0 -14,663 事業の完了
牧区産業建設グループ 牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費 2,292 2,078 -214 修繕費の減
牧区産業建設グループ 牧湯の里深山荘管理運営費 82,618 71,288 -11,330 改修工事の進展に伴う工事費の減
牧区産業建設グループ 牧区河川管理費 731 0 -731 河川維持保全業務委託の見直し
牧区産業建設グループ 牧区道路維持費 21,506 15,352 -6,154 工事請負費の減
牧区産業建設グループ 牧区除雪費 105,142 67,586 -37,556 備品購入の完了による減
牧区産業建設グループ 牧区道路管理総務費 1,588 1,449 -139 使用料及び賃借料の減
牧区産業建設グループ 牧区まちづくり交付金道路事業 34,830 0 -34,830 道路改良等工事の完了
牧区産業建設グループ 牧区市単独道路新設改良事業 28,500 500 -28,000 道路改良工事の完了
牧区産業建設グループ 牧区観光振興対策事業 1,190 1,164 -26 関係団体への補助金の減
牧区産業建設グループ 牧区林業総務費 195 128 -67 補助金額の見直し
牧区産業建設グループ 牧区既設林道維持管理事業 2,211 2,164 -47 林道除草業務委託料
牧区産業建設グループ 牧区産業振興総務管理費 3,920 3,802 -118 中小企業振興対策費補助金の減
牧区産業建設グループ 牧区林業振興補助費 1,416 1,105 -311 森林整備地域活動支援交付金の減
牧区産業建設グループ 牧区砂防事業費 1,955 1,738 -217 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
牧区産業建設グループ ふすべ山森林施設管理運営費 144 54 -90 施設修繕の完了

牧区産業建設グループ 牧区道整備交付金事業 130,120 79,630 -50,490
補償物件の件数の減による減、整備対象とする道路
延長の減による工事費の減

牧区産業建設グループ 牧区道路建設総務費 64 18 -46 旅費の減
牧区市民生活福祉グループ 牧区税務総務費 413 382 -31 消耗品費の減
柿崎区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（柿崎区） 7,109 5,855 -1,254 郵便料の減、備品修繕費の減
柿崎区総務地域振興グループ 柿崎区地域振興事業 4,699 4,677 -22 委託料の見直し
柿崎区産業建設グループ 柿崎区農村公園管理運営費 440 420 -20 修繕費の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎農業構造改善センター管理運営費 2,784 2,727 -57 光熱水費等の経費削減
柿崎区産業建設グループ 柿崎マリンホテルハマナス等施設整備基金事業 40 20 -20 積立金の減
柿崎区産業建設グループ 上下浜日本海夕日の森管理運営費 891 861 -30 修繕費の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎総合運動公園整備事業 238,000 100,800 -137,200 委託料の減、工事請負費の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区公園管理費 658 657 -1 遊具修繕費の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区道路維持費 21,012 14,825 -6,187 工事請負費の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区橋梁維持費 500 0 -500 橋梁修繕工事の完了
柿崎区産業建設グループ 柿崎区除雪費 61,654 41,449 -20,205 業務用備品購入の完了
柿崎区産業建設グループ 柿崎区消融雪施設管理費 1,566 1,488 -78 修繕の完了、委託料の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区道路管理総務費 1,773 949 -824 印刷製本費の減、委託料の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区露店市場運営事業 524 517 -7 事務経費の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区観光振興対策事業 4,240 4,051 -189 関係団体への補助金の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区林業総務費 60 54 -6 印刷製本の完了
柿崎区産業建設グループ 柿崎区既設林道維持管理事業 1,757 1,737 -20 諸資材費の減
柿崎区産業建設グループ 農地保全整備事業 6,000 0 -6,000 用排水路整備工事の完了
柿崎区産業建設グループ 柿崎区産業振興総務管理費 8,920 8,652 -268 中小企業振興対策費補助金の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区中小企業融資支援事業 33 0 -33 廃止・休止 中小企業設備等改善資金利子補給補助金の廃止
柿崎区産業建設グループ 柿崎区松くい虫対策事業 9,274 6,912 -2,362 松くい虫防除事業委託内容の見直し
柿崎区産業建設グループ 柿崎区林業振興補助費 2,672 1,439 -1,233 森林整備地域活動支援交付金の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区水産業活性化対策事業 492 487 -5 補助金の見直し
柿崎区産業建設グループ 柿崎区砂防事業費 711 632 -79 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
柿崎区産業建設グループ 柿崎区観光施設等管理事業 18,111 12,111 -6,000 管理の委託料の減
柿崎区産業建設グループ 柿崎区道路建設総務費 132 12 -120 消耗品費の減
柿崎区福祉グループ 頸北斎場管理運営費 27,654 27,336 -318 修繕費の減
柿崎区福祉グループ 柿崎保健センター管理運営費 1,911 1,846 -65 節約等による光熱水費の減
大潟区総務地域振興グループ 大潟区地域情報化推進事業 809 273 -536 廃止・休止 機器保守点検委託の見直し
大潟区総務地域振興グループ 大潟区ケーブルテレビ事業 2,787 2,028 -759 報償費の減、備品購入費の減
大潟区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（大潟区） 7,765 6,113 -1,652 自動車借上料の減
大潟区総務地域振興グループ 大潟区地域振興事業 8,098 8,264 166 廃止・休止 大潟作品展実行委員会交付金の廃止
大潟区産業建設グループ 大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館施設整備基金事業 33 29 -4 積立金の減

大潟区産業建設グループ 鵜の浜温泉街再開発事業 7,600 5,400 -2,200
温泉のインフォメーションセンターの設計委託完了に
よる減

大潟区産業建設グループ 大潟区公園管理費 10,272 9,873 -399 廃止・休止 樹木選定委託料の減、草刈機導入補助金の廃止
大潟区産業建設グループ 大潟区道路維持費 21,204 13,143 -8,061 委託料の減、工事請負費の減
大潟区産業建設グループ 大潟区道路管理総務費 2,241 2,008 -233 委託料の減
大潟区産業建設グループ 大潟区林業総務費 500 0 -500 負担金の見直し
大潟区産業建設グループ 大潟区産業振興総務管理費 6,300 6,111 -189 中小企業振興対策費補助金の減
大潟区産業建設グループ 大潟区松くい虫対策事業 9,583 7,835 -1,748 松くい虫防除事業委託内容の見直し
大潟区産業建設グループ 大潟区観光施設等管理事業 27,466 25,929 -1,537 修繕完了による経費減
大潟区産業建設グループ 大潟区道路建設総務費 11 6 -5 旅費の減
大潟区福祉グループ 大潟霊園管理運営費 245 232 -13 修繕の完了
大潟区福祉グループ 大潟保健センター管理運営費 2,670 2,260 -410 委託内容の見直し
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頸城区総務地域振興グループ 坂口記念館管理運営費 10,495 9,691 -804
燃料費・電気料金の減額、椿名称看板作成業務委託
の見直し

頸城区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（頸城区） 6,952 5,679 -1,273 郵便料の減
頸城区総務地域振興グループ 鉄道駅舎等管理運営費（頸城区） 3,864 2,830 -1,034 駅舎外壁修繕の完了
頸城区総務地域振興グループ 軽便鉄道機材等保管・維持管理費 5,608 3,095 -2,513 用地測量委託・軽便鉄道車両復元活用調査委託の完
頸城区産業建設グループ 大池いこいの森ビジターセンター管理運営費 9,965 9,085 -880 外壁修繕工事の完了
頸城区産業建設グループ ふるさと農道緊急整備事業 11,720 0 -11,720 農道整備工事の完了
頸城区産業建設グループ 頸城区河川管理費 1,083 1,075 -8 消耗品費の減
頸城区産業建設グループ 頸城区道路維持費 25,427 16,362 -9,065 工事請負費の減
頸城区産業建設グループ 頸城区消融雪施設管理費 596 577 -19 修繕費の減
頸城区産業建設グループ 頸城区道路管理総務費 2,343 2,102 -241 需要費の減、委託料の減
頸城区産業建設グループ 頸城区市単独道路新設改良事業 52,078 44,478 -7,600 測量設計業務の完了による委託料の減
頸城区産業建設グループ 日本自然学習実践センター管理運営費 4,981 4,951 -30 施設管理運営業務委託料の減
頸城区産業建設グループ 頸城区既設林道維持管理事業 984 669 -315 林道維持工事費の減
頸城区産業建設グループ 頸城区産業振興総務管理費 5,430 5,267 -163 中小企業振興対策費補助金の減
頸城区産業建設グループ 頸城工業団地維持管理費 6,307 5,899 -408 施設管理委託料の減
頸城区産業建設グループ 頸城区松くい虫対策事業 490 428 -62 松くい虫防除事業委託内容の見直し
頸城区産業建設グループ 頸城区林業振興補助費 1,275 704 -571 森林整備地域活動支援交付金の減
頸城区産業建設グループ 頸城区私道整備事業 1,492 0 -1,492 私道整備事業補助金の減
頸城区産業建設グループ 頸城区道整備交付金事業 70,040 45,040 -25,000 対象とする道路延長の減による工事関連費の減
頸城区産業建設グループ 頸城区道路建設総務費 1,138 256 -882 事務経費の減
頸城区市民生活グループ 頸城区税務総務費 790 603 -187 消耗品費の減
吉川区総務地域振興グループ 吉川区ケーブルテレビ事業 58,147 56,749 -1,398 需要費の減、工事請負費の減
吉川区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（吉川区） 6,715 5,624 -1,091 複写機等借上料の減
吉川区総務地域振興グループ 吉川コミュニティプラザ管理運営費 19,247 18,580 -667 事務機器の削減による賃借料の減、修繕費の減
吉川区総務地域振興グループ 吉川区地域情報化推進事業 109,968 0 -109,968 移動通信用鉄塔施設整備工事の完了
吉川区産業建設グループ 吉川物産館管理運営費 1,429 715 -714 修繕費の減
吉川区産業建設グループ 吉川区道路維持費 21,739 14,666 -7,073 工事請負費の減
吉川区産業建設グループ 吉川区橋梁維持費 800 0 -800 橋梁修繕工事の完了
吉川区産業建設グループ 吉川区除雪費 35,865 34,806 -1,059 委託料の減
吉川区産業建設グループ 吉川区道路管理総務費 1,262 561 -701 委託料の減
吉川区産業建設グループ 吉川区既設林道維持管理事業 2,325 1,958 -367 林道維持工事費の減
吉川区産業建設グループ 吉川区産業振興総務管理費 4,850 4,704 -146 中小企業振興対策費補助金の減
吉川区産業建設グループ 吉川区林業振興補助費 3,370 2,011 -1,359 森林整備地域活動支援交付金の減
吉川区産業建設グループ 吉川区砂防事業費 1,777 1,580 -197 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
吉川区産業建設グループ 吉川区観光施設等整備事業 3,243 3,229 -14 繰出金の見直し減
吉川区市民生活グループ 吉川区税務総務費 900 749 -151 消耗品費の減
吉川区福祉グループ 地域バス運行事業 6,921 6,783 -138 委託内容の見直し
中郷区総務地域振興グループ 勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金事業 13,253 11,549 -1,704 積立金の減
中郷区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（中郷区） 5,969 5,122 -847 郵便料の減
中郷区総務地域振興グループ 中郷区総合事務所管理費 21,908 19,357 -2,551 小型除雪機購入の完了
中郷区産業建設グループ 松ケ峯温泉管理運営費 1,251 0 -1,251 事業の見直し
中郷区産業建設グループ 中郷区道路維持費 11,178 9,139 -2,039 工事請負費の減
中郷区産業建設グループ 中郷区除雪費 86,464 50,420 -36,044 除雪車購入完了による減
中郷区産業建設グループ 中郷区林業総務費 14 10 -4 消耗品費の減
中郷区産業建設グループ 中郷区産業振興総務管理費 3,880 3,763 -117 中小企業振興対策費補助金の減
中郷区産業建設グループ 中郷区観光振興対策事業 900 850 -50 関係団体への補助金の減
中郷区産業建設グループ 中郷区河川環境等整備事業 3,256 0 -3,256 実施設計委託の完了
中郷区産業建設グループ 松ヶ峯温泉給湯設備改修事業 6,394 0 -6,394 源泉ポンプ室設備取替工事の完了
中郷区市民生活福祉グループ 中郷保健相談センター管理運営費 5,240 4,299 -941 冷温水ポンプ修繕工事の完了
中郷区市民生活福祉グループ 中郷区税務総務費 486 476 -10 消耗品費の減
板倉区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（板倉区） 14,418 11,363 -3,055 自動車借上料の減
板倉区総務地域振興グループ 板倉区総合事務所管理費 21,584 19,192 -2,392 庁舎管理委託の見直し、修繕費の削減
板倉区総務地域振興グループ 筒方地区地域資源加工施設管理費 5,012 2,179 -2,833 需要費の減
板倉区産業建設グループ 地籍調査事業 1,476 0 -1,476 事業の見直し
板倉区産業建設グループ 板倉区農村公園管理運営費 3,077 1,612 -1,465 修繕工事の完了
板倉区産業建設グループ 板倉ふれあい市場管理運営費 253 236 -17 光熱水費等の経費削減
板倉区産業建設グループ 林道木揚線整備事業 14,930 0 -14,930 整備工事の完了
板倉区産業建設グループ 板倉区河川管理費 270 260 -10 除草委託単価の減
板倉区産業建設グループ 板倉区道路維持費 26,517 15,122 -11,395 委託料の減、工事請負費の減
板倉区産業建設グループ 板倉区除雪費 65,938 62,519 -3,419 委託料の減
板倉区産業建設グループ 板倉区道路管理総務費 2,469 2,307 -162 道路台帳整備委託料の減
板倉区産業建設グループ 板倉区市単独道路新設改良事業 74,329 59,800 -14,529 物件移転補償料の減
板倉区産業建設グループ 板倉区観光振興対策事業 1,650 612 -1,038 廃止・休止 板倉観光協会補助金の廃止
板倉区産業建設グループ 板倉区林業総務費 42 14 -28 消耗品費の減
板倉区産業建設グループ 板倉区既設林道維持管理事業 4,240 3,827 -413 林道除草業務委託料の見直し
板倉区産業建設グループ 板倉区産業振興総務管理費 4,850 4,704 -146 中小企業振興対策費補助金の減
板倉区産業建設グループ 板倉区中小企業融資支援事業 228 89 -139 地方産業育成資金利子補給補助金の減
板倉区産業建設グループ 板倉区森林保育管理事業 4,614 4,086 -528 森林管理業務委託内容の見直し
板倉区産業建設グループ 板倉区林業振興補助費 2,504 993 -1,511 森林整備地域活動支援交付金の減

板倉区産業建設グループ 板倉区砂防事業費 5,920 5,042 -878
地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）、
臨時職員の雇用形態の見直し、委託料の減
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板倉区産業建設グループ 板倉区私道整備事業 1,843 0 -1,843 私道整備事業補助金の減
板倉区産業建設グループ 光ヶ原高原観光総合施設管理運営費 13,047 12,967 -80 維持経費の減
板倉区産業建設グループ 板倉区道路建設総務費 63 39 -24 消耗品費の減
板倉区福祉グループ 板倉保健センター管理運営費 7,690 6,388 -1,302 冷暖房機部品交換修繕の完了
清里区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（清里区） 5,682 4,718 -964 印刷設備保守点検委託内容の見直し
清里区総務地域振興グループ 清里区総合事務所管理費 30,291 16,908 -13,383 事務所用地購入の完了
清里区総務地域振興グループ きよさと会館管理運営費 3,902 3,517 -385 委託料の減
清里区産業建設グループ 清里区農村公園管理運営費 1,161 664 -497 修繕工事の完了
清里区産業建設グループ 清里活性化交流施設管理運営費 3,126 2,679 -447 修繕費の減
清里区産業建設グループ 坊ヶ池周辺施設管理運営費 65,525 64,404 -1,121 業務委託による臨時職員等の人件費の減
清里区産業建設グループ 清里区道路維持費 21,857 15,326 -6,531 工事請負費の減
清里区産業建設グループ 清里区除雪費 57,817 42,082 -15,735 除雪車購入完了による減
清里区産業建設グループ 清里区消融雪施設管理費 6,361 6,096 -265 工事請負費の減
清里区産業建設グループ 清里区既設林道維持管理事業 2,729 2,700 -29 林道除草業務委託料の見直し
清里区産業建設グループ 清里区産業振興総務管理費 2,470 2,395 -75 中小企業振興対策費補助金の減
清里区産業建設グループ 清里区林業振興補助費 1,146 987 -159 森林整備地域活動支援交付金の減
清里区産業建設グループ 清里区県単農業農村整備事業 14,448 11,665 -2,783 測量委託料の減
清里区産業建設グループ 清里区砂防事業費 1,777 1,580 -197 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
清里区市民生活福祉グループ 清里区税務総務費 126 125 -1 消耗品費の減
三和区総務地域振興グループ 三和区ケーブルテレビ事業 70,997 65,153 -5,844 県営工事に伴う移転工事の減
三和区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（三和区） 6,773 6,679 -94 自動車借上料の減
三和区総務地域振興グループ 越柳地区研修センター整備事業 19,260 0 -19,260 研修センター整備工事の完了
三和区産業建設グループ 農村振興総合整備事業 15,897 0 -15,897 自歩道整備工事の完了
三和区産業建設グループ 三和米と酒の謎蔵管理運営費 12,741 12,473 -268 事務経費の減
三和区産業建設グループ 三和区道路維持費 20,773 12,664 -8,109 工事請負費の減
三和区産業建設グループ 三和区除雪費 36,892 35,003 -1,889 委託料の減
三和区産業建設グループ 三和区消融雪施設管理費 1,834 1,772 -62 電気使用料及び修繕費の減
三和区産業建設グループ 三和区道路管理総務費 2,105 1,226 -879 車検対象台数の減、道路台帳整備委託料の減
三和区産業建設グループ 三和区市単独道路新設改良事業 62,901 56,293 -6,608 一部道路の舗装完了による工事関連費の減
三和区産業建設グループ 三和区観光振興対策事業 291 261 -30 事務経費の減
三和区産業建設グループ 三和区林業総務費 40 20 -20 消耗品費の減
三和区産業建設グループ 三和区既設林道維持管理事業 920 691 -229 林道側溝清掃業務委託料の見直し
三和区産業建設グループ 三和区産業振興総務管理費 4,260 4,132 -128 中小企業振興対策費補助金の減
三和区産業建設グループ 三和工業団地維持管理費 368 199 -169 備品修繕費の減
三和区産業建設グループ 三和区森林保育管理事業 122 104 -18 消耗品費の減

三和区産業建設グループ 三和区林業振興補助費 6,891 912 -5,979 廃止・休止
森林整備地域活動支援交付金の減、きのこ王国支援
事業費補助金の廃止

三和区産業建設グループ 三和区市民の森整備事業 250 0 -250 修繕工事の完了
三和区産業建設グループ 三和区農村環境整備事業 7,668 0 -7,668 集落道整備工事の完了
三和区産業建設グループ 三和区道整備交付金事業 85,040 83,540 -1,500 物件移転補償料の減
三和区産業建設グループ 三和区道路建設総務費 495 311 -184 旅費の減
三和区市民生活グループ 三和区税務総務費 715 575 -140 臨時職員賃金の減
三和区福祉グループ 三和保健センター管理運営費 7,521 5,895 -1,626 トイレ改修工事の完了
名立区総務地域振興グループ 庁用事務費等関係費（名立区） 6,570 5,777 -793 備品修繕費の減
名立区総務地域振興グループ 名立区総合事務所管理費 18,458 16,760 -1,698 委託内容の見直し
名立区総務地域振興グループ 鉄道駅舎等管理運営費（名立区） 2,753 0 -2,753 施設管理委託の見直し
名立区産業建設グループ 名立区農村公園管理運営費 741 695 -46 修繕費の減
名立区産業建設グループ ろばた館管理運営費 25,224 24,903 -321 廃棄物処理方法の見直し
名立区産業建設グループ シーサイドパーク名立管理運営費 12,033 11,261 -772 事務経費の減
名立区産業建設グループ 林道大町躰畑線整備事業 45,799 21,066 -24,733 工事の完了
名立区産業建設グループ 名立区河川管理費 250 150 -100 委託料の減
名立区産業建設グループ 名立区道路維持費 9,012 7,307 -1,705 工事請負費の減
名立区産業建設グループ 名立区道路管理総務費 228 211 -17 委託料の減
名立区産業建設グループ 名立区観光振興対策事業 1,385 1,344 -41 関係団体への補助金の減
名立区産業建設グループ 名立区林業総務費 29 0 -29 消耗品費の減
名立区産業建設グループ 名立区既設林道維持管理事業 9,048 8,143 -905 機械借上賃借料の減
名立区産業建設グループ 名立区産業振興総務管理費 3,050 2,958 -92 中小企業振興対策費補助金の減
名立区産業建設グループ 名立区松くい虫対策事業 0 0 0 廃止・休止 上越の松いきいき事業費補助金の廃止
名立区産業建設グループ 名立区森林保育管理事業 1,113 866 -247 消耗品費の減

名立区産業建設グループ 名立区林業振興補助費 2,609 1,360 -1,249 廃止・休止
森林整備地域活動支援交付金の減、にいがたスギブ
ランド材安定供給モデル事業費補助金の廃止

名立区産業建設グループ 名立区水産業活性化対策事業 2,002 2,516 514 廃止・休止
海水電解滅菌装置導入事業補助金の廃止、サケ3枚
卸し機導入事業補助金

名立区産業建設グループ 名立区林業用施設災害復旧費 2,962 0 -2,962 地質調査委託の完了
名立区産業建設グループ 名立区砂防事業費 2,635 2,421 -214 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
名立区産業建設グループ 名立区道整備交付金事業 125,040 35,040 -90,000 工事の進展に伴う関係経費の減
名立区産業建設グループ 名立区道路建設総務費 18 6 -12 旅費の減
名立区市民生活福祉グループ 名立保健センター管理運営費 4,151 2,758 -1,393 ボイラー取替工事の完了
企画政策課 土地利用対策費 293,972 705 -293,267 公有財産購入費の減
企画政策課 まちづくり振興促進事業 5,773 955 -4,818 負担金補助の減
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企画政策課 まちづくり政策事業 18,112 5,117 -12,995 廃止・休止
総合計画審議会及び印刷の終了、教育フォーラム、
社会実験の終了、直江津地区まちづくり戦略プラン社
会実験実行委員会交付金の廃止

企画政策課 ふるさと上越ネットワーク事業 5,950 5,389 -561 交付金額の見直し
企画政策課 ボランティア活動推進事業 5,973 5,134 -839 補助金対象の見直し

企画政策課 歴史資源活用推進事業 114,347 12,463 -101,884
旧今井染物屋の用地取得完了、高田小町整備完了、
高田小町パンフ印刷

企画政策課 ユニバーサルデザイン推進事業 2,028 1,712 -316 需要費の減
企画政策課 商業統計調査費 4,800 0 -4,800 調査の完了
企画政策課 就業構造基本調査費 3,265 0 -3,265 調査の完了
企画政策課 全国物価統計調査費 820 0 -820 調査の完了
企画政策課 住宅土地統計調査単位区設定費 1,130 0 -1,130 調査の完了
企画政策課 春日地区集会施設建設事業 298,570 215,955 -82,615 工事の完了
公共交通政策課 バス運行対策費 378,329 358,961 -19,368 バス減便およびダイヤ見直しによる補助金の削減
公共交通政策課 コミュニティバス事業費 3,811 785 -3,026 廃止・休止 地域内バス利用券負担金の廃止
公共交通政策課 総合交通計画策定事業 306 0 -306 総合交通計画策定の完了
公共交通政策課 並行在来線対策事業 5,172 361 -4,811 鉄道活性化共同研究の完了
男女共同参画推進課 女性相談事業 6,084 6,017 -67 ワイヤレスコール設置の完了
男女共同参画推進課 男女共同参画事業費 13,575 12,418 -1,157 男女共同参画審議会回数削減
建築住宅課 克雪住宅推進費 53,401 27,515 -25,886 廃止・休止 克雪住宅協調整備事業補助金の廃止
建築住宅課 子安住宅整備事業 35,700 0 -35,700 事業の延期による減
建築住宅課 三和住宅建設事業 36,300 0 -36,300 完了による減
下水道管理課 都市下水路管理費 3,860 2,237 -1,623 清掃業務の見直しによる委託料の減
監理課 準用河川改修事業 21,256 15,393 -5,863 物件移転補償料の減
監理課 河川管理費 25,955 19,598 -6,357 修繕の完了、委託料及び工事請負費の減
監理課 河川環境等整備事業 127,066 48,124 -78,942 実施設計の完了、用地買収の完了
監理課 砂防事業費 3,152 2,932 -220 地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）
監理課 海岸事業費 1,015 1,014 -1 旅費の減
監理課 土木総務管理費 3,156 2,110 -1,046 地図作成費の減

都市計画課 みどりのまち推進事業 17,795 13,022 -4,773 廃止・休止
みどりのアドバイザーの廃止、公共花壇植栽委託内容
の見直し、稲田1丁目大ケヤキ保存事業補助金の廃

都市計画課 都市計画総務管理費 62,920 21,252 -41,668 車検対象台数の減、土地利用現況図作成委託料の
都市計画課 直江津駅前地区市街地整備事業 5,000 0 -5,000 廃止・休止 事業の休止
都市計画課 公園管理費 106,997 108,180 1,183 廃止・休止 公園管理機械整備補助金の廃止
都市計画課 高田駅西口整備事業 2,700 0 -2,700 廃止・休止 事業の休止
都市計画課 上越総合運動公園整備事業 683,406 250,832 -432,574 補助事務費の減、設計業務委託の減、工事請負費の

道路管理課 道路維持費 258,156 197,321 -60,835
修繕工事箇所の精査による減、消雪パイプ更新工事
の休止による減

道路建設課 私道整備事業 13,490 6,000 -7,490 対象とする私道の精査による補助金の減
道路建設課 各種同盟会関係費 438 287 -151 各種団体への負担金の減
道路建設課 県道路事業負担金 115,000 91,000 -24,000 県における工事実施量の減に伴う県への負担金の減
道路建設課 市単独道路新設改良事業 399,400 261,741 -137,659 対象とする道路の精査による工事関連経費の減
道路建設課 高土町東城町線街路事業 28,000 0 -28,000 道路改良等工事の完了
道路建設課 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 80,353 59,963 -20,390 物件移転補償料の減
電源立地振興課 電源立地対策費 308 301 -7 消耗品費の減
電源立地振興課 八千浦地区周回道路新設事業費 717,796 486,500 -231,296 工事の進展に伴う関係経費の減

雪対策室 消融雪施設管理費 90,781 62,898 -27,883 廃止・休止
消雪パイプリフレッシュ工事の休止、事務補助費の
減、臨時職員の減、委託料の減

雪対策室 除雪費 529,429 535,389 5,960 廃止・休止 雪崩予防柵新設工事の休止
雪対策室 克雪調査研究費 3,365 2,363 -1,002 廃止・休止 科学的消融雪共同研究調査業務の休止

産業振興課 勤労者福祉事業 1,962,127 1,737,919 -224,208 廃止・休止
勤労者住宅建築資金貸付残高の減による預託金の
減、勤労者住宅建築資金利子補給補助金の廃止

産業振興課 三の輪台いこいの広場管理運営費 4,580 4,331 -249 修繕費の減、委託料の減

産業振興課 技能労働者育成事業 12,120 7,899 -4,221
人材ハイスクール駐車場工事の完了、人材ハイスクー
ル補助金の減、人材ハイスクール耐震診断委託料の

産業振興課 雇用対策事業 11,735 10,114 -1,621 廃止・休止
糸魚川地区雇用協議会負担金の廃止、相談員の減、
補助金の見直し

産業振興課 産業振興総務管理費 14,558 14,134 -424 中小企業振興対策費補助金の減

産業振興課 中小企業融資支援事業 6,764,590 6,412,399 -352,191
制度融資残高の減少による貸付金の減、対象の減及
び責任共有制度導入による補助金の減、信用保証協
会からの要請凍結による出捐金の減

産業振興課 新産業振興事業 216,247 122,494 -93,753 廃止・休止
上越バイオマス循環事業協同組合への補助金の減、
産業振興センター建設事業の休止

産業振興課 産業団地管理費 12,100 11,301 -799 草刈面積の減少による委託料の減

産業振興課 商業振興支援事業 4,393 18,081 13,688 廃止・休止
イベント事業補助金の廃止、空店舗対策事業補助
金、商人元気支援関係事業補助金、駐車場情報シス
テム運営交付金の廃止

産業振興課 企業誘致促進事業 8,192 4,815 -3,377
新聞広告費の減、市内企業懇談会の取り止め、セミ
ナー参加の見直し

産業振興課 ものづくり産業活性化事業 40,658 29,021 -11,637 対象事業件数の減による補助金の減
産業振興課 計量検査事業 20,627 5,173 -15,454 計量検査機器の購入完了による減
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中心市街地活性化推進室 中心市街地活性化対策事業 14,385 147,690 133,305 廃止・休止
イベント事業補助金の廃止、空店舗対策事業補助金
の廃止、商人元気支援関係事業補助金の廃止、駐車
場情報システム運営交付金の廃止

観光企画課 観光企画費 140,818 129,801 -11,017 廃止・休止

シティセールス事業等の一部廃止、上越市ふるさとア
ピール年間事業委託の廃止、旅行エージェント説明
会の休止、福岡シティーセミナーの中止、全国城下町
シンポジウム上越大会補助金の廃止

観光企画課 越後田舎体験推進事業 6,127 3,767 -2,360 田舎体験拡充事業の見直しによる委託料の減
観光振興課 露店市場運営事業 5,756 5,128 -628 宣伝ポスター印刷業務の完了による経費の減

観光振興課 イベント推進費 89,348 81,853 -7,495 廃止・休止
2007年環太平洋ＢＭＸ選手権大会補助金の廃止、ＳＬ
イベント実行委員会交付金の廃止、

観光振興課 直江津屋台会館管理運営費 6,506 4,831 -1,675 修繕費の減
観光振興課 観光施設等整備事業 153,238 94,953 -58,285 ＢＭＸ場の施設整備の完了による工事費の減

観光振興課 親鸞聖人上陸８００年記念事業 8,600 0 -8,600 廃止・休止
親鸞聖人上陸800年記念企画展実行委員会交付金
の廃止

直江津港振興課 直江津港振興事業 91,635 28,273 -63,362
20年度において佐渡航路の維持に関する公的支援を
実施しないことによる減

直江津港振興課 港湾整備事業 90,736 58,161 -32,575 岸壁耐震化工事の完了による県への負担金の減
福祉課 上越総合福祉センター管理運営費 13,945 10,509 -3,436 駐車場用地購入の完了

福祉課 社会福祉協議会費 170,117 138,064 -32,053
社会福祉協議会補助金及びふれあいのまちづくり事
業補助金の見直し

福祉課 民生委員・児童委員活動費 22,078 21,362 -716 委員改選の終了
福祉課 市民いこいの家管理運営費 38,556 35,433 -3,123 委託内容の見直し、駐車場等用地購入の完了
福祉課 援護関係事業費 2,497 2,399 -98 補助金額の見直し
福祉課 保護観察費 2,283 2,262 -21 更生保護女性会補助金の見直し
福祉課 社会福祉総務管理費 21,394 20,798 -596 臨時職員の削減
福祉課 福祉業務管理システム開発・運営費 36,420 15,700 -20,720 システム更新の完了
福祉課 障害福祉総務管理費 7,687 6,325 -1,362 認定調査委託件数の減
福祉課 障害者施設助成事業 42,836 54,462 11,626 廃止・休止 つくし工房運営費補助金の廃止
福祉課 住環境等整備事業 10,943 8,923 -2,020 貸付資金の減
福祉課 上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築事業 1,375 1,036 -339 自立支援協議会の委員を無報酬化
福祉課 補装具費支給事業 41,488 39,754 -1,734 制度改正による対象種目の変更による減
福祉課 日常生活用具給付事業 38,715 32,840 -5,875 制度改正による対象種目の変更による減
福祉課 地域活動支援センター事業 79,509 78,247 -1,262 廃止・休止 おりづる作業所運営費補助金の廃止
福祉課 自立・社会参加支援事業 47,662 40,134 -7,528 デイサービス事業が他事業へ移行したことによる減
健康づくり推進課 保健施設等支援事業 149,202 145,657 -3,545 補助金額の見直し
健康づくり推進課 保健福祉総合データバンク事業 13,487 9,659 -3,828 システムリース機器の見直し

健康づくり推進課 上越保健センター管理運営費 4,011 3,255 -756
委託内容の見直し、駐車場等用地購入の完了、需要
費の減

健康づくり推進課 市民健康診査事業 214,327 53,779 -160,548 高齢者医療確保法の施行による健診対象者の減
健康づくり推進課 結核検診事業 9,106 8,710 -396 受診対象者の減
健康づくり推進課 機能訓練事業 3,564 0 -3,564 廃止・休止 機能訓練事業の廃止
健康づくり推進課 訪問指導事業 6,075 5,493 -582 備品購入の完了

健康づくり推進課 健康シティ上越・２０１０事業 23,627 18,967 -4,660
検診結果説明会の実施方法の見直し、歯科検診の医
療機関への移行

健康づくり推進課 大気汚染医療費助成事業 132 12 -120 認定審査会の開催の減
健康づくり推進課 上越斎場管理運営費 61,872 60,722 -1,150 修繕の完了
健康づくり推進課 公衆衛生対策事業 1,208 563 -645 補助金額の見直し
健康づくり推進課 畜犬管理事業 2,028 1,635 -393 郵送の見直しによる郵送料の減
健康づくり推進課 小規模水道管理運営費 1,066 1,003 -63 水質検査項目の変更による手数料の減
健康づくり推進課 上水道施設建設等繰出金 824,814 817,485 -7,329 繰出金の見直し減
健康づくり推進課 休日・夜間診療所管理運営費 103,258 102,396 -862 医療機器購入の完了
健康づくり推進課 アスベスト疾患検診費用助成事業 420 0 -420 事業の見直し
健康づくり推進課 脳ドック検診費用助成事業 2,276 1,525 -751 助成率の見直し
高齢者福祉課 要援護世帯除雪費助成事業 42,534 40,408 -2,126 税制改正による激変緩和措置の廃止による委託費の
高齢者福祉課 老人保護措置費等 287,383 166,851 -120,532 廃止・休止 広域事務組合の解散に伴う委託料及び負担金の減
高齢者福祉課 老人短期入所事業 7,746 2,715 -5,031 他事業への委託費振り替え
高齢者福祉課 日常生活用具助成事業 51,081 54,548 3,467 廃止・休止 コミュニティラジオ給付
高齢者福祉課 在宅介護手当給付事業 49,085 59,007 9,922 廃止・休止 家族介護慰労金の廃止
高齢者福祉課 在宅福祉支援事業 56,255 39,859 -16,396 受益者負担の見直し（歳入増加）による歳出減
高齢者福祉課 老人福祉対策事務費 120,002 16,127 -103,875 福祉専門学校敷地購入の完了による減

高齢者福祉課 住宅環境整備事業 41,633 30,977 -10,656
高齢者住宅リフォームに関する県の補助金の見直し
に伴う市の補助金の減

高齢者福祉課 シルバー人材センター費 188,644 33,178 -155,466 シルバープラザ土地の購入完了による減

高齢者福祉課 敬老祝賀事業 41,166 30,257 -10,909 廃止・休止
高齢者記念品贈呈の廃止による減、全市敬老会の廃
止による減

高齢者福祉課 フラワーセンター管理運営費 10,159 7,517 -2,642 花き園芸講座の休止による減
高齢者福祉課 ゲートボールハウス等管理運営費 14,080 11,958 -2,122 コート補修工事の完了による減
高齢者福祉課 老人クラブ助成事業 34,891 34,637 -254 老人クラブへの補助金の縮小による減
高齢者福祉課 シニアパスポート事業 7,254 3,012 -4,242 施設利用者の減免実績を踏まえた助成金の減

高齢者福祉課 ふれあいランチサービス事業 46,200 44,926 -1,274
一定額以上の所得のある人の負担額の増加による歳
出の減
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高齢者福祉課 シニアサポートセンター運営事業 5,348 5,084 -264 事務費の節約による減
高齢者福祉課 介護予防拠点施設管理運営費 38,914 30,208 -8,706 施設改修工事の完了による減
介護保険課 福祉施設建設事業 531,780 402,093 -129,687 貸付対象事業者の減、負担金の減、
介護保険課 訪問介護利用者負担金助成事業 514 335 -179 助成対象者の減による助成金の減
介護保険課 居宅介護支援事業 4,323 3,579 -744 廃止・休止 浦川原区居宅介護支援事業所廃止
こども福祉課 大手福祉館管理運営費 2,061 1,717 -344 施設移転に伴う光熱水費の減
こども福祉課 広域事務組合負担金 38,665 0 -38,665 広域事務組合の廃止に伴う減
こども福祉課 公立母子生活支援施設運営費 17,905 13,610 -4,295 屋上防水改修工事の完了
こども福祉課 私立母子生活支援施設運営費 49,612 47,928 -1,684 委託内容の見直し
こども福祉課 ひとり親家庭等支援事業 107,995 100,193 -7,802 廃止・休止 児童福祉金の廃止、対象者の減少に伴う扶助費の減

こども福祉課 母子保健事業 145,639 140,775 -4,864
妊婦一般健診委託内容見直し、乳幼児健康診査委託
内容見直し、

こども福祉課 妊産婦・子ども医療費助成事業 411,940 408,553 -3,387
医療費助成システム賃貸借の終了、補助対象見直し
による減

こども福祉課 幼児ことばの相談室運営事業 9,024 8,972 -52 需要費の減
地域医療推進室 中ノ俣診療所管理運営費 11,921 11,370 -551 トイレ改修の完了
地域医療推進室 大島診療所管理運営費 51,425 50,778 -647 受付職員委託の見直し
地域医療推進室 清里歯科診療所管理運営費 22,068 20,650 -1,418 診療実績減による委託料の見直し
地域医療推進室 安塚診療所管理運営費 2,402 891 -1,511 修繕の完了、高額備品購入の完了
地域医療推進室 診療所特別会計繰出金 42,000 15,468 -26,532 繰出金算定方法の変更に伴う減
教育総務課 教育委員会費 4,499 4,438 -61 費用弁償の減
教育総務課 教育委員会事務費 10,474 10,162 -312 安塚区指定管理者選定委員旅費の減
教育総務課 教員住宅管理運営費 1,405 4 -1,401 修繕工事の完了、設計委託の完了
教育総務課 小学校市単独事業 74,172 28,519 -45,653 学校用地購入の完了
教育総務課 小学校大規模改造事業 9,700 9,309 -391 施工監理委託の完了
教育総務課 大町小学校改築事業 18,000 0 -18,000 学校整備工事の完了
教育総務課 中学校管理事務費 28,326 27,208 -1,118 消耗品費の減、借上料の減
教育総務課 幼稚園一般教材費 604 548 -56 消耗品費の減
教育総務課 幼稚園管理事務費 5,371 4,830 -541 備品購入費の減、臨時職員の配置の見直し
教育総務課 直江津小学校改築事業 689,785 319,122 -370,663 学校整備工事費の減
教育総務課 中学校大規模改造事業 3,693 1,500 -2,193 施工監理委託料の減
教育総務課 城北中学校校舎改築事業 25,000 0 -25,000 学校整備工事の完了
教育総務課 小学校建設事業事務費 1,807 1,687 -120 県公立学校施設整備促進期成会負担金の減
教育総務課 私立高等学校等教育振興事業 13,447 13,297 -150 私立高等学校学費助成補助金の減
教育総務課 教育プラザ管理費 22,886 19,766 -3,120 使用料の見直し
教育総務課 総合教育プラン推進事業 5,347 1,250 -4,097 総合教育ポータルサイト作成委託の完了
教育総務課 教育総合センター整備事業 14,500 0 -14,500 教育総合センター整備工事の完了
学校教育課 教育相談事業 38,017 37,596 -421 学校訪問カウンセラー人員体制の見直し
学校教育課 小学校教育援助費 5,160 4,806 -354 児童交流事業補助制度の見直し
学校教育課 小学校通学援助費 19,648 18,353 -1,295 対象児童の減に伴う補助金の減
学校教育課 中学校教育援助費 13,711 17,547 3,836 廃止・休止 柿崎区生徒交流事業補助金の廃止
学校教育課 中学校通学援助費 32,978 32,580 -398 対象児童の減に伴う運搬料の減
学校教育課 中学校学習指導支援事業 61,292 58,868 -2,424 補助職員の配置の見直し
学校教育課 給食施設整備事業 13,390 10,428 -2,962 給食用備品購入費の減
学校教育課 小学校夢づくり学校提案活動支援事業 30,506 29,740 -766 対象学校数の見直し
学校教育課 中学校夢づくり学校提案活動支援事業 9,846 9,674 -172 対象学校数の見直し
生涯学習推進課 成人式運営事業 5,810 5,314 -496 成人式会場設営委託料の見直し
生涯学習推進課 社会同和教育活動事業 3,250 3,150 -100 年表パネル作成委託の完了
生涯学習推進課 青少年教育活動事業 29,661 23,210 -6,451 報償費の所管替、三市交流事業負担金の減
生涯学習推進課 社会教育推進費 10,720 9,840 -880 自動車借上料の減
生涯学習推進課 生涯学習推進事業 1,973 1,492 -481 県レクリエーション大会完了に伴う負担金の減
生涯学習推進課 美術展覧会事業 4,210 4,026 -184 作業員配置の見直し

生涯学習推進課 文化財保存整備費 13,380 12,385 -995 廃止・休止
嘱託職員体制の見直し、指定文化財保存管理事業補
助金の廃止、春日山城跡山桜植栽事業補助金

生涯学習推進課 春日山城跡公有化事業 70,266 2,269 -67,997 史跡用地等購入の完了
生涯学習推進課 春日山城跡管理事業 6,649 6,389 -260 原材料費の減
生涯学習推進課 春日山城跡５か年整備事業 54,071 23,452 -30,619 春日山城跡整備工事費の減
生涯学習推進課 吹上遺跡発掘調査事業 9,098 2,703 -6,395 作業員配置の見直し
生涯学習推進課 ほ場整備等遺跡発掘調査事業 127,204 103,741 -23,463 測量委託の完了、機械借上料の減
生涯学習推進課 埋蔵文化財センター管理運営費 9,371 9,354 -17 施設管理委託料の見直し
生涯学習推進課 上岡農道関連遺跡発掘調査事業 4,680 0 -4,680 発掘調査の完了
生涯学習推進課 虫川城跡発掘調査事業 1,125 0 -1,125 発掘調査の完了
生涯学習推進課 新しい上越市民の歌普及活動事業 3,000 0 -3,000 事業の完了
生涯学習推進課 上越科学館管理運営費 70,898 54,534 -16,364 遊具工事の完了、特別展の未実施
公民館 女性サポートセンター事業 314 280 -34 パソコン講座運営委託を直営に変更
公民館 女性サポートセンター管理運営費 3,747 3,611 -136 印刷機等の再リースによる経費削減
公民館 公民館事業 3,497 2,882 -615 講座運営委託の減
公民館 公民館施設整備事業 8,473 377 -8,096 施設整備工事の完了
公民館 公民館管理運営費 43,131 40,708 -2,423 修繕工事費の減、備品購入費の減
公民館 八千浦交流館はまぐみ管理運営費 19,700 18,480 -1,220 竣工式委託の完了、施設管理委託料の減
青少年健全育成センター 青少年健全育成センター運営費 8,135 8,036 -99 郵便料の減、光熱水費の減
青少年文化センター 青少年文化センター自主事業 3,031 2,192 -839 消耗品費の減
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体育課 保健体育総務費 5,254 5,228 -26 消耗品費の減
体育課 学校体育施設開放事業 6,731 6,727 -4 消耗品費の減
体育課 少年スポーツ活動育成事業 12,233 10,717 -1,516 臨時職員賃金の減
体育課 一般スポーツ活動推進事業 26,043 33,241 7,198 廃止・休止 各区体育協会運営費補助金の廃止
体育課 地域スポーツクラブ育成事業 5,072 5,133 61 廃止・休止 地域スポーツクラブ育成補助金の廃止
体育課 体育施設管理運営費 97,402 96,078 -1,324 委託内容の見直し
体育課 オールシーズンプール管理運営費 32,063 31,462 -601 施設管理運営業務委託料の減
体育課 大潟多目的体育館建設事業 375,772 0 -375,772 建設工事の完了
図書館 図書充実費 35,273 31,278 -3,995 図書購入費の減
図書館 図書館管理運営費 90,554 75,857 -14,697 三和分室改造工事の完了
図書館 古文書修復事業 4,600 0 -4,600 事業の見直し

図書館 こども文庫管理運営費 1,712 1,008 -704 廃止・休止
上越こども文庫連絡会補助金の廃止、こども文庫3箇
所閉鎖による運営費補助金の減

水族博物館 水族博物館特別展開催費 27,342 25,997 -1,345 イルカショー委託内容見直し
水族博物館 水族博物館展示物充実費 5,232 4,976 -256 展示用魚購入費の減
水族博物館 水族博物館入館促進費 4,383 4,129 -254 広告料の減
水族博物館 水族博物館管理運営費 149,528 144,992 -4,536 光熱水費の減、飼料費の減
水族博物館 新水族博物館整備検討事業 12,772 0 -12,772 検討事業の完了
安塚区教育文化グループ 安塚区小学校施設管理費 9,688 9,475 -213 整備工事の完了
安塚区教育文化グループ 安塚区中学校施設管理費 6,640 5,913 -727 修繕費の減
安塚区教育文化グループ 安塚区中学校管理事務費 1,381 1,292 -89 消耗品費の減
安塚区教育文化グループ かやぶき美術館管理運営費 1,871 1,851 -20 消防設備点検業務委託の完了
安塚区教育文化グループ 安塚歴史民俗資料館管理運営費 936 210 -726 臨時職員配置の見直し
安塚区教育文化グループ 安塚区スクールバス等運行事業 12,839 12,342 -497 委託内容の見直し
安塚区教育文化グループ 安塚区体育施設管理運営費 10,847 10,151 -696 体育館管理委託料の減
安塚区教育文化グループ 安塚区公民館事業 612 514 -98 女性ネットワーク事業補助金の見直し
安塚区教育文化グループ 安塚区社会教育推進費 50 0 -50 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
安塚区教育文化グループ 安塚区地域生涯学習センター管理運営費 11,977 7,950 -4,027 修繕工事の完了、耐震診断調査委託の完了
安塚区教育文化グループ 安塚区中学校市単独事業 7,800 2,000 -5,800 学校整備工事費の減
浦川原区教育文化グループ 浦川原区小学校施設管理費 16,876 15,755 -1,121 修繕費の減
浦川原区教育文化グループ 浦川原区中学校施設管理費 8,651 8,208 -443 修繕費の減
浦川原区教育文化グループ 浦川原区中学校管理事務費 5,042 4,909 -133 消耗品費の減
浦川原区教育文化グループ 浦川原区公民館管理運営費 4,746 4,096 -650 複写機借上料の減、修繕費の減
浦川原区教育文化グループ 浦川原区教育委員会事務費 24 16 -8 郵便料の減
大島区教育文化グループ 大島区小学校施設管理費 5,982 5,361 -621 修繕費の減
大島区教育文化グループ 大島区小学校管理事務費 1,025 871 -154 備品購入の完了
大島区教育文化グループ 大島区中学校施設管理費 9,159 7,909 -1,250 修繕費の減
大島区教育文化グループ 大島区中学校管理事務費 1,371 1,240 -131 電子計算機借上料の減
大島区教育文化グループ 大島区スクールバス等運行事業 31,890 15,774 -16,116 自動車購入の完了
大島区教育文化グループ 大島区体育施設管理運営費 9,575 8,875 -700 臨時職員賃金の減
大島区教育文化グループ 大島区公民館事業 407 403 -4 賄材料費の減
大島区教育文化グループ 大島学校給食センター費 17,718 16,492 -1,226 給食用備品購入費の減
大島区教育文化グループ 大島区生涯学習推進事業 3,000 2,800 -200 音楽協会補助金の見直し
大島区教育文化グループ 大島区公民館施設整備事業 53,439 0 -53,439 施設整備工事の完了
牧区教育文化グループ 牧区小学校施設管理費 6,956 5,298 -1,658 整備工事の完了
牧区教育文化グループ 牧区中学校施設管理費 8,054 7,115 -939 施設管理委託料の減
牧区教育文化グループ 牧歴史民俗資料館管理運営費 5,459 3,328 -2,131 集落排水接続工事の完了
牧区教育文化グループ 牧区教員住宅管理運営費 999 108 -891 施設整備工事の完了
牧区教育文化グループ 牧区体育施設管理運営費 6,938 6,349 -589 臨時職員賃金の減
牧区教育文化グループ 牧区公民館事業 648 524 -124 事業実施回数の減
牧区教育文化グループ 牧学校給食センター費 14,750 12,910 -1,840 給食用備品購入費の減
牧区教育文化グループ 牧区教育委員会事務費 176 165 -11 電信電話料の減
牧区教育文化グループ 牧区社会教育推進費 500 0 -500 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
牧区教育文化グループ 牧区中学校市単独事業 3,300 0 -3,300 学校整備工事の完了
柿崎区教育文化グループ 柿崎区小学校施設管理費 30,753 25,915 -4,838 修繕費の減
柿崎区教育文化グループ 柿崎区小学校管理事務費 5,115 4,670 -445 電話料の減、消耗品費の減、
柿崎区教育文化グループ 柿崎区中学校施設管理費 14,796 12,443 -2,353 修繕費の減
柿崎区教育文化グループ 柿崎区中学校管理事務費 1,867 1,744 -123 印刷機借上料の減
柿崎区教育文化グループ 柿崎区スクールバス等運行事業 18,221 17,855 -366 委託内容の見直し
柿崎区教育文化グループ 柿崎区公民館事業 1,325 1,102 -223 事業実施回数の減
柿崎区教育文化グループ 柿崎区公民館管理運営費 24,184 22,830 -1,354 耐震診断調査委託の完了
柿崎区教育文化グループ 柿崎区社会教育推進費 237 0 -237 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
大潟区教育文化グループ 大潟区小学校施設管理費 10,776 10,432 -344 修繕費の減
大潟区教育文化グループ 大潟区中学校施設管理費 10,794 9,987 -807 修繕費の減
大潟区教育文化グループ 大潟区中学校管理事務費 2,684 2,618 -66 電信電話料の減
大潟区教育文化グループ 大潟区公民館事業 587 538 -49 講座委託内容を見直し
大潟区教育文化グループ 大潟区公民館管理運営費 10,646 8,825 -1,821 修繕費の減
大潟区教育文化グループ 大潟区教育委員会事務費 4 0 -4 消耗品費の減
大潟区教育文化グループ 大潟区社会教育推進費 100 0 -100 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
大潟区教育文化グループ 大潟区野外活動施設管理運営費 2,061 2,004 -57 修繕費の減
頸城区教育文化グループ 頸城区小学校施設管理費 36,187 30,175 -6,012 修繕費の減
頸城区教育文化グループ 頸城区中学校施設管理費 15,203 12,905 -2,298 修繕費の減
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頸城区教育文化グループ 頸城区中学校管理事務費 5,245 5,145 -100 消耗品費の減
頸城区教育文化グループ 頸城区公民館事業 1,589 1,317 -272 事業実施回数の減
頸城区教育文化グループ 頸城区教育委員会事務費 1 0 -1 郵便料の減
頸城区教育文化グループ 頸城区社会教育推進費 117 0 -117 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
吉川区教育文化グループ 吉川区小学校管理事務費 1,331 1,330 -1 消耗品費の減
吉川区教育文化グループ 吉川区中学校施設管理費 12,387 11,116 -1,271 学校整備工事の完了
吉川区教育文化グループ 吉川区中学校管理事務費 1,468 1,391 -77 消耗品費の減
吉川区教育文化グループ 吉川区教員住宅管理運営費 384 90 -294 備品購入費の減
吉川区教育文化グループ 吉川区体育施設管理運営費 5,211 3,858 -1,353 備品購入費の減
吉川区教育文化グループ 吉川区公民館事業 1,237 1,163 -74 事業実施回数の減
吉川区教育文化グループ 吉川区公民館管理運営費 8,257 7,646 -611 修繕費の減
吉川区教育文化グループ 吉川区教育委員会事務費 4 0 -4 消耗品費の減
吉川区教育文化グループ 吉川区社会教育推進費 40 0 -40 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
吉川区教育文化グループ 吉川区地域生涯学習センター管理運営費 2,076 1,923 -153 施設管理委託内容の見直し
中郷区教育文化グループ 中郷区小学校施設管理費 12,220 11,800 -420 施設管理委託内容の見直し
中郷区教育文化グループ 中郷区体育施設管理運営費 10,556 10,061 -495 総合体育館管理委託料の減

中郷区教育文化グループ 中郷区公民館事業 1,250 1,136 -114 廃止・休止
事業実施回数の減、音楽芸能事業交付金の廃止、囲
碁将棋大会補助金の廃止

中郷区教育文化グループ 中郷区公民館管理運営費 939 929 -10 消耗品費の減
中郷区教育文化グループ 中郷区教育委員会事務費 316 305 -11 燃料費の減
中郷区教育文化グループ はーとぴあ中郷管理運営費 19,082 17,700 -1,382 修繕費の減
中郷区教育文化グループ 中郷区地域生涯学習センター管理運営費 6,764 5,494 -1,270 重油使用量の節減
板倉区教育文化グループ 増村朴斎記念館管理運営費 1,645 1,441 -204 休館日の見直しに伴う管理委託料の減
板倉区教育文化グループ 板倉区小学校市単独事業 20,050 6,525 -13,525 整備工事の完了
板倉区教育文化グループ 板倉区公民館事業 1,518 1,381 -137 廃止・休止 シルバー大学院補助金の廃止
板倉区教育文化グループ 板倉区公民館管理運営費 11,025 10,076 -949 修繕費の減
板倉区教育文化グループ 板倉区社会教育推進費 175 0 -175 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
清里区教育文化グループ 上越清里星のふるさと館管理運営費 26,356 13,598 -12,758 修繕工事の完了、備品購入の完了
清里区教育文化グループ 清里区小学校施設管理費 7,923 7,462 -461 整備工事の完了
清里区教育文化グループ 清里区中学校施設管理費 6,523 6,066 -457 修繕費の減
清里区教育文化グループ 清里区中学校管理事務費 1,082 1,028 -54 消耗品費の減
清里区教育文化グループ 清里区体育施設管理運営費 15,856 14,938 -918 臨時職員賃金の減、燃料費の減
清里区教育文化グループ 清里区地域生涯学習センター管理運営費 11,747 4,382 -7,365 耐震補強設計委託の完了
三和区教育文化グループ 三和区小学校施設管理費 21,979 19,457 -2,522 修繕費の減
三和区教育文化グループ 三和区小学校管理事務費 2,927 2,598 -329 電話料の減、消耗品費の減、
三和区教育文化グループ 三和区中学校施設管理費 9,453 7,274 -2,179 修繕費の減
三和区教育文化グループ 三和区中学校管理事務費 1,454 1,261 -193 電子計算機借上料の減
三和区教育文化グループ 三和区小学校市単独事業 17,054 4,288 -12,766 整備工事の完了
三和区教育文化グループ 三和区体育施設管理運営費 12,472 11,856 -616 修繕費の減
三和区教育文化グループ 三和区教育委員会事務費 4 0 -4 消耗品費の減
三和区教育文化グループ 三和区社会教育推進費 120 0 -120 廃止・休止 文化協会補助金の廃止
三和区教育文化グループ 三和ジュニア創作館管理運営費 765 648 -117 電話料の減、消耗品費の減
三和区教育文化グループ 三和区公民館事業 426 301 -125 事業実施回数の減
三和区教育文化グループ 三和区公民館施設整備事業 4,221 0 -4,221 施設整備工事の完了
名立区教育文化グループ 名立区小学校施設管理費 7,405 6,014 -1,391 修繕費の減
名立区教育文化グループ 名立区小学校管理事務費 1,020 932 -88 消耗品費の減、
名立区教育文化グループ 名立区中学校施設管理費 8,429 7,178 -1,251 修繕費の減
名立区教育文化グループ 名立区中学校管理事務費 994 932 -62 電信電話料の減
名立区教育文化グループ 名立区スクールバス等運行事業 10,037 9,890 -147 委託内容の見直し
名立区教育文化グループ 名立区体育施設管理運営費 769 706 -63 作業員賃金の減
名立区教育文化グループ 名立区公民館事業 1,205 984 -221 事業実施回数の減
名立区教育文化グループ 名立区公民館管理運営費 8,429 7,323 -1,106 修繕費の減
名立区教育文化グループ 名立区教育委員会事務費 4 0 -4 消耗品費の減
名立区教育文化グループ 名立区地域生涯学習センター管理運営費 5,931 5,789 -142 消防設備点検業務委託の完了
名立区教育文化グループ 名立総合文化施設整備事業 27,500 0 -27,500 建物整備工事の完了
総合博物館 市民アートギャラリー管理運営費 20,625 19,658 -967 建物借上料の減
総合博物館 博物館特別展開催費 10,461 357 -10,104 特別展の開催見送りに伴う減
小林古径記念美術館 小林古径記念美術館管理運営費 22,950 20,645 -2,305 作品返却輸送料の減
小林古径記念美術館 小林古径邸管理運営費 16,230 15,364 -866 修繕費の減
会計課 会計管理費 3,082 2,670 -412 事務経費の減
議会事務局 議会事務局運営費 26,184 21,096 -5,088 議会だよりの印刷単価の見直しによる印刷費の減
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員活動費 1,620 1,608 -12 事務経費の減
選挙管理委員会事務局 新潟県議会議員一般選挙費 77,744 0 -77,744 完了による減
選挙管理委員会事務局 参議院議員通常選挙費 114,700 0 -114,700 完了による減
農業委員会事務局 農業委員会事務局運営費 38,176 31,707 -6,469 農家農地調査結果集計システム作成完了による減
農業委員会事務局 事務局運営費（安塚区） 652 637 -15 農事協力員委託料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（浦川原区） 936 926 -10 農事協力員委託料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（牧区） 982 740 -242 農事協力員委託料の減、臨時職員賃金の減
農業委員会事務局 事務局運営費（柿崎区） 1,344 432 -912 電子計算機借上料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（大潟区） 718 219 -499 電子計算機借上料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（頸城区） 1,847 1,048 -799 電子計算機借上料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（吉川区） 927 436 -491 電子計算機借上料の減
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農業委員会事務局 事務局運営費（中郷区） 1,911 267 -1,644 電子計算機借上料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（板倉区） 1,097 1,028 -69 農事協力員委託料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（清里区） 1,059 643 -416 電子計算機借上料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（三和区） 1,084 698 -386 電子計算機借上料の減
農業委員会事務局 事務局運営費（名立区） 884 810 -74 農事協力員委託料の減
財政課 財政調整基金積立金 7,725 5,439 -2,286 基金利子の減
財政課 減債基金積立金 1,054 70 -984 基金利子の減
検査課 工事等検査費 1,567 1,511 -56 委員会開催数の減、車検台数の減
市民税課 税務総務費 4,371 2,849 -1,522 臨時職員賃金の減
資産税課 資産税関係賦課事務費 194,402 191,346 -3,056 委託料の減

収納課 納税徴収事務費 37,076 30,080 -6,996
臨時職員の削減、通知書の配布先の見直し、システム
経費の減

用地管財課 財産管理費 86,520 70,871 -15,649
工事請負費の減、土地開発基金の廃止にともなう用
地購入費の減

用地管財課 高陽会館管理運営費 27,697 0 -27,697 施設の廃止
用地管財課 レインボーセンター管理運営費 18,502 17,034 -1,468 営繕修繕費の減
用地管財課 用地取得管理費 5,508 4,926 -582 委託内容の見直し
用地管財課 雁木通りプラザ管理運営費 173,021 30,840 -142,181 用地買戻しの完了
用地管財課 厚生南会館管理運営費 62,079 0 -62,079 施設の廃止
用地管財課 駐車場管理費 2,085 1,205 -880 工事の完了
用地管財課 リージョンプラザ上越施設整備事業 31,050 0 -31,050 外壁改修工事の完了
用地管財課 高田駅前コミュニティルーム管理運営費 28,228 27,968 -260 電気料の減
子育て支援課 こどもの家管理運営費 43,094 41,670 -1,424 こどもの家トイレ洋式化工事の完了
子育て支援課 三世代交流プラザ管理運営費 5,632 5,133 -499 修繕費の減
子育て支援課 子育て支援事業 4,069 3,808 -261 アンケート業務の完了による減
子育て支援課 公立保育所施設整備事業 492,378 169,045 -323,333 春日保育園の改築完了による減
子育て支援課 放課後児童クラブ運営費 226,215 210,070 -16,145 運営委託料の減
子育て支援課 ファミリーサポートセンター運営事業 6,476 6,344 -132 会報誌の印刷費の減
子育て支援課 こどもセンター運営事業 11,993 11,650 -343 運営委託料の減
子育て支援課 児童遊園管理運営費 3,652 3,418 -234 運営費の減
子育て支援課 ふれあい交流センター管理運営費 3,442 50 -3,392 一部施設の解体完了による工事費の減
子育て支援課 児童遊園整備事業 8,000 0 -8,000 公園整備工事の完了
保険年金課 国民年金費 4,703 4,281 -422 システム改修の進展による委託料の減
保険年金課 老人保健特別会計繰出金 1,570,574 297,906 -1,272,668 後期高齢者医療制度の開始に伴う繰出金の減
保険年金課 後期高齢者医療制度準備事業 111,872 0 -111,872 後期高齢者医療制度の開始に伴う準備経費の減
市民課 住居表示整理費 6,066 197 -5,869 住居表示業務の完了による委託料の減
市民課 三和井ノ口簡易郵便局管理費 1,411 1,393 -18 職員人件費の減
環境企画課 環境審議会等運営事業 994 873 -121 運営費の減
環境企画課 環境基本計画推進事業 2,106 1,250 -856 廃止・休止 環境モニターの廃止、講演会の休止
環境企画課 環境マネジメントシステム事業 4,233 1,927 -2,306 臨時職員の削減
環境企画課 環境学習施設管理運営事業 34,867 33,763 -1,104 嘱託職員体制の見直し
環境企画課 大気汚染対策事業 6,711 6,375 -336 分析手数料の変更に伴う減
環境企画課 騒音・振動対策事業 6,381 4,824 -1,557 備品購入完了による減
環境企画課 公害対策管理費 4,077 3,975 -102 嘱託職員体制の見直し

環境企画課 自然環境保全推進事業 8,981 8,133 -848
自然環境保全地域指定に伴う看板設置業務の完了
による経費減

環境企画課 鳥獣保護事業 1,186 434 -752 委託業務の見直しによる委託料の減
環境企画課 地球温暖化対策事業 2,652 2,183 -469 委託業務の完了による委託料の減
環境企画課 省エネルギー・新エネルギー普及推進事業 3,310 3,113 -197 イベントの廃止による経費減
環境企画課 地球環境特別会計繰出金 21,870 21,465 -405 繰出金の見直し減
環境企画課 柿崎区大気汚染対策事業 400 357 -43 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 頸城区大気汚染対策事業 927 826 -101 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 三和区大気汚染対策事業 672 525 -147 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 大島区水質汚濁対策事業 85 0 -85 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 牧区水質汚濁対策事業 57 0 -57 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 柿崎区水質汚濁対策事業 188 0 -188 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 大潟区水質汚濁対策事業 1,709 0 -1,709 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 頸城区水質汚濁対策事業 527 43 -484 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 中郷区水質汚濁対策事業 1,063 5 -1,058 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 板倉区水質汚濁対策事業 107 0 -107 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 清里区水質汚濁対策事業 36 0 -36 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 三和区水質汚濁対策事業 85 0 -85 分析手数料の変更に伴う手数料の減
環境企画課 柿崎区公害対策管理費 7 0 -7 消耗品費の減
環境企画課 頸城区公害対策管理費 7 2 -5 消耗品費の減
生活環境課 一部事務組合負担金 125,998 122,698 -3,300 ごみ処理施設の維持管理経費の減
生活環境課 し尿収集事業 97,861 92,575 -5,286 し尿汲み取り量の減少に伴う委託料の減
生活環境課 生活環境保全美化対策事業 40,943 39,076 -1,867 ビーチクリーンキーパー事業の廃止による減

生活環境課 生活排水対策事業 144,872 89,480 -55,392
合併前町村で実施してきた上乗せ補助の廃止による
補助金の減

生活環境課 廃食用油再生化事業 586 229 -357 処理単価の引き下げに伴う減
環境施設課 し尿処理事業 514,074 485,705 -28,369 事務経費の減
環境施設課 ごみ処理対策事業（環境施設課） 623,991 601,101 -22,890 施設運営委託料の減
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環境施設課 清掃総務管理費（環境施設課） 5,951 5,138 -813 事務経費の減

危機管理企画課 危機管理費 4,199 948 -3,251 廃止・休止
ＮＢＣテロ訓練の実施方法の見直しによる減、市民周
知パンフレット印刷終了による減

危機管理企画課 災害対策企画費 744,800 735,685 -9,115 洪水ハザードマップ作成完了による減
防災安全課 交通安全施設費 111,686 108,676 -3,010 街灯新設箇所数の減による工事費の減
防災安全課 冬期集落保安要員設置事業 3,354 3,335 -19 事務経費の減
防災安全課 常備消防費 2,134,955 2,099,721 -35,234 消防事務組合への負担金の減
防災安全課 消防団活動費 136,303 124,166 -12,137 事務経費の減
防災安全課 消防施設管理費 64,528 58,854 -5,674 維持経費の減
防災安全課 消防施設整備事業 154,060 132,096 -21,964 備品購入費の減
防災安全課 水防管理費 1,057 321 -736 備品購入費の減
防災安全課 災害対策費 152,612 125,912 -26,700 備品購入費の減
防災安全課 安全・安心まちづくり推進事業 23,674 10,181 -13,493 安全安心まちづくり推進パトロールの休止による減

農政企画課 芙蓉荘管理運営費 6,541 5,939 -602
各種経費の見直し削減、総合管理業務委託内容の見
直し

農政企画課 ラーバンセンター管理運営費 7,690 6,036 -1,654
屋上防水修繕工事の完了、総合管理業務委託内容
の見直し

農政企画課 農村地区多目的集会所管理運営費 1,862 1,312 -550 修繕工事の完了

農政企画課 農業総務管理費 8,413 7,807 -606
農政広報事業の見直し、上越地域農業振興協議会の
事業の見直し

農政企画課 リフレッシュビレッジ事業 36,775 32,837 -3,938 修繕工事の完了

農政企画課 農業・農村ネットワーク事業 9,029 6,654 -2,375
自動火災報知機取付工事の完了、掃除用具交換回
数の見直し

農政企画課 農林水産業融資支援事業 444,098 354,998 -89,100 借受者の減少に伴う貸付金の減
農政企画課 越後里山活性化特区事業 2,208 0 -2,208 廃止・休止 事業の廃止
農政企画課 浦川原区農村地区多目的集会所管理運営費 2,155 1,613 -542 地域事業費への組替えによる
農政企画課 大島区農村地区多目的集会所管理運営費 5,536 1,692 -3,844 屋根塗装修繕の完了
農政企画課 柿崎区農村地区多目的集会所管理運営費 208 188 -20 節約による光熱水費等の削減
農政企画課 名立区農村地区多目的集会所管理運営費 3,802 938 -2,864 耐震診断調査委託の完了、修繕工事の完了
農政企画課 柿崎区農業・農村ネットワーク事業 1,876 1,824 -52 施設維持修繕の完了
農政企画課 頸城区農業・農村ネットワーク事業 4,499 4,479 -20 委託料の見直し
農政企画課 浦川原区地域農業推進事業 201 188 -13 委託内容の見直し
農政企画課 牧区都市・農村交流促進事業 25 24 -1 需要費の減
農政企画課 三和区都市・農村交流促進事業 95 90 -5 需要費の減
農政企画課 牧区越後里山活性化特区事業 832 0 -832 他事業に移管
農政企画課 アグリビジネス創出支援事業 1,174 872 -302 委託内容の見直し
農政企画課 食育推進支援事業 10,260 5,194 -5,066 委託内容の見直し、安全･安心講座経費見直し

農政企画課 上越米輸出促進事業 4,550 2,019 -2,531
中国市場調査委託料及び国際見本市出展委託料の
見直し

農政企画課 上越米ブランド事業 34,729 4,322 -30,407 廃止・休止
環境にやさしい農業推進事業補助金の廃止、施設整
備補助事業の完了、委託業務の完了、上越米高品質
化施設整備補助金の廃止、カバープランツ植栽補助

農政企画課 農政広報事業 1,170 0 -1,170 事業の見直し
農政企画課 牧区農村地区多目的集会所管理運営費 1,523 0 -1,523 修繕工事の完了
農業振興課 一部事務組合負担金 5,580 637 -4,943 一部事務組合の解散による負担金の減
農業振興課 自然循環型農業推進事業 20,220 29,115 8,895 廃止・休止 稲わら腐熟促進剤購入事業費補助金の廃止

農業振興課 園芸振興事業 15,678 11,649 -4,029 廃止・休止
地区園芸部会活動費補助金の廃止。補助事業対象
者の減少による補助金の減

農業振興課 担い手育成確保支援事業 155,838 164,919 9,081 廃止・休止
上越市イッキに担い手農地集積事業助成金の廃止、
担い手農業者組織育成支援補助金の廃止、担い手
組織設立支援事業費補助金の廃止

林業水産課 市民の森整備事業 18,470 18,413 -57 修繕工事費の減
林業水産課 松くい虫対策事業 11,411 9,333 -2,078 松くい虫防除事業委託内容の見直し
林業水産課 森林保育管理事業 13,715 12,049 -1,666 市営分収林整備委託内容の見直し

林業水産課 林業振興補助費 3,351 2,110 -1,241 廃止・休止
森林整備地域活動支援交付金の減、くびき野森林組
合補助金の廃止

林業水産課 林道土口東線整備事業 534 0 -534 整備工事の完了
林業水産課 広域基幹林道南葉高原線開設事業 8,611 900 -7,711 工事の完了
林業水産課 林道難波線改築事業 1,837 0 -1,837 整備工事の完了
林業水産課 南葉高原キャンプ場管理運営費 11,942 11,205 -737 修繕工事の完了
林業水産課 海洋フィッシングセンター管理運営費 8,100 5,180 -2,920 修繕工事の完了

林業水産課 水産業活性化対策事業 5,435 3,861 -1,574 廃止・休止
補助メニューの見直し、大型クラゲ対策事業補助金の
廃止、さけ加工試験研究事業補助金、船巻揚施設改
良事業補助金

林業水産課 林道西横山東吉尾線整備事業 17,288 13,648 -3,640 工事区間の減少
林業水産課 漁港漁村活性化事業（フィッシャリーナ） 69,777 9,864 -59,913 西防波堤延伸工事の完了
林業水産課 山のこどもの国管理運営費 600 550 -50 需要費の減
農村整備課 農村公園管理運営費 1,702 1,251 -451 修繕工事の完了
農村整備課 農業用施設等維持管理費 159,770 168,084 8,314 廃止・休止 能動管理委託の廃止
農村整備課 里のこどもの国整備事業 138,601 104,981 -33,620 管理棟工事の完了
農村整備課 農地、農業用施設災害復旧費 1 0 -1 工事の完了
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H20見直しのあった事務事業

		平成20年度予算で見直しのあった事務事業一覧 ヘイセイネンドヨサンミナオジムジギョウイチラン

										　　　				(単位：千円)

		主管課名称		事業名称		19年度
当初予算		20年度
当初予算 トウショ		減額 ゲンガク		見直し ミナオ		減額の主な理由 ゲンガクオモリユウ

		秘書課		秘書費		11,502		10,890		-612				旅費及び交際費の減 リョヒオヨコウサイヒゲン

		秘書課		表彰費		3,776		2,774		-1,002				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		広報対話課		広報事業		83,574		62,678		-20,896		廃止・休止 ハイシ		広報じょうえつの編集作業を外注することによる減、総合事務所だよりの廃止による委託料の減 コウホウヘンシュウサギョウガイチュウゲンソウゴウジムショハイシイタクリョウゲン

		広報対話課		市民対話事業		12,067		9,221		-2,846				市民相談室の見直し シミンソウダンシツミナオ

		人事課		議会費職員人件費		99,608		98,165		-1,443				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		総務管理費職員人件費		6,916,077		6,359,436		-556,641				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		人事・給与管理費		135,649		125,102		-10,547				公的企業への退職手当繰出金の減 コウテキキギョウタイショクテアテクダキンゲン

		人事課		職員福利厚生費		22,026		21,177		-849				互助会交付金の減 ゴジョカイコウフキンゲン

		人事課		職員研修費		19,440		18,653		-787				委託料の減 イタクリョウゲン

		人事課		税務総務費職員人件費		438,247		397,499		-40,748				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		戸籍住民基本台帳費職員人件費		139,630		134,876		-4,754				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		選挙管理委員会職員人件費		35,177		32,618		-2,559				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		監査委員費職員人件費		48,832		46,115		-2,717				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		総合文化施設運営費職員人件費		17,698		0		-17,698				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		社会福祉総務費職員人件費		270,258		263,058		-7,200				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		児童福祉総務費職員人件費		99,598		90,026		-9,572				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		保育所運営費職員人件費		2,386,572		2,315,687		-70,885				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		母子福祉費職員人件費		16,643		13,391		-3,252				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		生活保護総務費職員人件費		54,630		51,242		-3,388				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		清掃総務費職員人件費		162,977		134,478		-28,499				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		塵芥処理費職員人件費		237,689		203,333		-34,356				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		農業委員会費職員人件費		53,995		53,901		-94				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		農業総務費職員人件費		307,205		273,742		-33,463				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		商工総務費職員人件費		374,049		362,301		-11,748				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		土木総務費職員人件費		408,892		377,088		-31,804				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		道路橋梁総務費職員人件費		145,100		115,042		-30,058				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		河川総務費職員人件費		31,420		28,042		-3,378				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		都市計画総務費職員人件費		260,244		219,125		-41,119				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		教育総務費職員人件費		773,043		699,678		-73,365				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		小学校管理費職員人件費		349,762		333,386		-16,376				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		中学校管理費職員人件費		147,481		120,560		-26,921				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		幼稚園費職員人件費		80,823		72,269		-8,554				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		公民館費職員人件費		73,524		59,312		-14,212				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		図書館費職員人件費		95,422		91,909		-3,513				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		水族博物館費職員人件費		104,736		76,242		-28,494				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		青少年文化センター費職員人件費		35,704		27,300		-8,404				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		保健体育総務費職員人件費		92,008		86,798		-5,210				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		学校給食管理費職員人件費		663,717		587,565		-76,152				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		し尿処理費職員人件費		101,854		80,514		-21,340				職員削減等に伴う人件費の減

		人事課		環境総務費職員人件費		157,743		157,436		-307				職員削減等に伴う人件費の減

		契約課		契約事務費		13,686		13,291		-395				委託料の減 イタクリョウゲン

		総務課		町内会関係費		182,569		175,587		-6,982				町内会集会場整備補助金の減、まちづくり町内会長会議の開催回数減による経費減 チョウナイカイシュウカイジョウセイビホジョキンゲンチョウナイカイチョウカイギカイサイカイスウゲンケイヒゲン

		総務課		非核平和友好都市宣言推進事業		2,801		2,371		-430				平和式典参加者の宿泊先の見直し ヘイワシキテンサンカシャシュクハクサキミナオ

		総務課		庁用事務費等関係費		110,369		97,108		-13,261		廃止・休止 ハイシ		庁用車12台の減及び再リースによる減、郵便料の減
法律扶助協会補助金の廃止 チョウヨウシャダイゲンオヨサイゲンユウビンリョウゲンハイシ

		総務課		文書費		15,695		13,260		-2,435				システム委託料の減 イタクリョウゲン

		行革推進課		事務管理事業		2,823		804		-2,019		廃止・休止 ハイシ		公共施設管理検討委員会の廃止、コンサルタントによる職員向け研修の中止 コウキョウシセツカンリケントウイインカイハイシショクインムケンシュウチュウシ

		情報管理課		情報システム事業		538,114		538,079		-35				嘱託職員体制の見直し、ソフト更新の減、ネットワーク回線単価の減 ショクタクショクインタイセイミナオコウシンゲンカイセンタンカゲン

		情報管理課		地域情報化推進事業		56,820		510		-56,310				移動通信用鉄塔施設整備事業の完了 イドウツウシンヨウテットウシセツセイビジギョウカンリョウ

		国際交流課		国際化推進費		17,645		14,694		-2,951		廃止・休止 ハイシ		交際交流員の廃止による経費の減、中高生海外留学支援事業補助金廃止、国際交流団体への補助金廃止 コウサイコウリュウインハイシケイヒゲンチュウコウセイカイガイリュウガクシエンジギョウホジョキンハイシコクサイコウリュウダンタイホジョキンハイシ

		国際交流課		環日本海圏交流事業		5,746		6,194		448		廃止・休止 ハイシキュウシ		友好都市研修生受け入れ事業の休止 ユウコウトシケンシュウセイウイジギョウキュウシ

		公文書館準備室		公文書等保存活用事業		11,804		9,794		-2,010				作業補助員の見直し、清掃委託料の見直し、古文書購入費の見直し サギョウホジョインミナオセイソウイタクリョウミナオコモンジョコウニュウヒミナオ

		公文書館準備室		公文書館建設準備費		11,103		0		-11,103		廃止・休止 ハイシ		事業の見直し ジギョウミナオ

		地域振興課		地域振興事務費		442		248		-194				消耗品購入の削減、自動車重量税の対象車両の減 ショウモウヒンコウニュウサクゲンジドウシャジュウリョウゼイタイショウシャリョウゲン

		地域振興課		地域協議会費		5,915		5,226		-689				地域協議会委員旅費の減 チイキキョウギカイイインリョヒゲン

		地域振興課		地域振興事業		9,490		9,150		-340		廃止・休止 ハイシ		まちづくり基金の廃止、雪だるま財団への補助金の減額 キキンハイシユキザイダンホジョキンゲンガク

		地域振興課		定住促進事業		6,426		4,143		-2,283		廃止・休止 ハイシ		パンフレットの印刷枚数の削減、ホームページ作成委託の廃止 インサツマイスウサクゲンサクセイイタクハイシ

		地域振興課		地域振興基金事業		2,000,000		0		-2,000,000				地域振興基金積立の完了 チイキシンコウキキンツタカンリョウ

		文化振興課		上越文化会館管理運営費		96,579		92,117		-4,462				吊天井補強工事実施設計委託の完了 ツリテンジョウホキョウコウジジッシセッケイイタクカンリョウ

		文化振興課		高田城三重櫓管理運営費		9,273		8,094		-1,179				パンフレット等印刷の完了 ナドインサツカンリョウ

		文化振興課		スキー発祥記念館管理運営費		6,906		5,172		-1,734				映像機器・エアコン修繕の完了、展示場改修業務委託の完了 エイゾウキキシュウゼンカンリョウテンジジョウカイシュウギョウムイタクカンリョウ

		文化振興課		旧師団長官舎管理運営費		4,410		4,058		-352				木道修繕の完了 モクミチシュウゼンカンリョウ

		文化振興課		小川未明顕彰事業		8,935		8,419		-516				顕彰委員会交付金の見直し ケンショウイインカイコウフキンミナオ

		文化振興課		坂口謹一郎顕彰事業		1,955		1,849		-106				顕彰委員会交付金の見直し ケンショウイインカイコウフキンミナオ

		文化振興課		文化振興企画費		7,410		5,442		-1,968				地域文化活動支援業務委託の見直し、CAP事業補助金見直し チイキブンカカツドウシエンギョウムイタクミナオジギョウホジョキンミナオ

		文化振興課		小川未明文学館管理運営費		13,024		8,065		-4,959				案内看板作成及びミュージアムグッズ作成の完了、スポットライト購入の完了 アンナイカンバンサクセイオヨサクセイカンリョウコウニュウカンリョウ

		上越市創造行政研究所		調査・研究費		6,202		4,199		-2,003				外部有識者等の指導体制の見直し、成果報告書印刷製本の外注見直し ガイブユウシキシャナドシドウタイセイミナオセイカホウコクショインサツセイホンガイチュウミナオ

		安塚区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（安塚区）		6,378		5,442		-936				郵便料の減 ユウビンリョウゲン

		安塚区総務地域振興グループ		安塚区総合事務所管理費		20,217		16,859		-3,358				修繕費の減、業務委託内容の見直し、 ゲンギョウムイタクナイヨウミナオ

		安塚区総務地域振興グループ		雪のまちみらい館管理運営費		3,334		3,224		-110				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		安塚区総務地域振興グループ		安塚区地域振興事業		5,548		5,438		-110				長峰城歴史交流事業隔年実施による ナガミネシロレキシコウリュウジギョウカクネンジッシ

		安塚区産業建設グループ		田舎屋管理運営費		18,187		16,991		-1,196				修繕工事の完了、備品購入の完了 シュウゼンコウジカンリョウビヒンコウニュウカンリョウ

		安塚区産業建設グループ		安塚地域産業振興施設管理運営費		2,365		2,330		-35				委託料の見直し イタクリョウミナオ

		安塚区産業建設グループ		安塚区里地棚田保全整備事業		3,866		0		-3,866				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		安塚区産業建設グループ		雪国文化村リゾート推進事業		42,790		25,200		-17,590				維持経費の減 イジケイヒゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚区河川管理費		1,201		0		-1,201				河川維持保全業務委託の完了 カンリョウ

		安塚区産業建設グループ		安塚区道路維持費		27,370		17,100		-10,270				委託料の減、工事請負費の減 イタクリョウゲンコウジウケオイヒゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚区除雪費		131,150		105,629		-25,521				雪害パトロール回数の見直し、車検対象台数の減、委託料の減、備品購入費の減 セツガイカイスウミナオシャケンタイショウダイスウゲンイタクリョウゲンビヒンコウニュウヒゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚区道路管理総務費		8,225		2,752		-5,473				公用車の廃車、道路台帳整備委託料の減 コウヨウシャハイシャドウロダイチョウセイビイタクリョウゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚区既設林道維持管理事業		4,061		3,885		-176				林道維持工事費の減 ヒゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚区産業振興総務管理費		3,880		3,763		-117				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚工業団地維持管理費		72		69		-3				施設管理委託料の減 ゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚区林業振興補助費		3,082		1,728		-1,354				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		安塚区産業建設グループ		安塚区砂防事業費		3,021		2,685		-336				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		安塚区産業建設グループ		雪だるま高原夏期集客施設整備事業		293,510		0		-293,510				整備事業の完了 セイビジギョウカンリョウ

		安塚区産業建設グループ		安塚区道路建設総務費		21		7		-14				旅費の減 リョヒゲン

		安塚区市民生活福祉グループ		高齢者支援ネットワーク事業		49,163		4,613		-44,550				工事実施箇所数の減に伴う工事費の減 コウジジッシカショカズゲントモナコウジヒゲン

		安塚区市民生活福祉グループ		安塚ほのぼの荘管理運営費		11,380		8,923		-2,457				修繕工事の完了による減 シュウゼンコウジカンリョウゲン

		安塚区市民生活福祉グループ		安塚保健センター管理運営費		2,911		2,353		-558				カーペット張替工事の完了 ハリカコウジカンリョウ

		安塚区市民生活福祉グループ		安塚区税務総務費		1,068		873		-195				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		浦川原区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（浦川原区）		7,495		5,556		-1,939				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		浦川原区総務地域振興グループ		浦川原区地域情報化推進事業		55,020		0		-55,020				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		浦川原区総務地域振興グループ		浦川原区地域振興事業		4,678		6,647		1,969		廃止・休止 ハイシ		雪上カーニバル交付金の廃止 ハイシ

		浦川原区産業建設グループ		月影の郷管理運営費		7,685		5,454		-2,231				芝生広場整備の完了 シバフヒロバセイビカンリョウ

		浦川原区産業建設グループ		林道山本岩室線整備事業		8,056		0		-8,056				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		浦川原区産業建設グループ		浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ管理運営費		55,258		52,266		-2,992				維持経費の減 イジケイヒゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区河川管理費		3,204		3,056		-148				委託内容の減 イタクナイヨウゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区道路維持費		14,629		13,589		-1,040				委託料の減 イタクリョウゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区除雪費		77,095		60,445		-16,650				設計測量委託料の減、工事請負費の減、備品購入費の減 セッケイソクリョウイタクリョウゲンコウジウケオイヒゲンビヒンコウニュウヒゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区消融雪施設管理費		4,518		3,431		-1,087				修繕の完了、負担金補助及び交付金の減 シュウゼンカンリョウフタンキンホジョオヨコウフキンゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区市単独道路新設改良事業		3,001		2,600		-401				測量業務の完了による委託料の減 ソクリョウギョウムカンリョウイタクリョウゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区林業総務費		87		76		-11				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区既設林道維持管理事業		2,560		2,194		-366				登記委託料の減 ゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区産業振興総務管理費		3,680		3,569		-111				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原工業団地維持管理費		205		204		-1				施設管理委託料の減 ゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区林業振興補助費		4,433		3,157		-1,276				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区県単農業農村整備事業		13,171		0		-13,171				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区砂防事業費		356		316		-40				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区私道整備事業		1,575		0		-1,575				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区農村公園整備事業		32,105		0		-32,105				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区農村環境整備事業		13,000		2,166		-10,834				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区農村環境計画策定事業		2,010		0		-2,010				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		浦川原区産業建設グループ		浦川原区道路建設総務費		110		12		-98				旅費の減 リョヒゲン

		浦川原区市民生活福祉グループ		浦川原保健センター管理運営費		2,786		2,601		-185				節電による電気量の減 セツデンデンキリョウゲン

		浦川原区市民生活福祉グループ		浦川原区税務総務費		86		72		-14				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		大島区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（大島区）		5,966		5,049		-917				郵便料の減、複写機借上料の減 ユウビンリョウゲンフクシャキカリアリョウゲン

		大島区総務地域振興グループ		大島コミュニティプラザ管理運営費		14,603		14,321		-282				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		大島区産業建設グループ		大島区里地棚田保全整備事業		8,032		0		-8,032				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		大島区産業建設グループ		菖蒲高原緑地休養広場管理運営費		7,966		6,973		-993				施設管理委託料の見直し シセツカンリイタクリョウミナオ

		大島区産業建設グループ		あさひの里田麦ぶなの森園管理運営費		973		888		-85				施設等修繕の完了、施設管理委託料の見直し シセツナドシュウゼンカンリョウシセツカンリイタクリョウミナオ

		大島区産業建設グループ		大島庄屋の家管理運営費		25,116		24,773		-343				維持経費の減 イジケイヒゲン

		大島区産業建設グループ		やすらぎの森大島管理運営費		534		364		-170				施設修繕費の減 シセツゲン

		大島区産業建設グループ		大島区河川管理費		700		0		-700				河川維持保全業務委託の見直し ミナオ

		大島区産業建設グループ		大島区道路維持費		15,681		15,666		-15				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		大島区産業建設グループ		大島区道路管理総務費		3,075		1,727		-1,348				道路台帳整備委託の完了 カンリョウ

		大島区産業建設グループ		大島区観光振興対策事業		210		200		-10				広告料の減 コウコクリョウゲン

		大島区産業建設グループ		大島区産業振興総務管理費		2,610		2,531		-79				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		大島区産業建設グループ		大島区林業振興補助費		5,233		3,207		-2,026				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		大島区産業建設グループ		大島区市単独道路新設改良事業		32,800		31,300		-1,500				物件移転補償料の減 ブッケンイテンホショウリョウゲン

		大島区産業建設グループ		大島庄屋の家茅葺屋根大規模修繕事業		15,089		7,911		-7,178				修繕の完了による工事費の減 シュウゼンカンリョウコウジヒゲン

		大島区産業建設グループ		大島区道路建設総務費		27		7		-20				旅費の減 リョヒゲン

		大島区市民生活福祉グループ		大島区税務総務費		217		198		-19				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		牧区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（牧区）		5,152		4,130		-1,022				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		牧区総務地域振興グループ		牧区総合事務所管理費		15,258		13,333		-1,925				牧地区公民館牧分館の委託の所管替、 マキチクコウミンカンマキブンカンイタクショカンカ

		牧区産業建設グループ		牧区里地棚田保全整備事業		14,663		0		-14,663				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		牧区産業建設グループ		牧ふるさと村自然と憩の森管理運営費		2,292		2,078		-214				修繕費の減 ゲン

		牧区産業建設グループ		牧湯の里深山荘管理運営費		82,618		71,288		-11,330				改修工事の進展に伴う工事費の減 カイシュウコウジシンテントモナコウジヒゲン

		牧区産業建設グループ		牧区河川管理費		731		0		-731				河川維持保全業務委託の見直し ミナオ

		牧区産業建設グループ		牧区道路維持費		21,506		15,352		-6,154				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		牧区産業建設グループ		牧区除雪費		105,142		67,586		-37,556				備品購入の完了による減 ビヒンコウニュウカンリョウゲン

		牧区産業建設グループ		牧区道路管理総務費		1,588		1,449		-139				使用料及び賃借料の減 シヨウリョウオヨチンシャクリョウゲン

		牧区産業建設グループ		牧区まちづくり交付金道路事業		34,830		0		-34,830				道路改良等工事の完了 カンリョウ

		牧区産業建設グループ		牧区市単独道路新設改良事業		28,500		500		-28,000				道路改良工事の完了 ドウロカイリョウコウジカンリョウ

		牧区産業建設グループ		牧区観光振興対策事業		1,190		1,164		-26				関係団体への補助金の減 カンケイダンタイホジョキンゲン

		牧区産業建設グループ		牧区林業総務費		195		128		-67				補助金額の見直し ホジョキンガクミナオ

		牧区産業建設グループ		牧区既設林道維持管理事業		2,211		2,164		-47				林道除草業務委託料

		牧区産業建設グループ		牧区産業振興総務管理費		3,920		3,802		-118				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		牧区産業建設グループ		牧区林業振興補助費		1,416		1,105		-311				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		牧区産業建設グループ		牧区砂防事業費		1,955		1,738		-217				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		牧区産業建設グループ		ふすべ山森林施設管理運営費		144		54		-90				施設修繕の完了 シセツシュウゼンカンリョウ

		牧区産業建設グループ		牧区道整備交付金事業		130,120		79,630		-50,490				補償物件の件数の減による減、整備対象とする道路延長の減による工事費の減 ホショウブッケンケンスウゲンゲンセイビタイショウドウロエンチョウゲンコウジヒゲン

		牧区産業建設グループ		牧区道路建設総務費		64		18		-46				旅費の減 リョヒゲン

		牧区市民生活福祉グループ		牧区税務総務費		413		382		-31				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		柿崎区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（柿崎区）		7,109		5,855		-1,254				郵便料の減、備品修繕費の減 ユウビンリョウゲンビヒンシュウゼンヒゲン

		柿崎区総務地域振興グループ		柿崎区地域振興事業		4,699		4,677		-22				委託料の見直し イタクリョウミナオ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区農村公園管理運営費		440		420		-20				修繕費の減 ゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎農業構造改善センター管理運営費		2,784		2,727		-57				光熱水費等の経費削減 ヒカリネツミズヒナドケイヒサクゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎マリンホテルハマナス等施設整備基金事業		40		20		-20				積立金の減 ツミタテキンゲン

		柿崎区産業建設グループ		上下浜日本海夕日の森管理運営費		891		861		-30				修繕費の減 ゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎総合運動公園整備事業		238,000		100,800		-137,200				委託料の減、工事請負費の減 イタクリョウゲンコウジウケオイヒゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区公園管理費		658		657		-1				遊具修繕費の減 ユウグゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区道路維持費		21,012		14,825		-6,187				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区橋梁維持費		500		0		-500				橋梁修繕工事の完了 カンリョウ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区除雪費		61,654		41,449		-20,205				業務用備品購入の完了 ギョウムヨウビヒンコウニュウカンリョウ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区消融雪施設管理費		1,566		1,488		-78				修繕の完了、委託料の減 シュウゼンカンリョウイタクリョウゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区道路管理総務費		1,773		949		-824				印刷製本費の減、委託料の減 インサツセイホンヒゲンイタクリョウゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区露店市場運営事業		524		517		-7				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区観光振興対策事業		4,240		4,051		-189				関係団体への補助金の減 カンケイダンタイホジョキンゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区林業総務費		60		54		-6				印刷製本の完了 インサツセイホンカンリョウ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区既設林道維持管理事業		1,757		1,737		-20				諸資材費の減 ゲン

		柿崎区産業建設グループ		農地保全整備事業		6,000		0		-6,000				用排水路整備工事の完了 カンリョウ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区産業振興総務管理費		8,920		8,652		-268				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区中小企業融資支援事業		33		0		-33		廃止・休止 ハイシ		中小企業設備等改善資金利子補給補助金の廃止 ハイシ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区松くい虫対策事業		9,274		6,912		-2,362				松くい虫防除事業委託内容の見直し ナイヨウミナオ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区林業振興補助費		2,672		1,439		-1,233				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区水産業活性化対策事業		492		487		-5				補助金の見直し ホジョキンミナオ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区砂防事業費		711		632		-79				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区観光施設等管理事業		18,111		12,111		-6,000				管理の委託料の減 カンリイタクリョウゲン

		柿崎区産業建設グループ		柿崎区道路建設総務費		132		12		-120				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		柿崎区福祉グループ		頸北斎場管理運営費		27,654		27,336		-318				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		柿崎区福祉グループ		柿崎保健センター管理運営費		1,911		1,846		-65				節約等による光熱水費の減 セツヤクナドヒカリネツミズヒゲン

		大潟区総務地域振興グループ		大潟区地域情報化推進事業		809		273		-536		廃止・休止 ハイシ		機器保守点検委託の見直し ミナオ

		大潟区総務地域振興グループ		大潟区ケーブルテレビ事業		2,787		2,028		-759				報償費の減、備品購入費の減 ホウショウヒゲンビヒンコウニュウヒゲン

		大潟区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（大潟区）		7,765		6,113		-1,652				自動車借上料の減 ゲン

		大潟区総務地域振興グループ		大潟区地域振興事業		8,098		8,264		166		廃止・休止 ハイシ		大潟作品展実行委員会交付金の廃止 ハイシ

		大潟区産業建設グループ		大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館施設整備基金事業		33		29		-4				積立金の減 ツミタテキンゲン

		大潟区産業建設グループ		鵜の浜温泉街再開発事業		7,600		5,400		-2,200				温泉のインフォメーションセンターの設計委託完了による減 オンセンセッケイイタクカンリョウゲン

		大潟区産業建設グループ		大潟区公園管理費		10,272		9,873		-399		廃止・休止 ハイシ		樹木選定委託料の減、草刈機導入補助金の廃止 ジュモクセンテイイタクリョウゲンハイシ

		大潟区産業建設グループ		大潟区道路維持費		21,204		13,143		-8,061				委託料の減、工事請負費の減 イタクリョウゲンコウジウケオイヒゲン

		大潟区産業建設グループ		大潟区道路管理総務費		2,241		2,008		-233				委託料の減 イタクリョウゲン

		大潟区産業建設グループ		大潟区林業総務費		500		0		-500				負担金の見直し フタンキンミナオ

		大潟区産業建設グループ		大潟区産業振興総務管理費		6,300		6,111		-189				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		大潟区産業建設グループ		大潟区松くい虫対策事業		9,583		7,835		-1,748				松くい虫防除事業委託内容の見直し ナイヨウミナオ

		大潟区産業建設グループ		大潟区観光施設等管理事業		27,466		25,929		-1,537				修繕完了による経費減 シュウゼンカンリョウケイヒゲン

		大潟区産業建設グループ		大潟区道路建設総務費		11		6		-5				旅費の減 リョヒゲン

		大潟区福祉グループ		大潟霊園管理運営費		245		232		-13				修繕の完了 シュウゼンカンリョウ

		大潟区福祉グループ		大潟保健センター管理運営費		2,670		2,260		-410				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		頸城区総務地域振興グループ		坂口記念館管理運営費		10,495		9,691		-804				燃料費・電気料金の減額、椿名称看板作成業務委託の見直し ネンリョウヒデンキリョウキンゲンガクツバキメイショウカンバンサクセイギョウムイタクミナオ

		頸城区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（頸城区）		6,952		5,679		-1,273				郵便料の減 ユウビンリョウゲン

		頸城区総務地域振興グループ		鉄道駅舎等管理運営費（頸城区）		3,864		2,830		-1,034				駅舎外壁修繕の完了 エキシャガイヘキシュウゼンカンリョウ

		頸城区総務地域振興グループ		軽便鉄道機材等保管・維持管理費		5,608		3,095		-2,513				用地測量委託・軽便鉄道車両復元活用調査委託の完了 ヨウチソクリョウイタクケイビンテツドウシャリョウフクゲンカツヨウチョウサイタクカンリョウ

		頸城区産業建設グループ		大池いこいの森ビジターセンター管理運営費		9,965		9,085		-880				外壁修繕工事の完了 ガイヘキシュウゼンコウジカンリョウ

		頸城区産業建設グループ		ふるさと農道緊急整備事業		11,720		0		-11,720				農道整備工事の完了 カンリョウ

		頸城区産業建設グループ		頸城区河川管理費		1,083		1,075		-8				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区道路維持費		25,427		16,362		-9,065				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区消融雪施設管理費		596		577		-19				修繕費の減 ゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区道路管理総務費		2,343		2,102		-241				需要費の減、委託料の減 ジュヨウヒゲンイタクリョウゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区市単独道路新設改良事業		52,078		44,478		-7,600				測量設計業務の完了による委託料の減 ソクリョウセッケイギョウムカンリョウイタクリョウゲン

		頸城区産業建設グループ		日本自然学習実践センター管理運営費		4,981		4,951		-30				施設管理運営業務委託料の減 リョウゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区既設林道維持管理事業		984		669		-315				林道維持工事費の減 ヒゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区産業振興総務管理費		5,430		5,267		-163				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城工業団地維持管理費		6,307		5,899		-408				施設管理委託料の減 ゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区松くい虫対策事業		490		428		-62				松くい虫防除事業委託内容の見直し ナイヨウミナオ

		頸城区産業建設グループ		頸城区林業振興補助費		1,275		704		-571				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区私道整備事業		1,492		0		-1,492				私道整備事業補助金の減 ゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区道整備交付金事業		70,040		45,040		-25,000				対象とする道路延長の減による工事関連費の減 タイショウドウロエンチョウゲンコウジカンレンヒゲン

		頸城区産業建設グループ		頸城区道路建設総務費		1,138		256		-882				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		頸城区市民生活グループ		頸城区税務総務費		790		603		-187				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		吉川区総務地域振興グループ		吉川区ケーブルテレビ事業		58,147		56,749		-1,398				需要費の減、工事請負費の減 ジュヨウヒゲンコウジウケオイヒゲン

		吉川区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（吉川区）		6,715		5,624		-1,091				複写機等借上料の減 ゲン

		吉川区総務地域振興グループ		吉川コミュニティプラザ管理運営費		19,247		18,580		-667				事務機器の削減による賃借料の減、修繕費の減 ジムキキサクゲンチンシャクリョウゲンシュウゼンヒゲン

		吉川区総務地域振興グループ		吉川区地域情報化推進事業		109,968		0		-109,968				移動通信用鉄塔施設整備工事の完了 カンリョウ

		吉川区産業建設グループ		吉川物産館管理運営費		1,429		715		-714				修繕費の減 ゲン

		吉川区産業建設グループ		吉川区道路維持費		21,739		14,666		-7,073				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		吉川区産業建設グループ		吉川区橋梁維持費		800		0		-800				橋梁修繕工事の完了 カンリョウ

		吉川区産業建設グループ		吉川区除雪費		35,865		34,806		-1,059				委託料の減 イタクリョウゲン

		吉川区産業建設グループ		吉川区道路管理総務費		1,262		561		-701				委託料の減 イタクリョウゲン

		吉川区産業建設グループ		吉川区既設林道維持管理事業		2,325		1,958		-367				林道維持工事費の減 ヒゲン

		吉川区産業建設グループ		吉川区産業振興総務管理費		4,850		4,704		-146				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		吉川区産業建設グループ		吉川区林業振興補助費		3,370		2,011		-1,359				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		吉川区産業建設グループ		吉川区砂防事業費		1,777		1,580		-197				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		吉川区産業建設グループ		吉川区観光施設等整備事業		3,243		3,229		-14				繰出金の見直し減 クリダキンミナオゲン

		吉川区市民生活グループ		吉川区税務総務費		900		749		-151				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		吉川区福祉グループ		地域バス運行事業		6,921		6,783		-138				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		中郷区総務地域振興グループ		勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金事業		13,253		11,549		-1,704				積立金の減 ツミタテキンゲン

		中郷区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（中郷区）		5,969		5,122		-847				郵便料の減 ユウビンリョウゲン

		中郷区総務地域振興グループ		中郷区総合事務所管理費		21,908		19,357		-2,551				小型除雪機購入の完了 コガタジョセツキコウニュウカンリョウ

		中郷区産業建設グループ		松ケ峯温泉管理運営費		1,251		0		-1,251				事業の見直し ジギョウミナオ

		中郷区産業建設グループ		中郷区道路維持費		11,178		9,139		-2,039				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		中郷区産業建設グループ		中郷区除雪費		86,464		50,420		-36,044				除雪車購入完了による減 ジョセツシャコウニュウカンリョウゲン

		中郷区産業建設グループ		中郷区林業総務費		14		10		-4				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		中郷区産業建設グループ		中郷区産業振興総務管理費		3,880		3,763		-117				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		中郷区産業建設グループ		中郷区観光振興対策事業		900		850		-50				関係団体への補助金の減 カンケイダンタイホジョキンゲン

		中郷区産業建設グループ		中郷区河川環境等整備事業		3,256		0		-3,256				実施設計委託の完了 カンリョウ

		中郷区産業建設グループ		松ヶ峯温泉給湯設備改修事業		6,394		0		-6,394				源泉ポンプ室設備取替工事の完了 カンリョウ

		中郷区市民生活福祉グループ		中郷保健相談センター管理運営費		5,240		4,299		-941				冷温水ポンプ修繕工事の完了 レイオンスイシュウゼンコウジカンリョウ

		中郷区市民生活福祉グループ		中郷区税務総務費		486		476		-10				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		板倉区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（板倉区）		14,418		11,363		-3,055				自動車借上料の減 ゲン

		板倉区総務地域振興グループ		板倉区総合事務所管理費		21,584		19,192		-2,392				庁舎管理委託の見直し、修繕費の削減 チョウシャカンリイタクミナオサクゲン

		板倉区総務地域振興グループ		筒方地区地域資源加工施設管理費		5,012		2,179		-2,833				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		板倉区産業建設グループ		地籍調査事業		1,476		0		-1,476				事業の見直し ジギョウミナオ

		板倉区産業建設グループ		板倉区農村公園管理運営費		3,077		1,612		-1,465				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		板倉区産業建設グループ		板倉ふれあい市場管理運営費		253		236		-17				光熱水費等の経費削減 ヒカリネツミズヒナドケイヒサクゲン

		板倉区産業建設グループ		林道木揚線整備事業		14,930		0		-14,930				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		板倉区産業建設グループ		板倉区河川管理費		270		260		-10				除草委託単価の減 ジョソウイタクタンカゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区道路維持費		26,517		15,122		-11,395				委託料の減、工事請負費の減 イタクリョウゲンコウジウケオイヒゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区除雪費		65,938		62,519		-3,419				委託料の減 イタクリョウゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区道路管理総務費		2,469		2,307		-162				道路台帳整備委託料の減 ドウロ

		板倉区産業建設グループ		板倉区市単独道路新設改良事業		74,329		59,800		-14,529				物件移転補償料の減 ブッケンイテンホショウリョウゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区観光振興対策事業		1,650		612		-1,038		廃止・休止 ハイシ		板倉観光協会補助金の廃止 イタクラカンコウキョウカイホジョキンハイシ

		板倉区産業建設グループ		板倉区林業総務費		42		14		-28				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区既設林道維持管理事業		4,240		3,827		-413				林道除草業務委託料の見直し リョウミナオ

		板倉区産業建設グループ		板倉区産業振興総務管理費		4,850		4,704		-146				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区中小企業融資支援事業		228		89		-139				地方産業育成資金利子補給補助金の減 ゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区森林保育管理事業		4,614		4,086		-528				森林管理業務委託内容の見直し ナイヨウミナオ

		板倉区産業建設グループ		板倉区林業振興補助費		2,504		993		-1,511				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区砂防事業費		5,920		5,042		-878				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による）、臨時職員の雇用形態の見直し、委託料の減 ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイリンジショクインコヨウケイタイミナオイタクリョウゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区私道整備事業		1,843		0		-1,843				私道整備事業補助金の減 ゲン

		板倉区産業建設グループ		光ヶ原高原観光総合施設管理運営費		13,047		12,967		-80				維持経費の減 イジケイヒゲン

		板倉区産業建設グループ		板倉区道路建設総務費		63		39		-24				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		板倉区福祉グループ		板倉保健センター管理運営費		7,690		6,388		-1,302				冷暖房機部品交換修繕の完了 レイダンボウキブヒンコウカンシュウゼンカンリョウ

		清里区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（清里区）		5,682		4,718		-964				印刷設備保守点検委託内容の見直し ナイヨウミナオ

		清里区総務地域振興グループ		清里区総合事務所管理費		30,291		16,908		-13,383				事務所用地購入の完了 ジムショヨウチコウニュウカンリョウ

		清里区総務地域振興グループ		きよさと会館管理運営費		3,902		3,517		-385				委託料の減 イタクリョウゲン

		清里区産業建設グループ		清里区農村公園管理運営費		1,161		664		-497				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		清里区産業建設グループ		清里活性化交流施設管理運営費		3,126		2,679		-447				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		清里区産業建設グループ		坊ヶ池周辺施設管理運営費		65,525		64,404		-1,121				業務委託による臨時職員等の人件費の減 ギョウムイタクリンジショクインナドジンケンヒゲン

		清里区産業建設グループ		清里区道路維持費		21,857		15,326		-6,531				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		清里区産業建設グループ		清里区除雪費		57,817		42,082		-15,735				除雪車購入完了による減 ジョセツシャコウニュウカンリョウゲン

		清里区産業建設グループ		清里区消融雪施設管理費		6,361		6,096		-265				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		清里区産業建設グループ		清里区既設林道維持管理事業		2,729		2,700		-29				林道除草業務委託料の見直し リョウミナオ

		清里区産業建設グループ		清里区産業振興総務管理費		2,470		2,395		-75				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		清里区産業建設グループ		清里区林業振興補助費		1,146		987		-159				森林整備地域活動支援交付金の減 ゲン

		清里区産業建設グループ		清里区県単農業農村整備事業		14,448		11,665		-2,783				測量委託料の減 ゲン

		清里区産業建設グループ		清里区砂防事業費		1,777		1,580		-197				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		清里区市民生活福祉グループ		清里区税務総務費		126		125		-1				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		三和区総務地域振興グループ		三和区ケーブルテレビ事業		70,997		65,153		-5,844				県営工事に伴う移転工事の減 ケンエイコウジトモナイテンコウジゲン

		三和区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（三和区）		6,773		6,679		-94				自動車借上料の減 ゲン

		三和区総務地域振興グループ		越柳地区研修センター整備事業		19,260		0		-19,260				研修センター整備工事の完了 カンリョウ

		三和区産業建設グループ		農村振興総合整備事業		15,897		0		-15,897				自歩道整備工事の完了 カンリョウ

		三和区産業建設グループ		三和米と酒の謎蔵管理運営費		12,741		12,473		-268				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		三和区産業建設グループ		三和区道路維持費		20,773		12,664		-8,109				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		三和区産業建設グループ		三和区除雪費		36,892		35,003		-1,889				委託料の減 イタクリョウゲン

		三和区産業建設グループ		三和区消融雪施設管理費		1,834		1,772		-62				電気使用料及び修繕費の減 デンキシヨウリョウオヨゲン

		三和区産業建設グループ		三和区道路管理総務費		2,105		1,226		-879				車検対象台数の減、道路台帳整備委託料の減 シャケンタイショウダイスウゲン

		三和区産業建設グループ		三和区市単独道路新設改良事業		62,901		56,293		-6,608				一部道路の舗装完了による工事関連費の減 イチブドウロホソウカンリョウコウジカンレンヒゲン

		三和区産業建設グループ		三和区観光振興対策事業		291		261		-30				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		三和区産業建設グループ		三和区林業総務費		40		20		-20				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		三和区産業建設グループ		三和区既設林道維持管理事業		920		691		-229				林道側溝清掃業務委託料の見直し ミナオ

		三和区産業建設グループ		三和区産業振興総務管理費		4,260		4,132		-128				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		三和区産業建設グループ		三和工業団地維持管理費		368		199		-169				備品修繕費の減

		三和区産業建設グループ		三和区森林保育管理事業		122		104		-18				消耗品費の減 ゲン

		三和区産業建設グループ		三和区林業振興補助費		6,891		912		-5,979		廃止・休止 ハイシ		森林整備地域活動支援交付金の減、きのこ王国支援事業費補助金の廃止 ゲンオウコクシエンジギョウヒホジョキンハイシ

		三和区産業建設グループ		三和区市民の森整備事業		250		0		-250				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		三和区産業建設グループ		三和区農村環境整備事業		7,668		0		-7,668				集落道整備工事の完了 カンリョウ

		三和区産業建設グループ		三和区道整備交付金事業		85,040		83,540		-1,500				物件移転補償料の減 ブッケンイテンホショウリョウゲン

		三和区産業建設グループ		三和区道路建設総務費		495		311		-184				旅費の減 リョヒゲン

		三和区市民生活グループ		三和区税務総務費		715		575		-140				臨時職員賃金の減 リンジショクインチンギンゲン

		三和区福祉グループ		三和保健センター管理運営費		7,521		5,895		-1,626				トイレ改修工事の完了 カイシュウコウジカンリョウ

		名立区総務地域振興グループ		庁用事務費等関係費（名立区）		6,570		5,777		-793				備品修繕費の減

		名立区総務地域振興グループ		名立区総合事務所管理費		18,458		16,760		-1,698				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		名立区総務地域振興グループ		鉄道駅舎等管理運営費（名立区）		2,753		0		-2,753				施設管理委託の見直し ミナオ

		名立区産業建設グループ		名立区農村公園管理運営費		741		695		-46				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		名立区産業建設グループ		ろばた館管理運営費		25,224		24,903		-321				廃棄物処理方法の見直し ハイキブツショリホウホウミナオ

		名立区産業建設グループ		シーサイドパーク名立管理運営費		12,033		11,261		-772				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		名立区産業建設グループ		林道大町躰畑線整備事業		45,799		21,066		-24,733				工事の完了 コウジカンリョウ

		名立区産業建設グループ		名立区河川管理費		250		150		-100				委託料の減 イタクリョウゲン

		名立区産業建設グループ		名立区道路維持費		9,012		7,307		-1,705				工事請負費の減 コウジウケオイヒゲン

		名立区産業建設グループ		名立区道路管理総務費		228		211		-17				委託料の減 イタクリョウゲン

		名立区産業建設グループ		名立区観光振興対策事業		1,385		1,344		-41				関係団体への補助金の減 カンケイダンタイホジョキンゲン

		名立区産業建設グループ		名立区林業総務費		29		0		-29				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		名立区産業建設グループ		名立区既設林道維持管理事業		9,048		8,143		-905				機械借上賃借料の減 チンシャクゲン

		名立区産業建設グループ		名立区産業振興総務管理費		3,050		2,958		-92				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		名立区産業建設グループ		名立区松くい虫対策事業		0		0		0		廃止・休止 ハイシキュウシ		上越の松いきいき事業費補助金の廃止 ハイシ

		名立区産業建設グループ		名立区森林保育管理事業		1,113		866		-247				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		名立区産業建設グループ		名立区林業振興補助費		2,609		1,360		-1,249		廃止・休止 ハイシ		森林整備地域活動支援交付金の減、にいがたスギブランド材安定供給モデル事業費補助金の廃止 ゲンハイシ

		名立区産業建設グループ		名立区水産業活性化対策事業		2,002		2,516		514		廃止・休止 ハイシ		海水電解滅菌装置導入事業補助金の廃止、サケ3枚卸し機導入事業補助金 ハイシ

		名立区産業建設グループ		名立区林業用施設災害復旧費		2,962		0		-2,962				地質調査委託の完了 カンリョウ

		名立区産業建設グループ		名立区砂防事業費		2,635		2,421		-214				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		名立区産業建設グループ		名立区道整備交付金事業		125,040		35,040		-90,000				工事の進展に伴う関係経費の減 コウジシンテントモナカンケイケイヒゲン

		名立区産業建設グループ		名立区道路建設総務費		18		6		-12				旅費の減 リョヒゲン

		名立区市民生活福祉グループ		名立保健センター管理運営費		4,151		2,758		-1,393				ボイラー取替工事の完了 トリカコウジカンリョウ

		企画政策課		土地利用対策費		293,972		705		-293,267				公有財産購入費の減 コウユウザイサンコウニュウヒゲン

		企画政策課		まちづくり振興促進事業		5,773		955		-4,818				負担金補助の減 フタンキンホジョゲン

		企画政策課		まちづくり政策事業		18,112		5,117		-12,995		廃止・休止 ハイシ		総合計画審議会及び印刷の終了、教育フォーラム、社会実験の終了、直江津地区まちづくり戦略プラン社会実験実行委員会交付金の廃止 ソウゴウケイカクシンギカイオヨインサツシュウリョウキョウイクシャカイジッケンシュウリョウハイシ

		企画政策課		ふるさと上越ネットワーク事業		5,950		5,389		-561				交付金額の見直し コウフキンガクミナオ

		企画政策課		ボランティア活動推進事業		5,973		5,134		-839				補助金対象の見直し ホジョキンタイショウミナオ

		企画政策課		歴史資源活用推進事業		114,347		12,463		-101,884				旧今井染物屋の用地取得完了、高田小町整備完了、高田小町パンフ印刷 キュウイマイソメモノヤヨウチシュトクカンリョウタカダコマチセイビカンリョウタカダコマチインサツ

		企画政策課		ユニバーサルデザイン推進事業		2,028		1,712		-316				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		企画政策課		商業統計調査費		4,800		0		-4,800				調査の完了 チョウサカンリョウ

		企画政策課		就業構造基本調査費		3,265		0		-3,265				調査の完了 チョウサカンリョウ

		企画政策課		全国物価統計調査費		820		0		-820				調査の完了 チョウサカンリョウ

		企画政策課		住宅土地統計調査単位区設定費		1,130		0		-1,130				調査の完了 チョウサカンリョウ

		企画政策課		春日地区集会施設建設事業		298,570		215,955		-82,615				工事の完了 コウジカンリョウ

		公共交通政策課		バス運行対策費		378,329		358,961		-19,368				バス減便およびダイヤ見直しによる補助金の削減 ゲンビンミナオホジョキンサクゲン

		公共交通政策課		コミュニティバス事業費		3,811		785		-3,026		廃止・休止 ハイシ		地域内バス利用券負担金の廃止 リヨウケンフタンキンハイシ

		公共交通政策課		総合交通計画策定事業		306		0		-306				総合交通計画策定の完了 ソウゴウコウツウケイカクサクテイカンリョウ

		公共交通政策課		並行在来線対策事業		5,172		361		-4,811				鉄道活性化共同研究の完了 テツドウカッセイカキョウドウケンキュウカンリョウ

		男女共同参画推進課		女性相談事業		6,084		6,017		-67				ワイヤレスコール設置の完了 セッチカンリョウ

		男女共同参画推進課		男女共同参画事業費		13,575		12,418		-1,157				男女共同参画審議会回数削減 ダンジョキョウドウサンカクシンギカイカイスウサクゲン

		建築住宅課		克雪住宅推進費		53,401		27,515		-25,886		廃止・休止 ハイシ		克雪住宅協調整備事業補助金の廃止 カツミユキジュウタクキョウチョウセイビジギョウホジョキンハイシ

		建築住宅課		子安住宅整備事業		35,700		0		-35,700				事業の延期による減 ジギョウエンキゲン

		建築住宅課		三和住宅建設事業		36,300		0		-36,300				完了による減 カンリョウゲン

		下水道管理課		都市下水路管理費		3,860		2,237		-1,623				清掃業務の見直しによる委託料の減 セイソウギョウムミナオイタクリョウゲン

		監理課		準用河川改修事業		21,256		15,393		-5,863				物件移転補償料の減 ブッケンイテンホショウリョウゲン

		監理課		河川管理費		25,955		19,598		-6,357				修繕の完了、委託料及び工事請負費の減 シュウゼンカンリョウイタクリョウオヨコウジウケオイヒゲン

		監理課		河川環境等整備事業		127,066		48,124		-78,942				実施設計の完了、用地買収の完了 ジッシセッケイカンリョウヨウチバイシュウカンリョウ

		監理課		砂防事業費		3,152		2,932		-220				地すべり巡視日数の見直し（県要領の改正による） ジジュンシニッスウミナオケンヨウリョウカイセイ

		監理課		海岸事業費		1,015		1,014		-1				旅費の減 リョヒゲン

		監理課		土木総務管理費		3,156		2,110		-1,046				地図作成費の減 チズサクセイヒゲン

		都市計画課		みどりのまち推進事業		17,795		13,022		-4,773		廃止・休止 ハイシ		みどりのアドバイザーの廃止、公共花壇植栽委託内容の見直し、稲田1丁目大ケヤキ保存事業補助金の廃止 ハイシコウキョウカダンショクサイイタクナイヨウミナオイナダチョウメダイホゾンジギョウホジョキンハイシ

		都市計画課		都市計画総務管理費		62,920		21,252		-41,668				車検対象台数の減、土地利用現況図作成委託料の減 シャケンタイショウダイスウゲントチリヨウゲンキョウズサクセイイタクリョウゲン

		都市計画課		直江津駅前地区市街地整備事業		5,000		0		-5,000		廃止・休止 ハイシ		事業の休止 ジギョウキュウシ

		都市計画課		公園管理費		106,997		108,180		1,183		廃止・休止 ハイシ		公園管理機械整備補助金の廃止 ハイシ

		都市計画課		高田駅西口整備事業		2,700		0		-2,700		廃止・休止 ハイシ		事業の休止 ジギョウキュウシ

		都市計画課		上越総合運動公園整備事業		683,406		250,832		-432,574				補助事務費の減、設計業務委託の減、工事請負費の減 ホジョジムヒゲンセッケイギョウムイタクゲンコウジウケオイヒゲン

		道路管理課		道路維持費		258,156		197,321		-60,835				修繕工事箇所の精査による減、消雪パイプ更新工事の休止による減 シュウゼンコウジカショセイサゲンケユキコウシンコウジキュウシゲン

		道路建設課		私道整備事業		13,490		6,000		-7,490				対象とする私道の精査による補助金の減 タイショウシドウセイサホジョキンゲン

		道路建設課		各種同盟会関係費		438		287		-151				各種団体への負担金の減 カクシュダンタイフタンキンゲン

		道路建設課		県道路事業負担金		115,000		91,000		-24,000				県における工事実施量の減に伴う県への負担金の減 ケンコウジジッシリョウゲントモナケンフタンキンゲン

		道路建設課		市単独道路新設改良事業		399,400		261,741		-137,659				対象とする道路の精査による工事関連経費の減 タイショウドウロセイサコウジカンレンケイヒゲン

		道路建設課		高土町東城町線街路事業		28,000		0		-28,000				道路改良等工事の完了 カンリョウ

		道路建設課		防衛施設周辺民生安定施設整備事業		80,353		59,963		-20,390				物件移転補償料の減 ブッケンイテンホショウリョウゲン

		電源立地振興課		電源立地対策費		308		301		-7				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		電源立地振興課		八千浦地区周回道路新設事業費		717,796		486,500		-231,296				工事の進展に伴う関係経費の減 コウジシンテントモナカンケイケイヒゲン

		雪対策室		消融雪施設管理費		90,781		62,898		-27,883		廃止・休止 ハイシ		消雪パイプリフレッシュ工事の休止、事務補助費の減、臨時職員の減、委託料の減 キュウシジムホジョヒゲンリンジショクインゲンイタクリョウゲン

		雪対策室		除雪費		529,429		535,389		5,960		廃止・休止 ハイシキュウシ		雪崩予防柵新設工事の休止 ナダレヨボウサクシンセツコウジキュウシ

		雪対策室		克雪調査研究費		3,365		2,363		-1,002		廃止・休止 ハイシ		科学的消融雪共同研究調査業務の休止 カガクテキケユウセツキョウドウケンキュウチョウサギョウムキュウシ

		産業振興課		勤労者福祉事業		1,962,127		1,737,919		-224,208		廃止・休止 ハイシ		勤労者住宅建築資金貸付残高の減による預託金の減、勤労者住宅建築資金利子補給補助金の廃止 キンロウシャジュウタクケンチクシキンカツザンダカゲンヨタクキンゲンハイシ

		産業振興課		三の輪台いこいの広場管理運営費		4,580		4,331		-249				修繕費の減、委託料の減 ゲンイタクリョウゲン

		産業振興課		技能労働者育成事業		12,120		7,899		-4,221				人材ハイスクール駐車場工事の完了、人材ハイスクール補助金の減、人材ハイスクール耐震診断委託料の減 ジンザイチュウシャジョウコウジカンリョウジンザイホジョキンゲンジンザイタイシンシンダンイタクリョウゲン

		産業振興課		雇用対策事業		11,735		10,114		-1,621		廃止・休止 ハイシ		糸魚川地区雇用協議会負担金の廃止、相談員の減、補助金の見直し ハイシソウダンインゲンホジョキンミナオ

		産業振興課		産業振興総務管理費		14,558		14,134		-424				中小企業振興対策費補助金の減 ゲン

		産業振興課		中小企業融資支援事業		6,764,590		6,412,399		-352,191				制度融資残高の減少による貸付金の減、対象の減及び責任共有制度導入による補助金の減、信用保証協会からの要請凍結による出捐金の減 セイドユウシザンダカゲンショウカシツケキンゲンタイショウゲンオヨセキニンキョウユウセイドドウニュウホジョキンゲンシンヨウホショウキョウカイヨウセイトウケツシュツエンキンゲン

		産業振興課		新産業振興事業		216,247		122,494		-93,753		廃止・休止 ハイシ		上越バイオマス循環事業協同組合への補助金の減、産業振興センター建設事業の休止 ジョウエツジュンカンジギョウキョウドウクミアイホジョカネゲンサンギョウシンコウケンセツジギョウキュウシ

		産業振興課		産業団地管理費		12,100		11,301		-799				草刈面積の減少による委託料の減 クサカリメンセキゲンショウイタクリョウゲン

		産業振興課		商業振興支援事業		4,393		18,081		13,688		廃止・休止 ハイシ		イベント事業補助金の廃止、空店舗対策事業補助金、商人元気支援関係事業補助金、駐車場情報システム運営交付金の廃止 ハイシハイシ

		産業振興課		企業誘致促進事業		8,192		4,815		-3,377				新聞広告費の減、市内企業懇談会の取り止め、セミナー参加の見直し シンブンコウコクヒゲンシナイキギョウコンダンカイトヤサンカミナオ

		産業振興課		ものづくり産業活性化事業		40,658		29,021		-11,637				対象事業件数の減による補助金の減 タイショウジギョウケンスウゲンホジョキンゲン

		産業振興課		計量検査事業		20,627		5,173		-15,454				計量検査機器の購入完了による減 ケイリョウケンサキキコウニュウカンリョウゲン

		中心市街地活性化推進室		中心市街地活性化対策事業		14,385		147,690		133,305		廃止・休止 ハイシキュウシ		イベント事業補助金の廃止、空店舗対策事業補助金の廃止、商人元気支援関係事業補助金の廃止、駐車場情報システム運営交付金の廃止 ハイシハイシハイシハイシ

		観光企画課		観光企画費		140,818		129,801		-11,017		廃止・休止 ハイシ		シティセールス事業等の一部廃止、上越市ふるさとアピール年間事業委託の廃止、旅行エージェント説明会の休止、福岡シティーセミナーの中止、全国城下町シンポジウム上越大会補助金の廃止 ジギョウナドイチブハイシジョウエツシネンカンジギョウイタクハイシリョコウセツメイカイキュウシフクオカチュウシハイシ

		観光企画課		越後田舎体験推進事業		6,127		3,767		-2,360				田舎体験拡充事業の見直しによる委託料の減 イナカタイケンカクジュウジギョウミナオイタクリョウゲン

		観光振興課		露店市場運営事業		5,756		5,128		-628				宣伝ポスター印刷業務の完了による経費の減 センデンインサツギョウムカンリョウケイヒゲン

		観光振興課		イベント推進費		89,348		81,853		-7,495		廃止・休止 ハイシ		2007年環太平洋ＢＭＸ選手権大会補助金の廃止、ＳＬイベント実行委員会交付金の廃止、 ネンカンタイヘイヨウセンシュケンタイカイホジョキンハイシハイシ

		観光振興課		直江津屋台会館管理運営費		6,506		4,831		-1,675				修繕費の減 ゲン

		観光振興課		観光施設等整備事業		153,238		94,953		-58,285				ＢＭＸ場の施設整備の完了による工事費の減 バシセツセイビカンリョウコウジヒゲン

		観光振興課		親鸞聖人上陸８００年記念事業		8,600		0		-8,600		廃止・休止 ハイシ		親鸞聖人上陸800年記念企画展実行委員会交付金の廃止 シンランショウニンジョウリクネンキネンキカクテンジッコウイインカイコウフキンハイシ

		直江津港振興課		直江津港振興事業		91,635		28,273		-63,362				20年度において佐渡航路の維持に関する公的支援を実施しないことによる減 ネンドサドコウロイジカンコウテキシエンジッシゲン

		直江津港振興課		港湾整備事業		90,736		58,161		-32,575				岸壁耐震化工事の完了による県への負担金の減 ガンペキタイシンカコウジカンリョウケンフタンキンゲン

		福祉課		上越総合福祉センター管理運営費		13,945		10,509		-3,436				駐車場用地購入の完了 チュウシャジョウヨウチコウニュウカンリョウ

		福祉課		社会福祉協議会費		170,117		138,064		-32,053				社会福祉協議会補助金及びふれあいのまちづくり事業補助金の見直し シャカイフクシキョウギカイホジョキンオヨジギョウホジョキンミナオ

		福祉課		民生委員・児童委員活動費		22,078		21,362		-716				委員改選の終了 イインカイセンシュウリョウ

		福祉課		市民いこいの家管理運営費		38,556		35,433		-3,123				委託内容の見直し、駐車場等用地購入の完了 イタクナイヨウミナオチュウシャジョウナドヨウチコウニュウカンリョウ

		福祉課		援護関係事業費		2,497		2,399		-98				補助金額の見直し ホジョキンガクミナオ

		福祉課		保護観察費		2,283		2,262		-21				更生保護女性会補助金の見直し コウセイホゴジョセイカイホジョキンミナオ

		福祉課		社会福祉総務管理費		21,394		20,798		-596				臨時職員の削減 リンジショクインサクゲン

		福祉課		福祉業務管理システム開発・運営費		36,420		15,700		-20,720				システム更新の完了 コウシンカンリョウ

		福祉課		障害福祉総務管理費		7,687		6,325		-1,362				認定調査委託件数の減 ニンテイチョウサイタクケンスウゲン

		福祉課		障害者施設助成事業		42,836		54,462		11,626		廃止・休止 ハイシ		つくし工房運営費補助金の廃止 ハイシ

		福祉課		住環境等整備事業		10,943		8,923		-2,020				貸付資金の減 カシツケシキンゲン

		福祉課		上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築事業		1,375		1,036		-339				自立支援協議会の委員を無報酬化 ジリツシエンキョウギカイイインムホウシュウカ

		福祉課		補装具費支給事業		41,488		39,754		-1,734				制度改正による対象種目の変更による減 セイドカイセイタイショウシュモクヘンコウゲン

		福祉課		日常生活用具給付事業		38,715		32,840		-5,875				制度改正による対象種目の変更による減 セイドカイセイタイショウシュモクヘンコウゲン

		福祉課		地域活動支援センター事業		79,509		78,247		-1,262		廃止・休止 ハイシ		おりづる作業所運営費補助金の廃止 ハイシ

		福祉課		自立・社会参加支援事業		47,662		40,134		-7,528				デイサービス事業が他事業へ移行したことによる減 ジギョウタジギョウイコウゲン

		健康づくり推進課		保健施設等支援事業		149,202		145,657		-3,545				補助金額の見直し ホジョキンガクミナオ

		健康づくり推進課		保健福祉総合データバンク事業		13,487		9,659		-3,828				システムリース機器の見直し キキミナオ

		健康づくり推進課		上越保健センター管理運営費		4,011		3,255		-756				委託内容の見直し、駐車場等用地購入の完了、需要費の減 イタクナイヨウミナオチュウシャジョウナドヨウチコウニュウカンリョウジュヨウヒゲン

		健康づくり推進課		市民健康診査事業		214,327		53,779		-160,548				高齢者医療確保法の施行による健診対象者の減 コウレイシャイリョウカクホホウセコウケンシンタイショウシャゲン

		健康づくり推進課		結核検診事業		9,106		8,710		-396				受診対象者の減 ジュシンタイショウシャゲン

		健康づくり推進課		機能訓練事業		3,564		0		-3,564		廃止・休止 ハイシ		機能訓練事業の廃止 キノウクンレンジギョウハイシ

		健康づくり推進課		訪問指導事業		6,075		5,493		-582				備品購入の完了 ビヒンコウニュウカンリョウ

		健康づくり推進課		健康シティ上越・２０１０事業		23,627		18,967		-4,660				検診結果説明会の実施方法の見直し、歯科検診の医療機関への移行 ケンシンケッカセツメイカイジッシホウホウミナオシカケンシンイリョウキカンイコウ

		健康づくり推進課		大気汚染医療費助成事業		132		12		-120				認定審査会の開催の減 ニンテイシンサカイカイサイゲン

		健康づくり推進課		上越斎場管理運営費		61,872		60,722		-1,150				修繕の完了 シュウゼンカンリョウ

		健康づくり推進課		公衆衛生対策事業		1,208		563		-645				補助金額の見直し ホジョキンガクミナオ

		健康づくり推進課		畜犬管理事業		2,028		1,635		-393				郵送の見直しによる郵送料の減 ユウソウミナオユウソウリョウゲン

		健康づくり推進課		小規模水道管理運営費		1,066		1,003		-63				水質検査項目の変更による手数料の減 スイシツケンサコウモクヘンコウテスウリョウゲン

		健康づくり推進課		上水道施設建設等繰出金		824,814		817,485		-7,329				繰出金の見直し減 クリダキンミナオゲン

		健康づくり推進課		休日・夜間診療所管理運営費		103,258		102,396		-862				医療機器購入の完了 イリョウキキコウニュウカンリョウ

		健康づくり推進課		アスベスト疾患検診費用助成事業		420		0		-420				事業の見直し ジギョウミナオ

		健康づくり推進課		脳ドック検診費用助成事業		2,276		1,525		-751				助成率の見直し ジョセイリツミナオ

		高齢者福祉課		要援護世帯除雪費助成事業		42,534		40,408		-2,126				税制改正による激変緩和措置の廃止による委託費の減 ゼイセイカイセイゲキヘンカンワソチハイシイタクヒゲン

		高齢者福祉課		老人保護措置費等		287,383		166,851		-120,532		廃止・休止 ハイシ		広域事務組合の解散に伴う委託料及び負担金の減 コウイキジムクミアイカイサントモナイタクリョウオヨフタンキンゲン

		高齢者福祉課		老人短期入所事業		7,746		2,715		-5,031				他事業への委託費振り替え ホカジギョウイタクヒフカ

		高齢者福祉課		日常生活用具助成事業		51,081		54,548		3,467		廃止・休止 ハイシキュウシ		コミュニティラジオ給付 キュウフ

		高齢者福祉課		在宅介護手当給付事業		49,085		59,007		9,922		廃止・休止 ハイシキュウシ		家族介護慰労金の廃止 カゾクカイゴイロウキンハイシ

		高齢者福祉課		在宅福祉支援事業		56,255		39,859		-16,396				受益者負担の見直し（歳入増加）による歳出減 ジュエキシャフタンミナオサイニュウゾウカサイシュツゲン

		高齢者福祉課		老人福祉対策事務費		120,002		16,127		-103,875				福祉専門学校敷地購入の完了による減 フクシセンモンガッコウシキチコウニュウカンリョウゲン

		高齢者福祉課		住宅環境整備事業		41,633		30,977		-10,656				高齢者住宅リフォームに関する県の補助金の見直しに伴う市の補助金の減 コウレイシャジュウタクカンケンホジョキンミナオトモナシホジョキンゲン

		高齢者福祉課		シルバー人材センター費		188,644		33,178		-155,466				シルバープラザ土地の購入完了による減 トチコウニュウカンリョウゲン

		高齢者福祉課		敬老祝賀事業		41,166		30,257		-10,909		廃止・休止 ハイシ		高齢者記念品贈呈の廃止による減、全市敬老会の廃止による減 コウレイシャキネンヒンゾウテイハイシゲンゼンシケイロウカイハイシゲン

		高齢者福祉課		フラワーセンター管理運営費		10,159		7,517		-2,642				花き園芸講座の休止による減 カエンゲイコウザキュウシゲン

		高齢者福祉課		ゲートボールハウス等管理運営費		14,080		11,958		-2,122				コート補修工事の完了による減 ホシュウコウジカンリョウゲン

		高齢者福祉課		老人クラブ助成事業		34,891		34,637		-254				老人クラブへの補助金の縮小による減 ロウジンホジョキンシュクショウゲン

		高齢者福祉課		シニアパスポート事業		7,254		3,012		-4,242				施設利用者の減免実績を踏まえた助成金の減 シセツリヨウシャゲンメンジッセキフジョセイキンゲン

		高齢者福祉課		ふれあいランチサービス事業		46,200		44,926		-1,274				一定額以上の所得のある人の負担額の増加による歳出の減 イッテイガクイジョウショトクヒトフタンガクゾウカサイシュツゲン

		高齢者福祉課		シニアサポートセンター運営事業		5,348		5,084		-264				事務費の節約による減 ジムヒセツヤクゲン

		高齢者福祉課		介護予防拠点施設管理運営費		38,914		30,208		-8,706				施設改修工事の完了による減 シセツカイシュウコウジカンリョウゲン

		介護保険課		福祉施設建設事業		531,780		402,093		-129,687				貸付対象事業者の減、負担金の減、 カシツケタイショウジギョウシャゲンフタンキンゲン

		介護保険課		訪問介護利用者負担金助成事業		514		335		-179				助成対象者の減による助成金の減 ジョセイタイショウシャゲンジョセイキンゲン

		介護保険課		居宅介護支援事業		4,323		3,579		-744		廃止・休止 ハイシ		浦川原区居宅介護支援事業所廃止 ウラガワラクキョタクカイゴシエンジギョウショハイシ

		こども福祉課		大手福祉館管理運営費		2,061		1,717		-344				施設移転に伴う光熱水費の減 シセツイテントモナヒカリネツスイヒゲン

		こども福祉課		広域事務組合負担金		38,665		0		-38,665				広域事務組合の廃止に伴う減 コウイキジムクミアイハイシトモナゲン

		こども福祉課		公立母子生活支援施設運営費		17,905		13,610		-4,295				屋上防水改修工事の完了 オクジョウボウスイカイシュウコウジカンリョウ

		こども福祉課		私立母子生活支援施設運営費		49,612		47,928		-1,684				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		こども福祉課		ひとり親家庭等支援事業		107,995		100,193		-7,802		廃止・休止 ハイシ		児童福祉金の廃止、対象者の減少に伴う扶助費の減 ジドウフクシキンハイシ

		こども福祉課		母子保健事業		145,639		140,775		-4,864				妊婦一般健診委託内容見直し、乳幼児健康診査委託内容見直し、 ニンプイッパンケンシンイタクナイヨウミナオニュウヨウジケンコウシンサイタクナイヨウミナオ

		こども福祉課		妊産婦・子ども医療費助成事業		411,940		408,553		-3,387				医療費助成システム賃貸借の終了、補助対象見直しによる減 イリョウヒジョセイチンタイシャクシュウリョウホジョタイショウミナオゲン

		こども福祉課		幼児ことばの相談室運営事業		9,024		8,972		-52				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		地域医療推進室		中ノ俣診療所管理運営費		11,921		11,370		-551				トイレ改修の完了 カイシュウカンリョウ

		地域医療推進室		大島診療所管理運営費		51,425		50,778		-647				受付職員委託の見直し ウケツケショクインイタクミナオ

		地域医療推進室		清里歯科診療所管理運営費		22,068		20,650		-1,418				診療実績減による委託料の見直し シンリョウジッセキゲンイタクリョウミナオ

		地域医療推進室		安塚診療所管理運営費		2,402		891		-1,511				修繕の完了、高額備品購入の完了 シュウゼンカンリョウコウガクビヒンコウニュウカンリョウ

		地域医療推進室		診療所特別会計繰出金		42,000		15,468		-26,532				繰出金算定方法の変更に伴う減 クリダキンサンテイホウホウヘンコウトモナゲン

		教育総務課		教育委員会費		4,499		4,438		-61				費用弁償の減 ヒヨウベンショウゲン

		教育総務課		教育委員会事務費		10,474		10,162		-312				安塚区指定管理者選定委員旅費の減 ヤスヅカクシテイカンリシャセンテイイインリョヒゲン

		教育総務課		教員住宅管理運営費		1,405		4		-1,401				修繕工事の完了、設計委託の完了 シュウゼンコウジカンリョウセッケイイタクカンリョウ

		教育総務課		小学校市単独事業		74,172		28,519		-45,653				学校用地購入の完了 ガッコウヨウチコウニュウカンリョウ

		教育総務課		小学校大規模改造事業		9,700		9,309		-391				施工監理委託の完了 カンリョウ

		教育総務課		大町小学校改築事業		18,000		0		-18,000				学校整備工事の完了 カンリョウ

		教育総務課		中学校管理事務費		28,326		27,208		-1,118				消耗品費の減、借上料の減 ショウモウヒンヒゲンカリアリョウゲン

		教育総務課		幼稚園一般教材費		604		548		-56				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		教育総務課		幼稚園管理事務費		5,371		4,830		-541				備品購入費の減、臨時職員の配置の見直し ビヒンコウニュウヒゲンリンジショクインハイチミナオ

		教育総務課		直江津小学校改築事業		689,785		319,122		-370,663				学校整備工事費の減 ヒゲン

		教育総務課		中学校大規模改造事業		3,693		1,500		-2,193				施工監理委託料の減 ゲン

		教育総務課		城北中学校校舎改築事業		25,000		0		-25,000				学校整備工事の完了 カンリョウ

		教育総務課		小学校建設事業事務費		1,807		1,687		-120				県公立学校施設整備促進期成会負担金の減 ゲン

		教育総務課		私立高等学校等教育振興事業		13,447		13,297		-150				私立高等学校学費助成補助金の減 ゲン

		教育総務課		教育プラザ管理費		22,886		19,766		-3,120				使用料の見直し シヨウリョウミナオ

		教育総務課		総合教育プラン推進事業		5,347		1,250		-4,097				総合教育ポータルサイト作成委託の完了 カンリョウ

		教育総務課		教育総合センター整備事業		14,500		0		-14,500				教育総合センター整備工事の完了 カンリョウ

		学校教育課		教育相談事業		38,017		37,596		-421				学校訪問カウンセラー人員体制の見直し ジンインタイセイミナオ

		学校教育課		小学校教育援助費		5,160		4,806		-354				児童交流事業補助制度の見直し セイドミナオ

		学校教育課		小学校通学援助費		19,648		18,353		-1,295				対象児童の減に伴う補助金の減 タイショウジドウゲントモナホジョキンゲン

		学校教育課		中学校教育援助費		13,711		17,547		3,836		廃止・休止 ハイシ		柿崎区生徒交流事業補助金の廃止 ハイシ

		学校教育課		中学校通学援助費		32,978		32,580		-398				対象児童の減に伴う運搬料の減 タイショウジドウゲントモナウンパンリョウゲン

		学校教育課		中学校学習指導支援事業		61,292		58,868		-2,424				補助職員の配置の見直し ホジョショクインハイチミナオ

		学校教育課		給食施設整備事業		13,390		10,428		-2,962				給食用備品購入費の減 ゲン

		学校教育課		小学校夢づくり学校提案活動支援事業		30,506		29,740		-766				対象学校数の見直し タイショウガッコウスウミナオ

		学校教育課		中学校夢づくり学校提案活動支援事業		9,846		9,674		-172				対象学校数の見直し タイショウガッコウスウミナオ

		生涯学習推進課		成人式運営事業		5,810		5,314		-496				成人式会場設営委託料の見直し ミナオ

		生涯学習推進課		社会同和教育活動事業		3,250		3,150		-100				年表パネル作成委託の完了 カンリョウ

		生涯学習推進課		青少年教育活動事業		29,661		23,210		-6,451				報償費の所管替、三市交流事業負担金の減 ホウショウヒショカンカゲン

		生涯学習推進課		社会教育推進費		10,720		9,840		-880				自動車借上料の減 ジドウシャカリアリョウゲン

		生涯学習推進課		生涯学習推進事業		1,973		1,492		-481				県レクリエーション大会完了に伴う負担金の減 ケンタイカイカンリョウトモナフタンキンゲン

		生涯学習推進課		美術展覧会事業		4,210		4,026		-184				作業員配置の見直し サギョウインハイチミナオ

		生涯学習推進課		文化財保存整備費		13,380		12,385		-995		廃止・休止 ハイシ		嘱託職員体制の見直し、指定文化財保存管理事業補助金の廃止、春日山城跡山桜植栽事業補助金 ショクタクショクインタイセイミナオハイシ

		生涯学習推進課		春日山城跡公有化事業		70,266		2,269		-67,997				史跡用地等購入の完了 カンリョウ

		生涯学習推進課		春日山城跡管理事業		6,649		6,389		-260				原材料費の減 ゲン

		生涯学習推進課		春日山城跡５か年整備事業		54,071		23,452		-30,619				春日山城跡整備工事費の減 ヒゲン

		生涯学習推進課		吹上遺跡発掘調査事業		9,098		2,703		-6,395				作業員配置の見直し サギョウインハイチミナオ

		生涯学習推進課		ほ場整備等遺跡発掘調査事業		127,204		103,741		-23,463				測量委託の完了、機械借上料の減 ソクリョウイタクカンリョウキカイカアリョウゲン

		生涯学習推進課		埋蔵文化財センター管理運営費		9,371		9,354		-17				施設管理委託料の見直し ミナオ

		生涯学習推進課		上岡農道関連遺跡発掘調査事業		4,680		0		-4,680				発掘調査の完了 ハックツチョウサカンリョウ

		生涯学習推進課		虫川城跡発掘調査事業		1,125		0		-1,125				発掘調査の完了 ハックツチョウサカンリョウ

		生涯学習推進課		新しい上越市民の歌普及活動事業		3,000		0		-3,000				事業の完了 ジギョウカンリョウ

		生涯学習推進課		上越科学館管理運営費		70,898		54,534		-16,364				遊具工事の完了、特別展の未実施 ユウグコウジカンリョウトクベツテンミジッシ

		公民館		女性サポートセンター事業		314		280		-34				パソコン講座運営委託を直営に変更 コウザウンエイイタクチョクエイヘンコウ

		公民館		女性サポートセンター管理運営費		3,747		3,611		-136				印刷機等の再リースによる経費削減 インサツキナドサイケイヒサクゲン

		公民館		公民館事業		3,497		2,882		-615				講座運営委託の減 コウザウンエイイタクゲン

		公民館		公民館施設整備事業		8,473		377		-8,096				施設整備工事の完了 シセツセイビコウジカンリョウ

		公民館		公民館管理運営費		43,131		40,708		-2,423				修繕工事費の減、備品購入費の減 シュウゼンコウジヒゲンビヒンコウニュウヒゲン

		公民館		八千浦交流館はまぐみ管理運営費		19,700		18,480		-1,220				竣工式委託の完了、施設管理委託料の減 カンリョウシセツカンリイタクリョウゲン

		青少年健全育成センター		青少年健全育成センター運営費		8,135		8,036		-99				郵便料の減、光熱水費の減 ユウビンリョウゲンヒカリネツミズヒゲン

		青少年文化センター		青少年文化センター自主事業		3,031		2,192		-839				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		体育課		保健体育総務費		5,254		5,228		-26				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		体育課		学校体育施設開放事業		6,731		6,727		-4				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		体育課		少年スポーツ活動育成事業		12,233		10,717		-1,516				臨時職員賃金の減 チンギンゲン

		体育課		一般スポーツ活動推進事業		26,043		33,241		7,198		廃止・休止 ハイシ		各区体育協会運営費補助金の廃止 キョウカイウンエイヒハイシ

		体育課		地域スポーツクラブ育成事業		5,072		5,133		61		廃止・休止 ハイシキュウシ		地域スポーツクラブ育成補助金の廃止 ハイシ

		体育課		体育施設管理運営費		97,402		96,078		-1,324				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		体育課		オールシーズンプール管理運営費		32,063		31,462		-601				施設管理運営業務委託料の減 ゲン

		体育課		大潟多目的体育館建設事業		375,772		0		-375,772				建設工事の完了 ケンセツコウジカンリョウ

		図書館		図書充実費		35,273		31,278		-3,995				図書購入費の減 トショコウニュウヒゲン

		図書館		図書館管理運営費		90,554		75,857		-14,697				三和分室改造工事の完了 サンワブンシツカイゾウコウジカンリョウ

		図書館		古文書修復事業		4,600		0		-4,600				事業の見直し ジギョウミナオ

		図書館		こども文庫管理運営費		1,712		1,008		-704		廃止・休止 ハイシ		上越こども文庫連絡会補助金の廃止、こども文庫3箇所閉鎖による運営費補助金の減 ハイシブンコカショヘイサウンエイヒホジョキンゲン

		水族博物館		水族博物館特別展開催費		27,342		25,997		-1,345				イルカショー委託内容見直し イタクナイヨウミナオ

		水族博物館		水族博物館展示物充実費		5,232		4,976		-256				展示用魚購入費の減 テンジヨウサカナコウニュウヒゲン

		水族博物館		水族博物館入館促進費		4,383		4,129		-254				広告料の減 コウコクリョウゲン

		水族博物館		水族博物館管理運営費		149,528		144,992		-4,536				光熱水費の減、飼料費の減 コウネツミズヒゲンシリョウヒゲン

		水族博物館		新水族博物館整備検討事業		12,772		0		-12,772				検討事業の完了 ケントウジギョウカンリョウ

		安塚区教育文化グループ		安塚区小学校施設管理費		9,688		9,475		-213				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		安塚区教育文化グループ		安塚区中学校施設管理費		6,640		5,913		-727				修繕費の減

		安塚区教育文化グループ		安塚区中学校管理事務費		1,381		1,292		-89				消耗品費の減

		安塚区教育文化グループ		かやぶき美術館管理運営費		1,871		1,851		-20				消防設備点検業務委託の完了 カンリョウ

		安塚区教育文化グループ		安塚歴史民俗資料館管理運営費		936		210		-726				臨時職員配置の見直し ハイチミナオ

		安塚区教育文化グループ		安塚区スクールバス等運行事業		12,839		12,342		-497				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		安塚区教育文化グループ		安塚区体育施設管理運営費		10,847		10,151		-696				体育館管理委託料の減 ゲン

		安塚区教育文化グループ		安塚区公民館事業		612		514		-98				女性ネットワーク事業補助金の見直し ミナオ

		安塚区教育文化グループ		安塚区社会教育推進費		50		0		-50		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		安塚区教育文化グループ		安塚区地域生涯学習センター管理運営費		11,977		7,950		-4,027				修繕工事の完了、耐震診断調査委託の完了 シュウゼンコウジカンリョウタイシンシンダンチョウサイタクカンリョウ

		安塚区教育文化グループ		安塚区中学校市単独事業		7,800		2,000		-5,800				学校整備工事費の減 ヒゲン

		浦川原区教育文化グループ		浦川原区小学校施設管理費		16,876		15,755		-1,121				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		浦川原区教育文化グループ		浦川原区中学校施設管理費		8,651		8,208		-443				修繕費の減

		浦川原区教育文化グループ		浦川原区中学校管理事務費		5,042		4,909		-133				消耗品費の減

		浦川原区教育文化グループ		浦川原区公民館管理運営費		4,746		4,096		-650				複写機借上料の減、修繕費の減 ゲンシュウゼンヒゲン

		浦川原区教育文化グループ		浦川原区教育委員会事務費		24		16		-8				郵便料の減 ユウビンリョウゲン

		大島区教育文化グループ		大島区小学校施設管理費		5,982		5,361		-621				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		大島区教育文化グループ		大島区小学校管理事務費		1,025		871		-154				備品購入の完了 ビヒンコウニュウカンリョウ

		大島区教育文化グループ		大島区中学校施設管理費		9,159		7,909		-1,250				修繕費の減

		大島区教育文化グループ		大島区中学校管理事務費		1,371		1,240		-131				電子計算機借上料の減 ゲン

		大島区教育文化グループ		大島区スクールバス等運行事業		31,890		15,774		-16,116				自動車購入の完了 ジドウシャコウニュウカンリョウ

		大島区教育文化グループ		大島区体育施設管理運営費		9,575		8,875		-700				臨時職員賃金の減 チンギンゲン

		大島区教育文化グループ		大島区公民館事業		407		403		-4				賄材料費の減 ゲン

		大島区教育文化グループ		大島学校給食センター費		17,718		16,492		-1,226				給食用備品購入費の減 ゲン

		大島区教育文化グループ		大島区生涯学習推進事業		3,000		2,800		-200				音楽協会補助金の見直し ミナオ

		大島区教育文化グループ		大島区公民館施設整備事業		53,439		0		-53,439				施設整備工事の完了 カンリョウ

		牧区教育文化グループ		牧区小学校施設管理費		6,956		5,298		-1,658				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		牧区教育文化グループ		牧区中学校施設管理費		8,054		7,115		-939				施設管理委託料の減 ゲン

		牧区教育文化グループ		牧歴史民俗資料館管理運営費		5,459		3,328		-2,131				集落排水接続工事の完了 シュウラクハイスイセツゾクコウジカンリョウ

		牧区教育文化グループ		牧区教員住宅管理運営費		999		108		-891				施設整備工事の完了 カンリョウ

		牧区教育文化グループ		牧区体育施設管理運営費		6,938		6,349		-589				臨時職員賃金の減 チンギンゲン

		牧区教育文化グループ		牧区公民館事業		648		524		-124				事業実施回数の減 ジギョウジッシカイスウゲン

		牧区教育文化グループ		牧学校給食センター費		14,750		12,910		-1,840				給食用備品購入費の減 ゲン

		牧区教育文化グループ		牧区教育委員会事務費		176		165		-11				電信電話料の減 ゲン

		牧区教育文化グループ		牧区社会教育推進費		500		0		-500		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		牧区教育文化グループ		牧区中学校市単独事業		3,300		0		-3,300				学校整備工事の完了 カンリョウ

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区小学校施設管理費		30,753		25,915		-4,838				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区小学校管理事務費		5,115		4,670		-445				電話料の減、消耗品費の減、 デンワリョウゲンショウモウヒンヒゲン

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区中学校施設管理費		14,796		12,443		-2,353				修繕費の減

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区中学校管理事務費		1,867		1,744		-123				印刷機借上料の減 ゲン

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区スクールバス等運行事業		18,221		17,855		-366				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区公民館事業		1,325		1,102		-223				事業実施回数の減 ジギョウジッシカイスウゲン

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区公民館管理運営費		24,184		22,830		-1,354				耐震診断調査委託の完了 タイシンシンダンチョウサイタクカンリョウ

		柿崎区教育文化グループ		柿崎区社会教育推進費		237		0		-237		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		大潟区教育文化グループ		大潟区小学校施設管理費		10,776		10,432		-344				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		大潟区教育文化グループ		大潟区中学校施設管理費		10,794		9,987		-807				修繕費の減

		大潟区教育文化グループ		大潟区中学校管理事務費		2,684		2,618		-66				電信電話料の減 ゲン

		大潟区教育文化グループ		大潟区公民館事業		587		538		-49				講座委託内容を見直し コウザイタクナイヨウミナオ

		大潟区教育文化グループ		大潟区公民館管理運営費		10,646		8,825		-1,821				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		大潟区教育文化グループ		大潟区教育委員会事務費		4		0		-4				消耗品費の減 ゲン

		大潟区教育文化グループ		大潟区社会教育推進費		100		0		-100		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		大潟区教育文化グループ		大潟区野外活動施設管理運営費		2,061		2,004		-57				修繕費の減 シュウゼンヒ

		頸城区教育文化グループ		頸城区小学校施設管理費		36,187		30,175		-6,012				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		頸城区教育文化グループ		頸城区中学校施設管理費		15,203		12,905		-2,298				修繕費の減

		頸城区教育文化グループ		頸城区中学校管理事務費		5,245		5,145		-100				消耗品費の減

		頸城区教育文化グループ		頸城区公民館事業		1,589		1,317		-272				事業実施回数の減 ジギョウジッシカイスウゲン

		頸城区教育文化グループ		頸城区教育委員会事務費		1		0		-1				郵便料の減 ユウビンリョウゲン

		頸城区教育文化グループ		頸城区社会教育推進費		117		0		-117		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		吉川区教育文化グループ		吉川区小学校管理事務費		1,331		1,330		-1				消耗品費の減

		吉川区教育文化グループ		吉川区中学校施設管理費		12,387		11,116		-1,271				学校整備工事の完了 カンリョウ

		吉川区教育文化グループ		吉川区中学校管理事務費		1,468		1,391		-77				消耗品費の減

		吉川区教育文化グループ		吉川区教員住宅管理運営費		384		90		-294				備品購入費の減 ゲン

		吉川区教育文化グループ		吉川区体育施設管理運営費		5,211		3,858		-1,353				備品購入費の減 ゲン

		吉川区教育文化グループ		吉川区公民館事業		1,237		1,163		-74				事業実施回数の減 ジギョウジッシカイスウゲン

		吉川区教育文化グループ		吉川区公民館管理運営費		8,257		7,646		-611				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		吉川区教育文化グループ		吉川区教育委員会事務費		4		0		-4				消耗品費の減 ゲン

		吉川区教育文化グループ		吉川区社会教育推進費		40		0		-40		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		吉川区教育文化グループ		吉川区地域生涯学習センター管理運営費		2,076		1,923		-153				施設管理委託内容の見直し シセツカンリイタクナイヨウミナオ

		中郷区教育文化グループ		中郷区小学校施設管理費		12,220		11,800		-420				施設管理委託内容の見直し シセツカンリイタクナイヨウミナオ

		中郷区教育文化グループ		中郷区体育施設管理運営費		10,556		10,061		-495				総合体育館管理委託料の減 ゲン

		中郷区教育文化グループ		中郷区公民館事業		1,250		1,136		-114		廃止・休止 ハイシ		事業実施回数の減、音楽芸能事業交付金の廃止、囲碁将棋大会補助金の廃止 ジギョウジッシカイスウゲンハイシハイシ

		中郷区教育文化グループ		中郷区公民館管理運営費		939		929		-10				消耗品費の減 ショウモウヒンヒゲン

		中郷区教育文化グループ		中郷区教育委員会事務費		316		305		-11				燃料費の減 ネンリョウヒゲン

		中郷区教育文化グループ		はーとぴあ中郷管理運営費		19,082		17,700		-1,382				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		中郷区教育文化グループ		中郷区地域生涯学習センター管理運営費		6,764		5,494		-1,270				重油使用量の節減 ジュウユシヨウリョウセツゲン

		板倉区教育文化グループ		増村朴斎記念館管理運営費		1,645		1,441		-204				休館日の見直しに伴う管理委託料の減 キュウカンビミナオトモナカンリイタクリョウゲン

		板倉区教育文化グループ		板倉区小学校市単独事業		20,050		6,525		-13,525				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		板倉区教育文化グループ		板倉区公民館事業		1,518		1,381		-137		廃止・休止 ハイシ		シルバー大学院補助金の廃止 ダイガクインホジョキンハイシ

		板倉区教育文化グループ		板倉区公民館管理運営費		11,025		10,076		-949				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		板倉区教育文化グループ		板倉区社会教育推進費		175		0		-175		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		清里区教育文化グループ		上越清里星のふるさと館管理運営費		26,356		13,598		-12,758				修繕工事の完了、備品購入の完了 シュウゼンコウジカンリョウビヒンコウニュウカンリョウ

		清里区教育文化グループ		清里区小学校施設管理費		7,923		7,462		-461				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		清里区教育文化グループ		清里区中学校施設管理費		6,523		6,066		-457				修繕費の減

		清里区教育文化グループ		清里区中学校管理事務費		1,082		1,028		-54				消耗品費の減

		清里区教育文化グループ		清里区体育施設管理運営費		15,856		14,938		-918				臨時職員賃金の減、燃料費の減 チンギンゲンネンリョウヒゲン

		清里区教育文化グループ		清里区地域生涯学習センター管理運営費		11,747		4,382		-7,365				耐震補強設計委託の完了 タイシンホキョウセッケイイタクカンリョウ

		三和区教育文化グループ		三和区小学校施設管理費		21,979		19,457		-2,522				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		三和区教育文化グループ		三和区小学校管理事務費		2,927		2,598		-329				電話料の減、消耗品費の減、 デンワリョウゲンショウモウヒンヒゲン

		三和区教育文化グループ		三和区中学校施設管理費		9,453		7,274		-2,179				修繕費の減

		三和区教育文化グループ		三和区中学校管理事務費		1,454		1,261		-193				電子計算機借上料の減 ゲン

		三和区教育文化グループ		三和区小学校市単独事業		17,054		4,288		-12,766				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		三和区教育文化グループ		三和区体育施設管理運営費		12,472		11,856		-616				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		三和区教育文化グループ		三和区教育委員会事務費		4		0		-4				消耗品費の減 ゲン

		三和区教育文化グループ		三和区社会教育推進費		120		0		-120		廃止・休止 ハイシ		文化協会補助金の廃止 ブンカキョウカイホジョキンハイシ

		三和区教育文化グループ		三和ジュニア創作館管理運営費		765		648		-117				電話料の減、消耗品費の減 デンワリョウゲンショウモウヒンヒゲン

		三和区教育文化グループ		三和区公民館事業		426		301		-125				事業実施回数の減 ジギョウジッシカイスウゲン

		三和区教育文化グループ		三和区公民館施設整備事業		4,221		0		-4,221				施設整備工事の完了 カンリョウ

		名立区教育文化グループ		名立区小学校施設管理費		7,405		6,014		-1,391				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		名立区教育文化グループ		名立区小学校管理事務費		1,020		932		-88				消耗品費の減、

		名立区教育文化グループ		名立区中学校施設管理費		8,429		7,178		-1,251				修繕費の減

		名立区教育文化グループ		名立区中学校管理事務費		994		932		-62				電信電話料の減 ゲン

		名立区教育文化グループ		名立区スクールバス等運行事業		10,037		9,890		-147				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		名立区教育文化グループ		名立区体育施設管理運営費		769		706		-63				作業員賃金の減 ゲン

		名立区教育文化グループ		名立区公民館事業		1,205		984		-221				事業実施回数の減 ジギョウジッシカイスウゲン

		名立区教育文化グループ		名立区公民館管理運営費		8,429		7,323		-1,106				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		名立区教育文化グループ		名立区教育委員会事務費		4		0		-4				消耗品費の減 ゲン

		名立区教育文化グループ		名立区地域生涯学習センター管理運営費		5,931		5,789		-142				消防設備点検業務委託の完了 カンリョウ

		名立区教育文化グループ		名立総合文化施設整備事業		27,500		0		-27,500				建物整備工事の完了 タテモノセイビコウジカンリョウ

		総合博物館		市民アートギャラリー管理運営費		20,625		19,658		-967				建物借上料の減 タテモノカリアリョウゲン

		総合博物館		博物館特別展開催費		10,461		357		-10,104				特別展の開催見送りに伴う減 トクベツテンカイサイミオクトモナゲン

		小林古径記念美術館		小林古径記念美術館管理運営費		22,950		20,645		-2,305				作品返却輸送料の減 サクヒンヘンキャクユソウリョウゲン

		小林古径記念美術館		小林古径邸管理運営費		16,230		15,364		-866				修繕費の減 シュウゼンヒゲン

		会計課		会計管理費		3,082		2,670		-412				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		議会事務局		議会事務局運営費		26,184		21,096		-5,088				議会だよりの印刷単価の見直しによる印刷費の減 ギカイインサツタンカミナオインサツヒゲン

		選挙管理委員会事務局		選挙管理委員活動費		1,620		1,608		-12				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		選挙管理委員会事務局		新潟県議会議員一般選挙費		77,744		0		-77,744				完了による減 カンリョウゲン

		選挙管理委員会事務局		参議院議員通常選挙費		114,700		0		-114,700				完了による減 カンリョウゲン

		農業委員会事務局		農業委員会事務局運営費		38,176		31,707		-6,469				農家農地調査結果集計システム作成完了による減 ノウカノウチチョウサケッカシュウケイサクセイカンリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（安塚区）		652		637		-15				農事協力員委託料の減 ゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（浦川原区）		936		926		-10				農事協力員委託料の減 ゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（牧区）		982		740		-242				農事協力員委託料の減、臨時職員賃金の減 ゲンリンジショクインチンギンゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（柿崎区）		1,344		432		-912				電子計算機借上料の減 デンシケイサンキカリアリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（大潟区）		718		219		-499				電子計算機借上料の減 デンシケイサンキカリアリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（頸城区）		1,847		1,048		-799				電子計算機借上料の減 デンシケイサンキカリアリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（吉川区）		927		436		-491				電子計算機借上料の減 デンシケイサンキカリアリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（中郷区）		1,911		267		-1,644				電子計算機借上料の減 デンシケイサンキカリアリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（板倉区）		1,097		1,028		-69				農事協力員委託料の減 ゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（清里区）		1,059		643		-416				電子計算機借上料の減 デンシケイサンキカリアリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（三和区）		1,084		698		-386				電子計算機借上料の減 デンシケイサンキカリアリョウゲン

		農業委員会事務局		事務局運営費（名立区）		884		810		-74				農事協力員委託料の減 ゲン

		財政課		財政調整基金積立金		7,725		5,439		-2,286				基金利子の減 キキンリシゲン

		財政課		減債基金積立金		1,054		70		-984				基金利子の減 キキンリシゲン

		検査課		工事等検査費		1,567		1,511		-56				委員会開催数の減、車検台数の減 イインカイカイサイスウゲンシャケンダイスウゲン

		市民税課		税務総務費		4,371		2,849		-1,522				臨時職員賃金の減 リンジショクインチンギンゲン

		資産税課		資産税関係賦課事務費		194,402		191,346		-3,056				委託料の減 イタクリョウゲン

		収納課		納税徴収事務費		37,076		30,080		-6,996				臨時職員の削減、通知書の配布先の見直し、システム経費の減 リンジショクインサクゲンツウチショハイフサキミナオケイヒゲン

		用地管財課		財産管理費		86,520		70,871		-15,649				工事請負費の減、土地開発基金の廃止にともなう用地購入費の減 コウジウケオイヒゲントチカイハツキキンハイシヨウチコウニュウヒゲン

		用地管財課		高陽会館管理運営費		27,697		0		-27,697				施設の廃止 シセツハイシ

		用地管財課		レインボーセンター管理運営費		18,502		17,034		-1,468				営繕修繕費の減 エイゼンゲン

		用地管財課		用地取得管理費		5,508		4,926		-582				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		用地管財課		雁木通りプラザ管理運営費		173,021		30,840		-142,181				用地買戻しの完了 ヨウチカイモドカンリョウ

		用地管財課		厚生南会館管理運営費		62,079		0		-62,079				施設の廃止 シセツハイシ

		用地管財課		駐車場管理費		2,085		1,205		-880				工事の完了 コウジカンリョウ

		用地管財課		リージョンプラザ上越施設整備事業		31,050		0		-31,050				外壁改修工事の完了 カンリョウ

		用地管財課		高田駅前コミュニティルーム管理運営費		28,228		27,968		-260				電気料の減 デンキリョウゲン

		子育て支援課		こどもの家管理運営費		43,094		41,670		-1,424				こどもの家トイレ洋式化工事の完了 カンリョウ

		子育て支援課		三世代交流プラザ管理運営費		5,632		5,133		-499				修繕費の減

		子育て支援課		子育て支援事業		4,069		3,808		-261				アンケート業務の完了による減 ギョウムカンリョウゲン

		子育て支援課		公立保育所施設整備事業		492,378		169,045		-323,333				春日保育園の改築完了による減 カスガホイクエンカイチクカンリョウゲン

		子育て支援課		放課後児童クラブ運営費		226,215		210,070		-16,145				運営委託料の減 ウンエイイタクリョウゲン

		子育て支援課		ファミリーサポートセンター運営事業		6,476		6,344		-132				会報誌の印刷費の減 カイホウシインサツヒゲン

		子育て支援課		こどもセンター運営事業		11,993		11,650		-343				運営委託料の減 ウンエイイタクリョウゲン

		子育て支援課		児童遊園管理運営費		3,652		3,418		-234				運営費の減 ウンエイヒゲン

		子育て支援課		ふれあい交流センター管理運営費		3,442		50		-3,392				一部施設の解体完了による工事費の減 イチブシセツカイタイカンリョウコウジヒゲン

		子育て支援課		児童遊園整備事業		8,000		0		-8,000				公園整備工事の完了 カンリョウ

		保険年金課		国民年金費		4,703		4,281		-422				システム改修の進展による委託料の減 カイシュウシンテンイタクリョウゲン

		保険年金課		老人保健特別会計繰出金		1,570,574		297,906		-1,272,668				後期高齢者医療制度の開始に伴う繰出金の減 コウキコウレイシャイリョウセイドカイシトモナクリダキンゲン

		保険年金課		後期高齢者医療制度準備事業		111,872		0		-111,872				後期高齢者医療制度の開始に伴う準備経費の減 コウキコウレイシャイリョウセイドカイシトモナジュンビケイヒゲン

		市民課		住居表示整理費		6,066		197		-5,869				住居表示業務の完了による委託料の減 ジュウキョヒョウジギョウムカンリョウイタクリョウゲン

		市民課		三和井ノ口簡易郵便局管理費		1,411		1,393		-18				職員人件費の減 ショクインジンケンヒゲン

		環境企画課		環境審議会等運営事業		994		873		-121				運営費の減 ウンエイヒゲン

		環境企画課		環境基本計画推進事業		2,106		1,250		-856		廃止・休止 ハイシキュウシ		環境モニターの廃止、講演会の休止 カンキョウハイシコウエンカイキュウシ

		環境企画課		環境マネジメントシステム事業		4,233		1,927		-2,306				臨時職員の削減 リンジショクインサクゲン

		環境企画課		環境学習施設管理運営事業		34,867		33,763		-1,104				嘱託職員体制の見直し ショクタクショクインタイセイミナオ

		環境企画課		大気汚染対策事業		6,711		6,375		-336				分析手数料の変更に伴う減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナゲン

		環境企画課		騒音・振動対策事業		6,381		4,824		-1,557				備品購入完了による減 ビヒンコウニュウカンリョウゲン

		環境企画課		公害対策管理費		4,077		3,975		-102				嘱託職員体制の見直し ショクタクショクインタイセイミナオ

		環境企画課		自然環境保全推進事業		8,981		8,133		-848				自然環境保全地域指定に伴う看板設置業務の完了による経費減 シゼンカンキョウホゼンチイキシテイトモナカンバンセッチギョウムカンリョウケイヒゲン

		環境企画課		鳥獣保護事業		1,186		434		-752				委託業務の見直しによる委託料の減 イタクギョウムミナオイタクリョウゲン

		環境企画課		地球温暖化対策事業		2,652		2,183		-469				委託業務の完了による委託料の減 イタクギョウムカンリョウイタクリョウゲン

		環境企画課		省エネルギー・新エネルギー普及推進事業		3,310		3,113		-197				イベントの廃止による経費減 ハイシケイヒゲン

		環境企画課		地球環境特別会計繰出金		21,870		21,465		-405				繰出金の見直し減 クリダキンミナオゲン

		環境企画課		柿崎区大気汚染対策事業		400		357		-43				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		頸城区大気汚染対策事業		927		826		-101				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		三和区大気汚染対策事業		672		525		-147				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		大島区水質汚濁対策事業		85		0		-85				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		牧区水質汚濁対策事業		57		0		-57				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		柿崎区水質汚濁対策事業		188		0		-188				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		大潟区水質汚濁対策事業		1,709		0		-1,709				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		頸城区水質汚濁対策事業		527		43		-484				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		中郷区水質汚濁対策事業		1,063		5		-1,058				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		板倉区水質汚濁対策事業		107		0		-107				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		清里区水質汚濁対策事業		36		0		-36				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		三和区水質汚濁対策事業		85		0		-85				分析手数料の変更に伴う手数料の減 ブンセキテスウリョウヘンコウトモナテスウリョウゲン

		環境企画課		柿崎区公害対策管理費		7		0		-7				消耗品費の減 ゲン

		環境企画課		頸城区公害対策管理費		7		2		-5				消耗品費の減

		生活環境課		一部事務組合負担金		125,998		122,698		-3,300				ごみ処理施設の維持管理経費の減 ショリシセツイジカンリケイヒゲン

		生活環境課		し尿収集事業		97,861		92,575		-5,286				し尿汲み取り量の減少に伴う委託料の減 ニョウクトリョウゲンショウトモナイタクリョウゲン

		生活環境課		生活環境保全美化対策事業		40,943		39,076		-1,867				ビーチクリーンキーパー事業の廃止による減 ジギョウハイシゲン

		生活環境課		生活排水対策事業		144,872		89,480		-55,392				合併前町村で実施してきた上乗せ補助の廃止による補助金の減 ガッペイマエチョウソンジッシウワノホジョハイシホジョキンゲン

		生活環境課		廃食用油再生化事業		586		229		-357				処理単価の引き下げに伴う減 ショリタンカヒサトモナゲン

		環境施設課		し尿処理事業		514,074		485,705		-28,369				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		環境施設課		ごみ処理対策事業（環境施設課）		623,991		601,101		-22,890				施設運営委託料の減 シセツウンエイイタクリョウゲン

		環境施設課		清掃総務管理費（環境施設課）		5,951		5,138		-813				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		危機管理企画課		危機管理費		4,199		948		-3,251		廃止・休止 ハイシキュウシ		ＮＢＣテロ訓練の実施方法の見直しによる減、市民周知パンフレット印刷終了による減 クンレンジッシホウホウミナオゲンシミンシュウチインサツシュウリョウゲン

		危機管理企画課		災害対策企画費		744,800		735,685		-9,115				洪水ハザードマップ作成完了による減 コウズイサクセイカンリョウゲン

		防災安全課		交通安全施設費		111,686		108,676		-3,010				街灯新設箇所数の減による工事費の減 ガイトウシンセツカショカズゲンコウジヒゲン

		防災安全課		冬期集落保安要員設置事業		3,354		3,335		-19				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		防災安全課		常備消防費		2,134,955		2,099,721		-35,234				消防事務組合への負担金の減 ショウボウジムクミアイフタンキンゲン

		防災安全課		消防団活動費		136,303		124,166		-12,137				事務経費の減 ジムケイヒゲン

		防災安全課		消防施設管理費		64,528		58,854		-5,674				維持経費の減 イジケイヒゲン

		防災安全課		消防施設整備事業		154,060		132,096		-21,964				備品購入費の減 ビヒンコウニュウヒゲン

		防災安全課		水防管理費		1,057		321		-736				備品購入費の減 ビヒンコウニュウヒゲン

		防災安全課		災害対策費		152,612		125,912		-26,700				備品購入費の減 ビヒンコウニュウヒゲン

		防災安全課		安全・安心まちづくり推進事業		23,674		10,181		-13,493				安全安心まちづくり推進パトロールの休止による減 アンゼンアンシンスイシンキュウシゲン

		農政企画課		芙蓉荘管理運営費		6,541		5,939		-602				各種経費の見直し削減、総合管理業務委託内容の見直し カクシュケイヒミナオサクゲンソウゴウカンリギョウムイタクナイヨウミナオ

		農政企画課		ラーバンセンター管理運営費		7,690		6,036		-1,654				屋上防水修繕工事の完了、総合管理業務委託内容の見直し オクジョウボウスイシュウゼンコウジカンリョウソウゴウカンリギョウムイタクナイヨウミナオ

		農政企画課		農村地区多目的集会所管理運営費		1,862		1,312		-550				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		農政企画課		農業総務管理費		8,413		7,807		-606				農政広報事業の見直し、上越地域農業振興協議会の事業の見直し ノウセイコウホウジギョウミナオジョウエツチイキノウギョウシンコウキョウギカイジギョウミナオ

		農政企画課		リフレッシュビレッジ事業		36,775		32,837		-3,938				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		農政企画課		農業・農村ネットワーク事業		9,029		6,654		-2,375				自動火災報知機取付工事の完了、掃除用具交換回数の見直し ジドウカサイホウチキトツコウジカンリョウソウジヨウグコウカンカイスウミナオ

		農政企画課		農林水産業融資支援事業		444,098		354,998		-89,100				借受者の減少に伴う貸付金の減 カリウケシャゲンショウトモナカシツケキンゲン

		農政企画課		越後里山活性化特区事業		2,208		0		-2,208		廃止・休止 ハイシキュウシ		事業の廃止 ジギョウハイシ

		農政企画課		浦川原区農村地区多目的集会所管理運営費		2,155		1,613		-542				地域事業費への組替えによる チイキジギョウヒクミカ

		農政企画課		大島区農村地区多目的集会所管理運営費		5,536		1,692		-3,844				屋根塗装修繕の完了 ヤネトソウシュウゼンカンリョウ

		農政企画課		柿崎区農村地区多目的集会所管理運営費		208		188		-20				節約による光熱水費等の削減 セツヤクヒカリネツミズヒナドサクゲン

		農政企画課		名立区農村地区多目的集会所管理運営費		3,802		938		-2,864				耐震診断調査委託の完了、修繕工事の完了 タイシンシンダンチョウサイタクカンリョウシュウゼンコウジカンリョウ

		農政企画課		柿崎区農業・農村ネットワーク事業		1,876		1,824		-52				施設維持修繕の完了 シセツイジシュウゼンカンリョウ

		農政企画課		頸城区農業・農村ネットワーク事業		4,499		4,479		-20				委託料の見直し イタクリョウミナオ

		農政企画課		浦川原区地域農業推進事業		201		188		-13				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		農政企画課		牧区都市・農村交流促進事業		25		24		-1				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		農政企画課		三和区都市・農村交流促進事業		95		90		-5				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		農政企画課		牧区越後里山活性化特区事業		832		0		-832				他事業に移管 ホカジギョウイカン

		農政企画課		アグリビジネス創出支援事業		1,174		872		-302				委託内容の見直し イタクナイヨウミナオ

		農政企画課		食育推進支援事業		10,260		5,194		-5,066				委託内容の見直し、安全･安心講座経費見直し イタクナイヨウミナオアンゼンアンシンコウザケイヒミナオ

		農政企画課		上越米輸出促進事業		4,550		2,019		-2,531				中国市場調査委託料及び国際見本市出展委託料の見直し チュウゴクシジョウチョウサイタクリョウオヨコクサイミホンイチシュッテンイタクリョウミナオ

		農政企画課		上越米ブランド事業		34,729		4,322		-30,407		廃止・休止 ハイシ		環境にやさしい農業推進事業補助金の廃止、施設整備補助事業の完了、委託業務の完了、上越米高品質化施設整備補助金の廃止、カバープランツ植栽補助金の廃止 ハイシシセツセイビホジョジギョウカンリョウイタクギョウムカンリョウハイシハイシ

		農政企画課		農政広報事業		1,170		0		-1,170				事業の見直し ジギョウミナオ

		農政企画課		牧区農村地区多目的集会所管理運営費		1,523		0		-1,523				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		農業振興課		一部事務組合負担金		5,580		637		-4,943				一部事務組合の解散による負担金の減 イチブジムクミアイカイサンフタンキンゲン

		農業振興課		自然循環型農業推進事業		20,220		29,115		8,895		廃止・休止 ハイシ		稲わら腐熟促進剤購入事業費補助金の廃止 ハイシ

		農業振興課		園芸振興事業		15,678		11,649		-4,029		廃止・休止 ハイシ		地区園芸部会活動費補助金の廃止。補助事業対象者の減少による補助金の減 チクエンゲイブカイカツドウヒホジョキンハイシホジョジギョウタイショウシャゲンショウホジョキンゲン

		農業振興課		担い手育成確保支援事業		155,838		164,919		9,081		廃止・休止 ハイシ		上越市イッキに担い手農地集積事業助成金の廃止、担い手農業者組織育成支援補助金の廃止、担い手組織設立支援事業費補助金の廃止 ハイシハイシハイシ

		林業水産課		市民の森整備事業		18,470		18,413		-57				修繕工事費の減 シュウゼンコウジヒゲン

		林業水産課		松くい虫対策事業		11,411		9,333		-2,078				松くい虫防除事業委託内容の見直し ナイヨウミナオ

		林業水産課		森林保育管理事業		13,715		12,049		-1,666				市営分収林整備委託内容の見直し ナイヨウミナオ

		林業水産課		林業振興補助費		3,351		2,110		-1,241		廃止・休止 ハイシ		森林整備地域活動支援交付金の減、くびき野森林組合補助金の廃止 ゲンハイシ

		林業水産課		林道土口東線整備事業		534		0		-534				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		林業水産課		広域基幹林道南葉高原線開設事業		8,611		900		-7,711				工事の完了 コウジカンリョウ

		林業水産課		林道難波線改築事業		1,837		0		-1,837				整備工事の完了 セイビコウジカンリョウ

		林業水産課		南葉高原キャンプ場管理運営費		11,942		11,205		-737				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		林業水産課		海洋フィッシングセンター管理運営費		8,100		5,180		-2,920				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		林業水産課		水産業活性化対策事業		5,435		3,861		-1,574		廃止・休止 ハイシ		補助メニューの見直し、大型クラゲ対策事業補助金の廃止、さけ加工試験研究事業補助金、船巻揚施設改良事業補助金 ホジョミナオハイシ

		林業水産課		林道西横山東吉尾線整備事業		17,288		13,648		-3,640				工事区間の減少 コウジクカンゲンショウ

		林業水産課		漁港漁村活性化事業（フィッシャリーナ）		69,777		9,864		-59,913				西防波堤延伸工事の完了 ニシボウハテイエンシンコウジカンリョウ

		林業水産課		山のこどもの国管理運営費		600		550		-50				需要費の減 ジュヨウヒゲン

		農村整備課		農村公園管理運営費		1,702		1,251		-451				修繕工事の完了 シュウゼンコウジカンリョウ

		農村整備課		農業用施設等維持管理費		159,770		168,084		8,314		廃止・休止 ハイシキュウシ		能動管理委託の廃止 ノウドウカンリイタクハイシ

		農村整備課		里のこどもの国整備事業		138,601		104,981		-33,620				管理棟工事の完了 カンリトウコウジカンリョウ

		農村整備課		農地、農業用施設災害復旧費		1		0		-1				工事の完了 コウジカンリョウ



※「廃止・休止」は事業内の全部又は一部が、
　廃止又は休止したもの



