
～人と自然が織りなす創造都市　五泉市～

■ 予算の規模
百万円未満四捨五入

※端数整理のため計数が一致しないことがあります。

水 道 事 業 会 計 1,973 百万円 △437 百万円 △18.1%

全 体 予 算 の 規 模 42,203 百万円 △1,794 百万円 △4.1%

川 東 財 産 区 一 般 会 計 4 百万円 増減なし 0.0%

後期高齢者医療特別会計 523 百万円 39 百万円 8.0%

下 水 道 事 業 特 別 会 計 3,199 百万円 △90 百万円 △2.8%

簡 易 水 道 特 別 会 計 887 百万円 13 百万円 1.5%

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 6,617 百万円 △154 百万円 △2.3%

介 護 保 険 特 別 会 計 6,097 百万円 40 百万円 0.7%

　平成28年度は、総合戦略による取り組みを進め、本市が成長し発展す
るための、新しい流れを創る予算と位置付けしました。
　「ごせんで育ち、ごせんが育つ。～みんなで創る　四季彩のまち～」
将来都市像の実現に向けて取り組みます。

一 般 会 計 の 予 算 規 模 22,903 百万円 △1,204 百万円 △5.0%

前年度比増減額 増減率

平成28年度当初予算案のポイント

“ごせんで育ち、ごせんが育つ。”
～ みんなで創る 四季彩のまち ～

（３つの柱）
○ 未 来 を 担 う 人 づ く り
○ 地域を支える活力づくり
○ 安全・安心の市民生活づくり

“住んでよかった 住みたいまち五泉”

2016.2.15 予算案報道資料
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■  一般会計予算の特徴

■ 市債と基金の28年度末見込額

※市債残高は、一般会計と特別会計の合計額です。

28年度一般会計市債発行額

400.0%

増減率

47,663 百万円 596 百万円 1.3%

595 百万円

4.2%

2,841 百万円

学校改築事業

△10.5%

借換債 1,141 百万円 669 百万円 70.5%

716 百万円 789 百万円 △9.2%

発行予定額 3,549 百万円 4,665 百万円 △23.9%

その他建設事業

臨時財政対策債

74 百万円 1,399 百万円 △94.7%

1,618 百万円

390 百万円 1,631 百万円

1,808 百万円

2,007 百万円 △125 百万円 △5.9%

28年度 27年度 増減率

9,443 百万円 163 百万円 1.8%

5,001 百万円 △255 百万円 △4.9%

28,400 百万円 155 百万円 0.5%

歳  出

28年度末見込額 前年度比増減額

公 債 費

3,715 百万円 151 百万円

3,579 百万円

56 百万円 2.0%

2,475 百万円 △2,050 百万円 △45.3%

19.9%

市 債

地 方 消 費 税 交 付 金

国 庫 支 出 金

3,549 百万円 △1,116 百万円 △23.9%

997 百万円 141 百万円 16.5%

人 件 費

2,408 百万円 △138 百万円 △5.4%

3,866 百万円 △153 百万円 △3.8%

寄 附 金 150 百万円 120 百万円

△14 百万円 △0.3%歳  入

物 件 費

扶 助 費

建 設 事 業 費

28年度

5,123 百万円

前年度比増減額 増減率

市 税

うち財政調整基金

基　金　残　高

うち一般会計

うち臨時財政対策債

市　債　残　高

合　併　特　例　債

28年度発行見込額 発行可能額

地 方 交 付 税 6,903 百万円 △173 百万円 △2.4%

-　2　-



村松桜中学校開校準備事業　48,113千円

　平成29年4月開校に向け、駐輪場の増設や通学バスの購入を行います。

グランドファミリー住まいる事業　7,000千円

ファミリー住まいる応援事業　76,520千円

五泉中学校改築事業　74,070千円

　改築事業の完了に向け、駐輪場やテニスコートの整備を行います。

公立保育園施設営繕・整備事業　42,615千円

　つくし保育園の外壁等の改修、村松第１保育園の沐浴施設・駐車場整備を行います。

ふるさと応援寄附金事業　78,733千円

ごせん起業者応援事業　2,100千円

金融対策事業　945,596千円

いきいきシニアプラザむらまつ整備事業　9,148千円

障害者地域活動支援センター整備事業　177,037千円

　総合会館1階にある虹工房を移転し、新たに整備を行います。

　商工団体と連携し、起業に関する指導や店舗改装費等を補助することで、商店街等の活
性化、雇用促進を図ります。

　中小企業者への各種制度資金の充実を図り、円滑な資金運用ができるよう金融支援を行
います。

新規

新規

安全・安心の市民生活づくり

総･継続

　高齢者が集える場所を整備し、介護予防事業を行うことで日々の生活に必要な健康・身
体機能の維持を目指します。

　寄附金額の拡大による歳入の確保、地元特産品の知名度向上、販路拡大を図るため、寄
附者に対して地元産品の贈呈を行います。

総･拡充

新規

拡充

拡充

拡充

地域を支える活力づくり

未来を担う人づくり

総･新規

総･継続

　既存の住宅リフォーム事業を拡充し、2～3世代同居の若い世代の定住促進を図るた
め、住宅改修費の一部を補助します。

　新婚世帯や子育て世帯を対象に住宅に係る経費の一部を補助することで、若い世代の定
住を支援し活気あるまちづくりを目指します。

主 要 な 事 業 （3つの柱）

-　3　-



総合会館改修事業　8,349千円

　総合会館大ホールの改修設計を行います。

複合施設建設事業　25,507千円

がん予防事業　76,346千円

総合会館管理棟建設事業　820,129千円

　総合会館管理棟の改築整備を行います。

防災基盤整備事業　26,757千円

　新潟県防災行政無線(Vサット)の更新整備を行います。

【27年度補正予算による主な繰越事業】

五泉ニット地域ブランド化事業　13,746千円

ごせん桜アロマ事業　8,929千円

　ごせん桜アロマの商品開発を推進し、ごせんの特産品化を図ります。

村松小学校大規模改造事業　140,040千円

　老朽化した屋内運動場の改修整備を行います。

　ニットの五泉ブランド化を推進し、地域ブランド確立のため後継者や技術者の育成を図
ります。

総･継続

拡充

総･継続

拡充

　乳・子宮頸がん検診の個別検診を選択可能とし、新たに胃がんリスク検診を行います。

拡充

新規

総･拡充

総･新規

　市内外からの人の交流・活動を生み出し、五泉市の文化振興・産業振興等の情報発信拠
点となる、複合施設建設に向けた基本設計を行います。
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■　人口ビジョン・総合戦略事業（予算事業ベース）

基本
目標 事業の名称 概　　　要 予算額 主担当課

育メン・育ママ推進事業
　企業等における従業員の出産・子育て等に関する理解を促進し、仕事と育児が
両立できる職場環境の整備・充実を図るため、出産・子育て等に対して積極的に
取り組みを行う事業所へ支援を行います。

354

グランドファミリー住まいる事業
　若い世代の定住促進を図るため、既存の住宅リフォーム事業を拡充し、新婚世
帯（二世代以上同居）及び子育て世帯（三世代以上同居）を対象に住宅改修費
の一部を助成します。

7,000

縁結び支援事業
　結婚を希望する男女の出会いを創出するため、イベントの実施や情報の発信を
行います。 1,072

妊産婦医療費助成事業
　妊産婦への医療費助成を行い、疾病の早期発見と早期治療を推進し、子育て
世帯の経済的負担の軽減を図ります。 7,170

子ども医療費助成事業
　高校卒業までの子どもの医療費助成を行い、子育て世帯の経済的負担の軽減
を図ります。 142,265

出産サポート事業
　出産時に妊婦を優先的に病院まで送る、タクシー移送制度を創設し不安の軽
減を図ります。 259

ファミリー子育て応援パスポート事業
　中学生までの子どもがいる世帯が、市内協賛店の特典が受けられる支援を行い
ます。 1,321

不妊治療助成事業 　妊娠を望む夫婦に不妊治療に要する費用の一部を助成します。 5,250

親支援講座事業
　子育ての不安感、負担感を和らげるとともに、育児の孤立化を予防するため、月
齢や年齢に合わせた新米ママの育児セミナー・親支援講座等を行います。 859

病児保育運営事業
　病気又は病気の回復期ある児童の一時的保育を行い、保護者の子育てと就労
の支援を行います。 10,508

放課後児童健全育成事業
　学童の健全育成と子育て支援及び福祉の増進を図るため、就労等により保護
者が昼間家庭にいない児童の放課後保育を実施します。 85,840

ファミリーサポートセンター運営事業
　子育て援助をしたい人と受けたい人への相互援助活動に関するアドバイスや
コーディネイトを行います。 2,282

子育て支援センター運営事業
　子育て情報の提供や悩み、不安などの相談に応じて子育て中の親の支援を行
います。 24,882

思春期保健事業
　将来親となる中学生・高校生の父性・母性を育み、お互いの性を尊重して自ら
の命の大切さを学ぶため、思春期教室及び赤ちゃんふれあい体験学習を開催し
ます。

257

バイリンガル育成事業
　県立高等学校の英語クラブにALTを講師として派遣して高等学校での外国語
活動を推進するとともに、英語科開設に向けて県に働きかけを行います。 288 学校教育課

寺子屋事業
　放課後の子どもの居場所づくりと自学自習の習慣づけによる、基礎学力向上を
図ります。 22,005 生涯学習課

新大＆五泉ブランド化事業
　高度な専門知識を持つ大学と連携し、地域の特性に合った農産物の高付加価
値化や、農産加工品の開発を取り組み、産学官連携の新たなまちづくりを目指し
ます。

84 企画政策課

五泉ニット地域ブランド化事業
【Ｈ27年度繰越】

　ニットの五泉ブランド化を推進し、地域ブランド確立のため後継者や技術者の育
成を図ります。 13,746

20歳のための地元ハローワーク事業
　若い世代の人材確保やU・Iターンによる定住促進を図るため、成人式などの機
会を捉えて若者に地元企業のPRをし、地元就職への情報提供を行います。 97

　人口減少の克服と将来に向けた持続的発展のため、「五泉市まち・ひと・しごと創生　人口ビジョン・総合戦略」に搭載した事業を実施
します。

　Ⅱ　産業の活力を高める

企画政策課

商工観光課

　Ⅰ　未来世代を守り育てる

こども課
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基本
目標 事業の名称 概　　　要 予算額 主担当課

若年者職業的自立支援事業
　若年無就業者の就業支援のため、若年者や保護者に対するセミナーの開催、
就職活動に対する支援、自立後の相談支援を行います。 288

ごせん起業者応援事業
　商工団体と連携し、起業に関する指導や店舗改装費等を補助することで、商店
街の活性化、雇用促進を図ります。 2,100

企業誘致推進事業
　企業情報の収集・意向調査を基にした企業訪問を実施し、企業誘致等を促進し
新たな雇用の創出を目指します。 2,507

経済活性化推進事業
　地場産業の活性化、中小企業の育成を図るため、住宅リフォーム事業やマイ
ホーム等建設などに補助します。 50,399

商業活性化支援事業
　地場産業の活性化、中小企業の育成を図るため、団体などが実施する商業活
性化事業に補助します。 6,864

金融対策事業
　中小企業者への各種制度資金の充実を図り、円滑な資金運用ができるよう金融
支援を行います。 945,602

工業活性化支援事業
　ニット工業、織物工業、木材製造業及び建築業等の関係組合の取り組みを支
援し、地場産業である繊維産業及び建築業等の振興を図ります。 1,020

まちづくり推進事業
　商店街の活性化を図るため人が集う、まちなか賑わい創造事業として、市民が
まちなかを回遊するような仕組みづくりを商店街と連携して実施します。 5,616

総合戦略作物（エゴマ）栽培推進事業 　エゴマを総合戦略作物と位置づけ、作付面積の拡大、特産品化を目指します。 30

ＣＬＴ製造工場誘致事業
　CLT製造工場誘致に向け、先進地の視察研修を行い、CLTに関する知識の習
得と五泉市の魅力(立地条件、メリット等)発信を行います。 206

地力パワーアップ推進事業
　土づくり資材購入・散布に対する支援により地力を向上させ、五泉産米の品質
向上を図ります。 27,672

水田農業構造改革対策事業
　補助事業を有効に活用しながら、転作作物の生産を確立し、農家所得の向上
を図ります。 23,200

林道等整備・維持管理事業
　新植、利用間伐、枝打ち等の保育施業を支援し、林業経営に不可欠な道路網
の整備を支援し、森林施業の推進と林業就業者の増加を図ります。 9,614

空き家対策事業
　空き家に関する利活用対策やUターン、Ⅰターン希望者への移住・定住の促進
を図ります。 949 環境保全課

ファミリー住まいる応援事業
　新婚世帯や子育て世帯を対象に住宅に係る経費の一部を補助することで、若
い世代の定住を支援し活気あるまちづくりを目指します。 76,520

五泉ふるさと同窓会応援事業
　Uターン促進と地域経済活性化のため、市内の学校等を卒業した者が同窓会を
開催した場合、経費の補助を行います。 1,145

地域おこし協力隊事業
　市外から地域おこし協力隊員を受け入れ、地域の課題解決とごせんのPR活動
を行い、定住、定着の促進を図ります。 70

The Gosen brand ごせん桜アロマ事業
【Ｈ27年度繰越】

　ごせん桜アロマの商品開発を推進し、ごせんの特産品化を図ります。 8,929

観光振興事業 　当市を訪れる観光客数と経済効果の増加に向けた支援を行います。 26,729

五泉応援団交流ネットワーク事業
　首都圏在住の五泉出身者との「人・もの・情報」の交流を盛んにするとともに、
パートナーとしてアドバイスや情報提供を受け地域の活性化を図ります。 2,492

五泉ライド事業 　競わないサイクリング大会開催誘致に向けた準備を行います。 40

合宿誘致促進事業
　大学などの部活、サークル活動の合宿誘致を行うことで、交流人口の拡大を図
ります。 1,289

複合施設建設事業
　市内外からの人の交流・活動を生み出し、五泉市の文化・産業振興等の情報発
信拠点となる、複合施設建設に向けた基本設計を行います。 25,507 都市整備課

企画政策課

商工観光課

スポーツ推進課

　Ⅲ　五泉の魅力をつなげる

商工観光課

農林課
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基本
目標 事業の名称 概　　　要 予算額 主担当課

元気出せごせん 若者ワークショップ事業
　児童、生徒、学生などを含めた多世代でのワークショップを通じて五泉の魅力を
再発見し、まちづくりを進めます。 502

生活路線バス支援事業
　民営バス事業者が運行する生活路線バスの維持を図るため、運行欠損金への
補助により、生活路線バスの維持・確保を図ります。 11,592

地域公共交通活性化・再生総合事業
　ふれあいバス、乗り合いタクシーさくら号を運行し、公共交通の維持・確保を図り
ます。 51,621

ごせんまるごとヘルシーガイドブック事業
　「食」という視点に的を絞ったガイドブックの作成に向けてワーキングチームを設
置し、内容の検討を行います。 207

がん予防事業
　乳・子宮頸がん検診の個別検診を選択可能とし、新たに胃がんリスク検診を行
います。 76,346

救急医療対策事業
　救急指定病院及び五泉市東蒲原郡医師会が設置・運営する平日夜間診療所
への支援を行うことで、救急医療の確保を図ります。 25,327

在宅介護支援センター運営事業
　介護予防の推進を図るとともに、身近な相談窓口として高齢者やその家族への
相談支援を行います。 13,750

家族支援事業
　介護における心身の悩みや経済的負担を抱える家族に対し、様々なサービス
を提供し、在宅介護の継続を支援します。 18,925

特定健康診査等事業
　特定健康診査の受診率の向上を図り、受診者の生活習慣の見直しや改善を促
し、将来の医療費削減を図ります。 34,641 市民課

マイ消防団パスポート事業
　消防団員への特典、優遇を提供する事業所の協賛を募り、団員の確保を図りま
す。 773

救急救助活動業務
　救命処置用資機材等を配備し、災害から市民の生命・身体及び財産を保護し
ます。 4,934

健康増進・体力づくり事業
　「健康ウォーク」や「健康増進・体力づくり教室」等を開催し、健康維持や体力増
進の場を提供します。 10,331 スポーツ推進課

防犯等対策事業 　防犯カメラの設置を行い安心・安全に暮らせるまちづくりを目指します。 1,734

防災関係業務
　防災と自助・共助・公助への理解度を高め、自主防災組織率アップに向け、防
災用資機材購入等に支援し、組織設立の向上を図ります。 6,072

手綱（リーダーシップ）と絆（交流）事業
　職員の民間企業への派遣及び民・官の勉強会を行い、街の活性化とともに企
業の活性化につなげます。 196

水防事業
　五泉地域防災計画（水防計画）に基づき、速やかに実行できるよう準備を進め、
市民の防災意識の一層の普及啓発を図ります。 5,329

除雪事業
　冬期間における道路交通の確保を図り、快適な住環境を図り、道路除雪機械を
購入し、除雪体制の整備強化を図ります。 224,184

　Ⅳ　確かな暮らしを充たす

総務課

都市整備課

健康福祉課

高齢福祉課

消防本部

企画政策課
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（主要な事業の再掲があります。）

～笑顔あふれ、いきいきと暮らしているまち～

村松桜中学校開校準備事業　48,113千円

　平成29年4月開校に向け、駐輪場の増設や通学バスの購入を行います。

障害者地域活動支援センター整備事業　177,037千円

　総合会館1階にある虹工房を移転し、新たに整備を行います。

総合会館改修事業　8,349千円

　総合会館大ホールの改修設計を行います。

東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ招致事業　162千円

合宿誘致促進事業　1,289千円

　大学などの部活、サークル活動の合宿誘致を行うことで、交流人口の拡大を図ります。

五泉ライド事業　40千円

　競わないサイクリング大会開催誘致に向けた準備を行います。

バイリンガル育成事業　288千円

　高校の英語クラブにALTを派遣し外国語活動の推進を図ります。

障害者地域活動支援センター事業　51,025千円

　障がい者の日中活動をサポートするとともに、社会参加を支援します。

特別支援教育推進事業　76,478千円

五泉中学校改築事業　74,070千円

　改築事業の完了に向け、駐輪場やテニスコートの整備を行います。

障害者地域生活支援サービス費等給付事業　31,550千円

　日常生活用具の給付に人工喉頭を追加、障がい者合同フォーラムを開催します。

学校給食調理業務委託事業　97,741千円

　五泉東、巣本、橋田小学校の給食調理業務の民間委託を行います。

適応指導教室事業　8,250千円

　不登校の児童生徒が学校へ復帰できるよう指導員を増員配置し支援を行います。

　事前キャンプを招致し、世界レベルの技を身近に見ることで、スポーツ人口の増加を図り
ます。

　介助員・学習指導補助員を増員し、特別支援学級の増設を3学級行います。

いきいきの泉水

拡充

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

総･新規

新規

総･新規

総･新規

拡充

新規

新規

平 成 ２8 年 度 当 初 予 算 案 の 概 要

誰もが生きがいをもち、いきいきと暮らすことができるよう、一人ひとりの自主性や個性を
尊重し、たくましく生きる力を育む環境づくりや、いつでもどこでも学習や運動のできる機会
を充実し、笑顔のあふれるまちづくりを進めます。
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総合会館管理棟建設事業　820,129千円

　総合会館管理棟の改築整備を行います。

体育施設管理運営事業　73,740千円

　陸上競技場の第4種公認継続に向けた整備を行います。

図書貸し出し事業　83,106千円

　ホールの吊天井等の耐震改修整備を行います。

～信頼あふれ、安心して暮らしているまち～

いきいきシニアプラザむらまつ整備事業　9,148千円

五泉地域包括支援センター管理運営事業　6,750千円

　高齢者の総合相談窓口として、南本町に新しく移転し業務を行います。

年金生活者等支援臨時福祉給付金事業　211,987千円

出産サポート事業　259千円

ごせんまるごとヘルシーガイドブック事業　207千円

　食をテーマにしたガイドブックの作成を行います。

マイ消防団パスポート事業　773千円

がん予防事業　76,346千円

防犯等対策事業　1,734千円

　防犯カメラの設置を行い安心・安全に暮らせるまちづくりを目指します。

縁結び支援事業　1,072千円

公立保育園施設営繕・整備事業　42,615千円

　つくし保育園の外壁等の改修、村松第１保育園の沐浴施設・駐車場整備を行います。

　乳・子宮頸がん検診の個別検診を選択可能とし、新たに胃がんリスク検診を行います。

　出産時に妊婦を優先的に病院まで送る、タクシー移送制度を創設し不安の軽減を図りま
す。

　消防団員への特典、優遇を提供する事業所の協賛を募り、団員の確保を図ります。

　結婚を希望する男女の出会いを創出するため、イベントの実施や情報の発信を行います。

　平成27年度の臨時福祉給付金対象者のうち、65歳以上となる人に3万円を支給します。

　高齢者が集える場所を整備し、介護予防事業を行うことで日々の生活に必要な健康・身体
機能の維持を目指します。

安 心 の 泉 水

拡充

総･新規

総･新規

新規

新規

総･拡充

拡充

総･拡充

新規

総･新規

拡充

拡充

総･拡充

誰もが不安なく、安心して暮らすことができるよう、子育て支援の充実や心身の健康を守る
ための環境づくりを進めるとともに、防犯・防災に努め、万一の場合でも迅速に対応し、安全
な生活を守ることのできる、信頼のあふれたまちづくりを進めます。
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健康づくり推進事業　639千円

妊婦健康診査事業　32,486千円

臨時福祉給付金事業　61,700千円

消防団施設整備事業　10,016千円

防災基盤整備事業　26,757千円

　新潟県防災行政無線(Vサット)の更新整備を行います。

環境保全啓発事業　7,299千円

　次期環境基本計画の策定を行います。

～交流あふれ、ふれいあい豊かに暮らしているまち～　

市民の国際感覚の育成事業　6,555千円

　中学生海外派遣事業への補助を行い、参加しやすい環境を整えます。

福祉会館管理運営事業　17,987千円

　福祉会館駐車場の駐車台数増加に向けた整備を行います。

～賑わいあふれ、活気がある暮らしをしているまち～　

グランドファミリー住まいる事業　7,000千円

　総合型地域スポーツクラブヴィガへの委託により、健康体操＋10きなせやエクササイズの
普及を図ります。

　既存の住宅リフォーム事業を拡充し、2～3世代同居の若い世代の定住促進を図るため、住
宅改修費の一部を補助します。

　消防団施設の機能向上を図るため、消防器具置場及びホース乾燥柱の更新を行います。

　市民税非課税者に3千円、同対象者のうち、障害・遺族基礎年金受給者に3万円を支給しま
す。

活 気 の 泉 水

拡充

拡充

拡充

拡充

ふれあいの泉水

拡充

拡充

拡充

　安心して出産ができるよう子宮頸がん検診を新たに追加し、妊婦健康診査を充実します。

継続

総･新規

誰もがともに支えあい、ふれあい豊かに暮らすことができるよう、地域ぐるみで青少年を育
み、障がい者などが地域の中で自立した生活を送ることのできる環境づくりを進めるとともに、
多様な文化ともふれあえる、交流のあふれたまちづくりを進めます。

誰もが活力に満ち、活気がある暮らしができるよう、地域の産業を支え、担い手となる人材
を育成し、新たな産業育成を図るとともに、魅力ある産業や観光などによって市内外から人が
集まる、賑わいのあふれたまちづくりを進めます。
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ファミリー住まいる応援事業　76,520千円

ふるさと応援寄附金事業　78,733千円

複合施設建設事業　25,507千円

育メン・育ママ推進事業　354千円

　出産・子育てに対して積極的な取り組みを行う事業所を支援します。

20歳のための地元ハローワーク事業　97千円

CLT製造工場誘致事業　206千円

　CLT製造工場誘致に向けた調査、研究を行います。

総合戦略作物(エゴマ)栽培推進事業　30千円

新大＆五泉ブランド化事業　84千円

　産学官連携による新たな特産品開発を進めます。

地域おこし協力隊事業　70千円

元気出せごせん若者ワークショップ事業　502千円

五泉ふるさと同窓会応援事業　1,145千円

　市外在住者が参加する、同窓会経費の一部に補助を行います。

ごせん起業者応援事業　2,100千円

観光振興事業　26,729千円

　当市を訪れる観光客数と経済効果の増加に向けた支援を行います。

農作物生産推進事業　19,050千円

　農作物の品質と生産性の向上を図るため、川東地区の風速計設置に補助を行います。

農業基盤整備事業　133,456千円

　農業基盤の整備・確立を図るため、桑山川湛水防除計画の作成を行います。

若年者職業的自立支援事業　288千円

　セミナーの開催、就職相談等により若年者や保護者への就業支援を行います。

　市外から地域おこし協力隊員を受け入れ、地域の課題解決とごせんのPR活動を行い、定
住、定着の促進を図ります。

総･新規

　市内外からの人の交流・活動を生み出し、五泉市の文化振興・産業振興等の情報発信拠点
となる、複合施設建設に向けた基本設計を行います。

　エゴマを総合戦略作物と位置づけ、作付面積の拡大、特産品化を図ります。

総･新規

　新婚世帯や子育て世帯を対象に住宅に係る経費の一部を補助することで、若い世代の定住
を支援し活気あるまちづくりを目指します。

　寄附金額の拡大による歳入の確保、地元特産品の知名度向上、販路拡大を図るため、寄附
者に対して地元産品の贈呈を行います。

　商工団体と連携し、起業に関する指導や店舗改装費等を補助することで、商店街等の活性
化、雇用促進を図ります。

　児童、生徒、学生などを含めた多世代でのワークショップを通じて五泉の魅力を再発見
し、まちづくりを進めます。

　若い世代に対して、地元就職によるＵターンを実現するため、情報提供を行います。

拡充

総･新規

総･新規

総･拡充

拡充

拡充

総･拡充

総･新規

総･新規

総･継続

総･新規

総･新規

総･継続

総･新規
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金融対策事業　945,596千円

～潤いあふれ、快適に暮らしているまち～　

空き家対策事業　949千円

五泉駅周辺整備事業　332,397千円

公園等の維持管理事業　14,055千円

村松・城跡公園施設維持管理事業　34,140千円

基本構想・基本計画の実現のために ～市民協働と信頼による自立したまち～

第2次総合計画策定事業　14,746千円

市有財産管理経費　57,956千円

　旧塵芥焼却場の取り壊しを行います。

手綱(リーダーシップ)と絆(交流)事業　196千円

　職員の民間企業への派遣、民・官の勉強会を行います。

本庁舎等管理業務　87,414千円

　庁内無線LAN（WiFi)や公用車駐車場の整備を図ります。

情報システム管理事業　118,604千円

　次期電算システム更改に向けて、調査検討を行います。

支所庁舎建設事業　16,308千円

　住民サービスへの影響を最小限にして、新庁舎への移転を行い業務を開始します。

　村松公園の園路舗装や城跡公園便所の整備を行います。

　空き家に関する利活用対策やUターン、Ⅰターン希望者への移住・定住の促進を図りま
す。

　東公園に芍薬の植栽を行い、花シリーズの観光客の増加を図ります。

拡充

　五泉駅周辺の交通機能改善と賑わい再生に向けて、南っ子学童クラブやこども広場などの
一体的な整備を図ります。

快 適 の 泉 水

拡充

継続

拡充

拡充

新規

拡充

総･新規

新規

総･新規

総･継続

　1次計画の課題を検証し、今後のまちづくりの指針となる第2次総合計画の策定を行いま
す。

　中小企業者への各種制度資金の充実を図り、円滑な資金運用ができるよう金融支援を行い
ます。

誰もが不自由なく、快適に暮らすことができるよう、居住環境や公共交通網などの整備によ
り日常生活における利便性の向上を図るとともに、地球環境に配慮した循環型社会の構築を進
め、潤いのあふれたまちづくりを進めます。
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