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１　市税　４９億１０百万円　（対前年度　＋６５百万円　＋１.３％）

 ・個人市民税　１７億３４百万円（＋２５百万円　＋１.５％）・法人市民税　２億５３百万円（＋４８百万円　＋２３.６％）

２　地方譲与税及び交付金（※）　２０億４２百万円　（対前年度　　＋２億６百万円　＋１１.２％）

・地方消費税交付金　１３億４０百万円（＋２億３０百万円　＋２０.７％）
（※）交付金　３款利子割交付金～１１款地方特例交付金、１３款交通安全特別交付金

３　地方交付税等（（１）＋（２））　２０７億円　（対前年度　　増減なし）

（１）実質的な普通交付税（①＋➁）　１８８億円　（対前年度　　増減なし）

①普通交付税　　１８６億円　（対前年度　　＋９億円　　＋５.１％）

➁臨時財政対策債　２億円　（対前年度　　△９億円　△８１.８％）

（２）特別交付税　１９億円　（対前年度　　増減なし）

４　国県支出金　７８億４１百万円　（対前年度　　＋３億２４百万円　＋４.３％）

・（国）（県）地域社会維持推進交付金　１２億８１百万円（＋３億９８百万円　＋４５.１％）
・（国）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　２億３百万円（＋１億４６百万円　＋２５６.２％）

５　市債　４８億５９百万円　（対前年度　　△１４億８１百万円　△２３.４％）

・合併特例債　１９億４４百万円（＋１４億６百万円　＋２６１.３％）
・臨時財政対策債　２億円（△９億円　△８１.８％）
・借換債　（△１０億８４百万円　皆減）
・民生債、衛生債　４５百万円（△９億２７百万円　９５.４％）

６　基金繰入金　２７億８１百万円　（対前年度　　△２億５百万円　△６.９％）

・財政調整基金繰入金　１３億４０百万円（△２億７０百万円　△１６.８％）

１　義務的経費　１８５億５百万円　（対前年度　△１３億３７百万円　△６.７％）

・人件費　７９億７７百万円（△８百万円　△０.１％）
・扶助費　４１億４１百万円（＋６６百万円　＋１.６％）
・公債費　６３億８７百万円（△１３億９５百万円　△１７.９％）（借換債除き△３億１０百万円　△４.６％）

２　普通建設事業費　７２億２百万円　（対前年度　＋１億３６百万円　＋１.９％）

（１）合併特例債事業　２２億２８百万円（＋１６億４４百万円　＋２８１．２％）

・（継続費）庁舎整備費 ２０億６９百万円　・（継続費）両津公民館解体費 １億２百万円

・（継続費）相川消防署高千出張所建設事業 １６百万円　・相川消防署高千出張所建設事業 ３９百万円

・体育施設整備費（小木体育館解体）１百万円

・総合多目的施設整備費（南佐渡離島開発総合センター解体）１百万円

令和４年度一般会計当初予算について

　一般会計の予算規模　４５３.６億円
前年度比△１.８億円（△０.４％）　　令和３年度 ４５５.４億円

令和４年度
当初予算

令和３年度
補正予算（繰越分）

令和４年度
一体的予算

４５３.６億円４３.５億円

うち新型コロナ対策
４.６億円

うち新型コロナ対策
２３.２億円

　新型コロナウイルス感染症の動向を注視しつつ、財源確保の徹底や歳出の見直しを行った一方
で、老朽化に伴う公共施設等の維持管理・更新や地域医療の確保などの喫緊の課題に対応する
とともに、新たな総合計画を踏まえ、重点施策として掲げる事業に集中的に取り組む予算として編
成。

（１～３月補正）

＋ →

４９７.１億円

うち新型コロナ対策
２７.８億円

★ 国の「１６か月予算」の考え方と連動して、令和３年度補正
 　 予算と一体的に編成

歳入の特徴

歳出の特徴
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（２）その他普通建設事業　４９億７３百万円（△１５億８百万円　△２３.３％）

・高質空間形成施設整備事業　１億４１百万円　・道路橋りょう維持補修事業　４億７３百万円

・（継続費）加茂小学校長寿命化整備費　１億１４百万円　
・（継続費）相川郷土博物館耐震改修費　１億１４百万円

３　補助費等　６８億５８百万円　（対前年度　＋８億３２百万円　＋１３.８％）

・航路運賃低廉化事業補助金　８億４１百万円（＋２億８０百万円　＋５０.０％）
・雇用機会拡充事業補助金　６億７２百万円（＋２億５２百万円　＋６０.０％）
・事業復活支援金（新型コロナ対策）　１億１百万円（皆増）
・成長祝金等（多子世帯出産成長祝金事業）　７３百万円（皆増）
・公的病院運営費補助金　１億３７百万円（＋３８百万円　＋３８.４％）
・交流事業負担金（離島甲子園）　３８百万円（＋３６百万円　＋１８００.０％）

４　新型コロナウイルス感染症対策経費　４億６２百万円　（対前年度　＋８６百万円　＋２２.８％）

・ワクチン接種体制確保事業（新型コロナ対策）　１億８百万円（△１億６８百万円　△６０.８％）
・佐渡版事業復活支援金（新型コロナ対策）　１億２百万円（皆増）
・外部人材活用事業（新型コロナ対策）　４１百万円（皆増）
・インキュベーションセンター整備事業（新型コロナ対策）　３６百万円（＋１３百万円　＋５７.２％）
・快適な生活応援事業（新型コロナ対策）　３０百万円（皆増）

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

　目指せ！世界遺産登録！！「佐渡島の金山」関連事業

〔継続〕 世界遺産登録推進事業【世界遺産推進課】　35,337千円
　早期の世界遺産登録実現を目指し、イコモス現地審査及び書類審査への対応に万全を期すとともに、佐渡金
銀山の価値を守り伝え活用するための市民意識の醸成を図ります。

◎〔拡充〕 世界遺産史跡管理費【世界遺産推進課】　19,004千円
　世界遺産の構成資産となる西三川砂金山跡・鶴子銀山跡・相川金銀山跡の環境美化を行い、資産の保存と活
用を図ります。また、世界遺産登録に伴うイコモス現地審査に向けて、構成資産の環境整備に取り組み、審査の
準備を行います。

◎〔継続〕 世界遺産史跡保存整備費【世界遺産推進課】　70,908千円
　世界遺産の構成資産となる金子勘三郎家住宅主屋の保存と活用を図るため、専門家の意見・指導を受けなが
ら保存修理を行います。

〔拡充〕 世界遺産文化財調査事業【世界遺産推進課】　9,925千円
　世界遺産の構成資産となる国史跡範囲内において、遺跡内容の詳細把握を目的とする上相川地区の分布調
査・地形測量、相川金銀山跡指定地内の県道防護柵更新に伴う確認調査を実施します。

　文化遺産等を巡るサイクリングをテーマとした旅行商品の造成や、佐渡の自然、歴史、文化などの独自の資源
を活かした体験型滞在プランの販売促進を行い、着地型観光の受入体制整備に取り組みます。

　市民が佐渡金銀山や世界農業遺産をはじめとする文化、歴史、自然、食について、あらためて学ぶ機会の創
出など、島内公共交通等を利用し、３資産等を巡り、世界遺産登録への理解と認知を深める取組を支援します。

　佐渡金銀山の世界遺産登録に向けて、対岸市、連携市等とのインバウンドを含めた受入態勢整備、情報発信
を行い、世界遺産を核とした周遊滞在型観光の構築を目指します。

　世界遺産登録を見据えた佐渡全体のマネジメントとマーケティングを実施するＤＭＯの内部統制と、地域連携を
さらに強化します。また、戦略的な情報発信と、島内３か所の観光案内所をプラットフォームとした案内体制の整
備により、来訪者の利便性向上を図ります。

〔継続〕 滞在型観光促進事業（世界遺産登録推進対応）【観光振興課】　86,321千円

〔継続〕 観光地域づくり推進事業【観光振興課】　106,395千円

〔継続〕 対岸市等交流拡大推進事業【観光振興課】　21,041千円

〔新規〕 貸切バス利用促進事業【交通政策課】　3,550千円

〔継続〕 商品開発等実践支援事業【地域振興課】　6,000千円
　世界遺産登録に向けた機運醸成を図るため、島内事業者からの商品・サービス提案の商品開発をサポートし、
島内外でのイベント展開や観光ツアーとの連携によるプロモーション等を展開します。
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◎

　
◎

【地域振興課】　11,813千円

◎〔新規〕 観光デジタル化推進事業【観光振興課】　37,680千円
　さどまる倶楽部、だっちゃコインでの消費動向データを基本とし、観光ニーズ調査やさど観光ナビの人流データ
を統合した上で、来訪者を長期的な顧客ととらえた観光ＣＲＭ（顧客関係管理）を実施するための体制づくりと島
内事業者がそれを利活用できる仕組みづくりを推進します。また、ＭａａＳアプリと連携し、来訪者が便利に佐渡を
巡っていただけるシステムづくりを行います。

◎〔新規〕 企業誘致・スタートアップ支援事業【移住交流推進課】　8,819千円
　佐渡ビジネスコンテストを開催し、創業支援や佐渡市における課題解決型ビジネスの創出に取り組むとともに、
佐渡市起業・交流促進アドバイザーの積極的な活用と本社機能移転移住支援事業により誘致企業の定着化を
図ります。

◎〔継続〕 インキュベーションセンター整備事業（新型コロナ対策）【移住交流推進課】　36,165千円
　佐渡に進出するベンチャー企業のニーズに対応するため、自治体運営及び民間運営によるインキュベーション
センターを整備するとともに、インキュベーションセンター河原田本町の稼働率を高めます。

　市民が主体となって行う、地域内の困りごとの解決や助け合いの取組などを支援する「地域コミュニティ交付金
制度」を創設し、地域コミュニティの維持・醸成を図ります。
　また、各支所・行政サービスセンターが、地域資源や特色を活かした新たな地域活性化への独自事業を行いま
す。

◎〔新規〕 外部人材活用事業（新型コロナ対策）【総務課】　40,566千円
　おもてなし、デジタル、インバウンド、観光プロモーション分野に関する民間外部人材を活用し、プロフェッショナ
ルの視点から佐渡市の課題解決を図るとともに、人材育成の観点から、市職員に必要なスキルの強化を図りま
す。

◎〔新規〕 みどりの食料システム戦略推進事業【農業政策課】　11,967千円
　無農薬無化学肥料栽培のお米を保育園や小・中学校の給食に提供するなど、食育等を含めた新しいかたちの
農業を進め、農業が低炭素社会実現の役割を果たす仕組づくりを進めます。

２．産業振興と雇用が充実した島づくり

〔継続〕 支所・行政サービスセンター拠点化事業【地域振興課】　58,000千円
　各支所・行政サービスセンターに地域おこし協力隊と地域活動支援員を配置し、地域の的確な情報収集、意見
交換などにより把握した地域のニーズや課題解決により、地域コミュニティづくりを進めます。

◎〔継続〕 アドベンチャーツーリズム推進事業【観光振興課】　16,716千円
　新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行においてもアウトドアアクティビティのニーズが高まりを見せてい
ます。佐渡は世界文化遺産を目指す佐渡金銀山をはじめ、豊かな自然景観、歴史的な街並み、地域に根付いた
文化など多くの魅力が点在していることから、それらを体感し楽しんでいただくためのアドベンチャーツーリズムを
推進し多様な体験を提供します。

　「子どもからお年寄りまで安心して豊かに暮らし、地域への愛着や
　　　　　　　　　　　　　　誇りを持って活躍できる持続可能な島づくり」に向けて

令和４年度　重点施策（主な取組）

　次の事項を重点施策として予算編成を行い、重点化しました。
　　１．市民の意見を市政に反映する島づくり
　　２．産業振興と雇用が充実した島づくり
　　３．防災・減災で安全安心な島づくり
　　４．子どもから高齢者まで市民が夢や希望のもてる島づくり
　　５．医療・介護・福祉が充実した島づくり
　　６．教育と文化の島づくり
　重点施策における主な取組をお知らせします。

１．市民の意見を市政に反映する島づくり

◎〔新規〕 デジタル化推進事業費【総務課】　513千円
　市内のデジタル社会構築に向け、（仮称）佐渡市デジタル化推進懇談会を設置し、市全体のデジタル化の推
進・検討を進めための基本方針、取組を示す（仮称）佐渡市ＤＸ推進計画の策定を進めます。

〔新規〕 支所・行政サービスセンター拠点化事業（地域コミュニティづくり）
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◎

◎

　保育所におけるＩＣＴシステムの導入により、保護者の利便性向上と保育士の業務負担の軽減を図り、子どもと
向き合う時間の創出を図ります。
　また、ＱＲコードによる非接触型の登降園管理や保護者アプリによる臨時休園等の緊急連絡など、新型コロナ
対策も併せて進めます。

　相談件数の増加や相談内容の多様化に伴い、専門知識や経験を有する相談員を配置し、問題解決に向けて
の助言や相談内容に応じて必要な情報を関係機関と共有することにより、相談機能の強化、よりよい支援体制
の構築を図ります。

　不育症に悩む夫婦の負担軽減及び出産へ結びつけるために、不育治療費及び市外医療機関への交通費と宿
泊費を助成します。

　各地区における地区防災計画の策定を推進し、自助・共助における地域防災力を高めます。
　災害時における情報の収集や伝達を確実に行うため、防災関連施設の整備、維持を行うことで市民の安全・安
心を確保するとともに、地域や学校で防災教育を行い、防災意識の高揚を図ります。

◎〔拡充〕 ゼロカーボンアイランド推進事業【企画課】　49,119千円
　　2050年のカーボンニュートラルに向けて、防災拠点となる本庁舎等の行政庁舎や避難施設、生活に欠かせな
い医療・福祉や教育、産業関連施設など、これらを中心としたエリアや施設群への再生可能エネルギーの導入と
省エネ化に向け、地域の関係者等と連携を図りながら、地産地消エネルギーを活用した持続可能な島づくりに取
り組みます。

４．子どもから高齢者まで市民が夢や希望のもてる島づくり

〔新規〕 公立保育所運営費（新型コロナ対策） （保育所等業務効率化推進事業）
　【子ども若者課】　15,159千円（うち11,493千円）

◎〔新規〕 健康づくり事業（健康推進月間）【市民生活課】　7,348千円（うち4,965千円）
　新たに健康推進月間を創設し、健康づくり活動に関心を持ち実践してもらうことで、健康に関する意識の醸成を
図り、健康寿命の延伸を目指します。

◎〔新規〕 高齢者保健事業（一体的実施）【市民生活課】　4,329千円
　高齢者が住みなれた地域で自立した生活ができる期間の延伸、生活の質の維持向上のため、疾患等の発症リ
スクの高い個人を対象に保健指導等を実施します。また、通いの場等へ積極的に関与し市民全体へフレイル予
防の普及啓発・健康教育等を行います。

◎〔継続〕 社会教育事業【社会教育課】　7,614千円（うち2,199千円）

〔拡充〕 子ども若者相談事業【子ども若者課】　12,948千円（うち3,891千円）

◎
【市民生活課】　38,100千円（うち1,102千円）

〔新規〕 すこやかな妊娠・出産事業（不育治療費補助）

　佐渡の歴史や文化を学ぶ機会として、市民大学講座を開催します。また、親子が一緒に取り組む事業や子ども
を対象としたキャンプを開催し、子どもの生きる力を身に付ける取組を進めます。

◎〔拡充〕 スポーツ推進事業【社会教育課】　64,850千円（うち9,067千円）
　市民の要望が多いウォーキングのほか、ヨガ、ストレッチなどの軽運動の教室・講座を開催し、健康寿命日本
一の実現を目指します。また、ボッチャなどのニュースポーツを取り入れ、親子で触れ合う機会を創出するととも
に、大会を開催し仲間づくりに寄与します。

３．防災・減災で安全安心な島づくり

◎〔継続〕 安全・安心まちづくり事業【建設課】　211,900千円
　道路や河川に関する集落要望を基に、市民生活に身近で比較的小規模な工事等を、地域貢献地元業者等に
発注することで、地域の継続的な雇用を確保するほか、集落の安全安心な生活環境を確保します。
　また、住民の半数以上が65歳以上の集落（高齢化集落）に対し、高齢化で実施が難しくなった道普請（草刈り、
側溝清掃）などのコミュニティ活動について、地域が指定する業者に発注し、要望に沿った市道や河川等の生活
環境保全の支援を実施します。
　これらの事業を実施することにより、健全な施設維持にも繋がり、防災減災の効果が期待できます。

◎〔新規〕 交通安全対策事業（通学路緊急対策）【建設課】　10,200千円
　通学路等の交通安全確保に基づいた合同点検で抽出された対策必要箇所において、歩行空間を備えた安全
安心な道路づくりを図ります。

◎〔拡充〕 防災対策事業【防災管財課】　71,330千円

◎〔新規〕 新モビリティサービス推進事業【交通政策課】　9,699千円
　高齢者等の外出機会創出や旅行者の利便性を確保するため、タクシーの配車体制の効率化及び小型低速Ｅ
Ｖ車を活用した新たな移動サービスの提供体制を構築します。
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◎

　芸能文化をはじめとする南佐渡エリアの特色を活かし、学校と多様な関係者で協働・受入体制の構築を図り、
「地域みらい留学制度」を活用した島留学を推進します。

◎〔新規〕 佐渡ジオパーク10周年記念事業【社会教育課】　3,004千円

　さわた図書館をより多くの親子連れや若者が集う交流の拠点としても活用するため、基本構想の検討を行いま
す。

【社会福祉課】　66,780千円（うち27,990千円）

　日本ジオパークに認定されてから、令和５年度に10周年を迎えます。これまでの活動を振り返るとともに、新た
な10年のスタートとなる記念事業を開催するため、佐渡ジオパークの魅力の発信や、ジオツーリズム等の事業を
推進し、交流人口の拡大に繋げます。

〔新規〕 老人福祉一般経費（佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会補助金）

　一般社団法人佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会の取組を支援することで、医療・介護・福祉の連携を
強化し、持続可能な社会保障サービスの体制整備を図ります。

◎〔拡充〕 在宅医療・介護連携推進事業 【介護保険特別会計】　5,382千円
　医療・介護の実態把握と課題の検討や連携に関する相談センターを設置し、在宅医療・介護の連携強化を図り
ます。

６．教育と文化の島づくり

【高齢福祉課】　22,172千円（うち9,000千円）

◎〔拡充〕 地域生活支援事業（障害者相談支援事業）

　障がい者、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を
行います。（社会福祉課内に基幹相談支援センター設置）

５．医療・介護・福祉が充実した島づくり

◎〔拡充〕 地域医療の人材育成・確保事業【医療対策課】　134,028千円
　長期的に佐渡医療圏に関わる人材確保に向けて研修医の海外留学支援を行うとともに、医療提供体制の維
持において必要となる高いスキルを持つ看護人材の確保に取り組みます。また、看護師をはじめとした医療人材
の育成・就業・定着を支援し、市内の医療技術者不足の解消に努めます。

◎〔新規〕 図書館整備費【社会教育課】　8,427千円（うち3,000千円）

◎〔新規〕 島留学推進事業【企画課】　1,246千円
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Ⅰ　目指せ！世界遺産登録！！「佐渡島の金山」関連事業

（単位：千円）

事業名 概要 担当課 予算額 予算書

貸切バス利用促進事業
（新型コロナ対策）

市民が佐渡金銀山や世界農業遺産をはじめとする
文化、歴史、自然、食について、あらためて学ぶ
機会の創出など、島内公共交通等を利用し、３資
産等を巡り、世界遺産登録への理解と認知を深め
る取組を支援します。
・貸切バス等利用促進支援事業補助金　　3,550
千円

交通 3,550 P71

滞在型観光促進事業
（世界遺産登録推進対
応）

文化遺産等を巡るサイクリングをテーマとした旅
行商品の造成や、佐渡の自然、歴史、文化などの
独自の資源を活かした体験型滞在プランの販売促
進を行い、着地型観光の受入体制整備に取り組み
ます。
・インバウンド向け企画乗船券販売事業委託料
3,280千円
・滞在型観光促進業務委託料　82,730千円

観光 86,321 P77

世界遺産登録推進事業 早期の世界遺産登録実現を目指し、イコモス現地
審査及び書類審査への対応に万全を期すととも
に、佐渡金銀山の価値を守り伝え活用するための
市民意識の醸成を図ります。
・イコモス現地審査支援事業負担金　16,236千円
・世界遺産登録推進活動費補助金　3,000千円

世界 35,337 P81

世界遺産史跡管理費 世界遺産の構成資産となる西三川砂金山跡・鶴子
銀山跡・相川金銀山跡の環境美化を行い、資産の
保存と活用を図ります。また、世界遺産登録に伴
うイコモス現地審査に向けて、構成資産の環境整
備に取り組み、審査の準備を行います。
・鶴子銀山大滝間歩仮設階段設置工事　913千円

世界 19,004 P81

世界遺産史跡保存整備費 世界遺産の構成資産となる金子勘三郎家住宅主屋
の保存と活用を図るため、専門家の意見・指導を
受けながら保存修理を行います。
・金子勘三郎家主屋工事監理業務委託料　8,855
千円
・金子勘三郎家主屋修理工事　59,818千円

世界 70,908 P83

世界遺産文化財調査事業 世界遺産の構成資産となる国史跡範囲内におい
て、遺跡内容の詳細把握を目的とする上相川地区
の分布調査・地形測量、相川金銀山跡指定地内の
県道防護柵更新に伴う確認調査を実施します。
・上相川地区地形測量業務委託料　6,974千円

世界 9,925 P85

世界遺産建造物保存整備
費

世界遺産の構成資産となる景観及び関係する重要
文化財（建造物）や重要文化的景観の保存と活用
を図るため、専門家の意見・指導を得ながら、調
査や活用・防災計画の策定、所有者による修理事
業への補助金交付を行います。
・大立地区活用・防災計画基本設計策定業務委託
5,456千円
・重要文化的景観整備事業補助金　23,054千円

世界 54,952 P85
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（単位：千円）

事業名 概要 担当課 予算額 予算書

弥十郎駐車場整備事業 弥十郎駐車場の地質調査・実施設計を実施しま
す。
相川京町通りなど周辺の町並みに調和した駐車場
を整備することにより、歴史的・文化的景観を訪
れる観光客等の利便性向上を図ります。
・基本設計業務委託料　　4,609千円
・地質調査業務委託料　　561千円
・実施設計業務委託料　　4,741千円

観光 9,911 P87

商品開発等実践支援事業 世界遺産登録に向けた機運醸成を図るため、島内
事業者からの商品・サービス提案の商品開発をサ
ポートし、島内外でのイベント展開や観光ツアー
との連携によるプロモーション等を展開します。
・商品開発販売促進等実践支援業務委託料
2,000千円
・商品ＰＲイベント業務委託料　3,000千円

地域 6,000 P87

観光地域づくり推進事業 世界遺産登録を見据えた佐渡全体のマネジメント
とマーケティングを実施するＤＭＯの内部統制
と、地域連携をさらに強化します。また、戦略的
な情報発信と、島内３か所の観光案内所をプラッ
トフォームとした案内体制の整備により、来訪者
の利便性向上を図ります。
・観光案内所運営業務委託料　21,076千円
・観光情報発信業務委託料　11,391千円
・佐渡観光交流機構負担金　73,928千円

観光 106,395 P165

対岸市等交流拡大推進事
業

佐渡金銀山の世界遺産登録に向けて、対岸市、連
携市等とのインバウンドを含めた受入態勢整備、
情報発信を行い、世界遺産を核とした周遊滞在型
観光の構築を目指します。
・地域の観光資源を活用したプロモーション事業
委託料　3,856千円
・日本海縦断観光ルート・プロジェクト推進協議
会負担金　1,000千円
・佐渡市・上越市観光・航路連携協議会負担金
2,460千円
・長岡佐渡広域観光協議会負担金　4,000千円

観光 21,041 P165

ナイトツーリズム推進事
業

北沢浮遊選鉱場を活用したイベントにより、夜の
魅力創生による滞在期間の延伸を図ります。
・夜の観光魅力創生業務委託料
　北沢浮遊選鉱場ライトアップ　13,358千円
　スカイランタンイベント　1,067千円
・世界遺産関連広告費　　1,000千円　ほか

観光 16,020 P165

（継続費）相川郷土博物
館耐震改修費

国指定史跡「佐渡金銀山遺跡」を構成する明治時
代の建造物の保存、安全安心な施設運営のために
耐震改修工事を行います。
・相川郷土博物館 耐震補強工事　93,779千円
・相川郷土博物館 耐震補強工事監理業務委託料
11,911千円

社教 113,603 P207

463,096合　　　計

-8-



　重点事業

　重点事業

継続 支所・行政サービスセンター拠点化事業 予算額： 58,000千円 (地域) P79

各支所・行政サービスセンターに地域おこし協力隊と地域活動支援員を配置し、地域の的確な情報
収集、意見交換などにより把握した地域のニーズや課題解決により、地域コミュニティづくりを進め
ます。
　・元気な地域づくり支援事業補助金　　　48,854千円

新モビリティサービス推進事業

高齢者等の外出機会創出や旅行者の利便性を確保するため、タクシーの配車体制の効率化及び小型
低速ＥＶ車を活用した新たな移動サービスの提供体制を構築します。
　・カート型小型低速ＥＶ車購入費　　6,000千円
　・タクシー共同配車システム導入支援補助金　　2,979千円

(総務)

(総務)

(地域)

(交通)

(農政)

市内のデジタル社会構築に向け、（仮称）佐渡市デジタル化推進懇談会を設置し、市全体のデジタ
ル化の推進・検討を進めるための基本方針、取組を示す（仮称）佐渡市ＤＸ推進計画の策定を進めま
す。
　・デジタル化推進懇談会謝礼　　350千円

予算額：

予算額： 513千円

11,967千円

11,813千円

P71予算額：

P79新規

市民が主体となって行う、地域内の困りごとの解決や助け合いの取組などを支援する「地域コミュ
ニティ交付金制度」を創設し、地域コミュニティの維持・醸成を図ります。

また、各支所・行政サービスセンターが、地域資源や特色を活かした新たな地域活性化への独自事
業を行います。
　・地域コミュニティ交付金　　10,000千円
　・両津支所　加茂湖活用市民会議事業　　1,000千円
　・相川支所　地域が主体の地区防災事業　　236千円
　・真野行政ＳＣ　真野地区防災教育事業　　188千円
　・小木行政ＳＣ　子どもと高齢者の居場所づくり事業　　389千円

無農薬無化学肥料栽培のお米を保育園や小・中学校の給食に提供するなど、食育等を含めた新しい
かたちの農業を進め、農業が低炭素社会実現の役割を果たす仕組づくりを進めます。
　・有機栽培効率化・販売実証委託料　　1,000千円
　・水田除草機導入支援事業補助金　　3,000千円

9,699千円新規

Ⅱ　主要事業

【１】市民の意見を市政に反映する島づくり

新規 P73

おもてなし、デジタル、インバウンド、観光プロモーション分野に関する民間外部人材を活用し、
プロフェッショナルの視点から佐渡市の課題解決を図るとともに、人材育成の観点から、市職員に必
要なスキルの強化を図ります。
　・おもてなし向上事業委託料　　4,499千円
　・デジタル人材派遣負担金　　21,120千円
　・観光人材派遣負担金　　14,947千円

新規 P63予算額：外部人材活用事業（新型コロナ対策）

デジタル化推進事業費

支所・行政サービスセンター拠点化事業（地域コミュ
ニティづくり）

40,566千円

【２】産業振興と雇用が充実した島づくり

新規 みどりの食料システム戦略推進事業 予算額： P147
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　主要事業

(移住)

(移住)

(移住)

8,819千円企業誘致・スタートアップ支援事業 予算額：

佐渡ビジネスコンテストを開催し、創業支援や佐渡市における課題解決型ビジネスの創出に取り組
むとともに、佐渡市起業・交流促進アドバイザーの積極的な活用と本社機能移転移住支援事業により
誘致企業の定着化を図ります。
　・佐渡市起業・交流促進アドバイザー謝礼　　1,195千円
　・本社機能移転移住奨励金　　3,000千円
　・佐渡ビジネスコンテスト運営委託料　　484千円

本市の重点施策に係る事業の財源を確保するとともに、返礼品に佐渡産品等を用いることで、佐渡
産品のブランド力向上と地域経済の活性化を図ります。
　・返礼品業務委託料　　208,745千円

継続

(地域)

(交通)

継続

P161新規

新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行においてもアウトドアアクティビティのニーズが高
まりを見せています。佐渡は世界文化遺産を目指す佐渡金銀山をはじめ、豊かな自然景観、歴史的な
街並み、地域に根付いた文化など多くの魅力が点在していることから、それらを体感し楽しんでいた
だくためのアドベンチャーツーリズムを推進し多様な体験を提供します。
　・サイクルツーリズム誘客プロモーション委託料　　3,300千円
　・自転車×サウンドアドベンチャー運営業務委託料　　2,200千円
　・３エリアｅ－ｂｉｋｅルート作成業務委託料　　1,485千円
　・トレッキング誘客プロモーション委託料　　5,280千円

予算額： 218,665千円佐渡ふるさと島づくり寄附金事業

交通対策事業（生活交通確保対策）

(観光)

新規 観光デジタル化推進事業 (観光)

P69予算額： 262,460千円

P69

予算額： 37,680千円 P165

さどまる倶楽部、だっちゃコインでの消費動向データを基本とし、観光ニーズ調査やさど観光ナビ
の人流データを統合した上で、来訪者を長期的な顧客ととらえた観光ＣＲＭ（顧客関係管理）を実施
するための体制づくりと島内事業者がそれを利活用できる仕組みづくりを推進します。また、Ｍａａ
Ｓアプリと連携し、来訪者が便利に佐渡を巡っていただけるシステムづくりを行います。
　・観光ニーズ調査分析業務委託料　　7,322千円
　・さど観光ナビ運営業務委託料　　7,947千円
　・さどまる倶楽部運営管理業務委託料　　5,711千円
　・佐渡版ＭａａＳアプリ構築実証運用業務委託料　　8,301千円
　・電子マネーシステム改修委託料　　3,465千円

地域住民の生活交通手段を確保するために必要な路線バスの運行費支援を行うとともに、効率的な
交通体系の構築に向けたデマンド交通等の実証調査等を行います。
　・生活交通確保対策運行費補助金　　244,564千円
　・地域公共交通活性化協議会負担金　　13,994千円

継続 P16516,716千円予算額：アドベンチャーツーリズム推進事業

空き家をＩＴ人材育成をはじめ、滞在型の企業研修、季節移住者の滞在拠点等として整備すること
で、企業誘致と多様な人材との交流促進と定着化を図ります。
　・羽茂大橋研修センター（仮称）施設運営委託料　　2,310千円
　・羽茂大橋研修センター（仮称）施設改修工事　　10,230千円
　・羽茂大橋研修センター機械器具購入費　　1,326千円

継続
インキュベーションセンター整備事業（新型コロナ対
策）

予算額： 36,165千円 P163

佐渡に進出するベンチャー企業のニーズに対応するため、自治体運営及び民間運営によるインキュ
ベーションセンターを整備するとともに、インキュベーションセンター河原田本町の稼働率を高めま
す。
　・インキュベーションセンター河原田本町賃借料　　1,800千円
　・インキュベーションセンター真野新町改修工事　　23,410千円
　・インキュベーションセンター等開設支援事業補助金　　6,905千円

お試しオフィス拠点整備事業（新型コロナ対策） 予算額： 23,472千円継続 P163
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693,116千円予算額：

拡充 雇用促進の支援事業（インターンシップ関連） 予算額：
16,950千円

うち5,342千円
P141

予算額：
地域の活力再生事業（域学連携地域づくり応援事業補
助金）

(地域)

文化遺産等を巡るサイクリングをテーマとした旅行商品の造成や、佐渡の自然、歴史、文化などの
独自の資源を活かした体験型滞在プランの販売促進を行い、着地型観光の受入体制整備に取り組みま
す。
　・インバウンド向け企画乗船券販売事業委託料　　3,280千円
　・滞在型観光促進業務委託料　　82,730千円

創業・事業拡大等支援事業

大学生等の島外の人材を活用し、市内で展開する地域づくり活動や調査研究に係る経費を支援する
ことで、地域と大学等との連携・交流を推進し、地域の活性化や交流人口の拡大を図ります。
　・域学連携地域づくり応援事業補助金　　5,600千円

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金制度を活用し、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民
間事業者等に対し、事業資金の一部について補助金を交付します。また、早期の自立化を促すため、
民間事業者を活用し、採択事業者へフォローアップ支援を行います。
　・雇用機会拡充事業補助金　　672,000千円
　・採択事業者フォローアップ支援業務委託料　　20,000千円

連携大学等を中心に、大学の志向や学生ニーズに合わせたインターンシップ支援メニューにより、
島内事業者と学生を繋ぐ場を創出します。
　・サドジョブインターンシップ運営委託料　　3,600千円
　・車両運行委託料　　72千円
　・会場借上料　　822千円

拡充 P77
83,415千円

うち5,600千円

(観光)

(地域)

(移住)

継続 P75予算額： 29,728千円Ｕ・Ｉターンサポート事業

予算額：

拡充 P77

Ｕターン者をターゲットとした情報発信活動と支援を強化するとともに「移住の手引き」の作成と
効果的な発信、佐渡暮らしサポーターの拡大とフォロー体制の構築により、移住希望者への確実な情
報発信と移住後も安心して暮らせる環境を整備します。
　・移住の手引き作成業務委託料　　770千円
　・佐渡部再構築運営業務委託料　　743千円
　・ＵＩターン者奨学金返還支援事業補助金　　7,500千円

継続
弥十郎駐車場整備事業（都市再生整備計画費）
【再掲】

予算額： 9,911千円 P87

　弥十郎駐車場の地質調査・実施設計を実施します。
周辺の町並みに調和した駐車場を整備することにより、歴史的・文化的景観を訪れる観光客等の利

便性向上を図ります。
　・弥十郎駐車場再整備 基本設計業務委託料　　4,609千円
　・弥十郎駐車場再整備 地質調査業務委託料　　561千円
　・弥十郎駐車場再整備 実施設計業務委託料　　4,741千円

(地域)

継続 P77予算額： 86,321千円
滞在型観光促進事業（世界遺産登録推進対応）
【再掲】

継続 P7514,127千円お試し住宅体験事業

お試し住宅の利活用について、関係集落をはじめ不動産事業者との連携を強化し稼働率を高めてい
きます。また、本線沿い地域において新たにお試し住宅を整備し、需要が増えている車や運転免許を
持っていない移住希望者にも対応していきます。
　・お試し住宅入居時仲介手数料　　390千円
　・お試し住宅集落管理委託料　　200千円
　・お試し住宅改修工事　　6,000千円

(観光)

(移住)

-11-



　重点事業

P71

予算額：

ゼロカーボンアイランド推進事業 49,119千円

71,330千円防災対策事業

　各地区における地区防災計画の策定を推進し、自助・共助における地域防災力を高めます。
災害時における情報の収集や伝達を確実に行うため、防災関連施設の整備、維持を行うことで市民

の安全・安心を確保するとともに、地域や学校で防災教育を行い、防災意識の高揚を図ります。
　・地域防災マップ作成委託料　　1,430千円
　・Ｂ＆Ｇ災害時相互支援体制構築事業　　34,363千円
　・避難所用資機材等備品購入費　　5,713千円
　・地区防災計画作成用消耗品費　　340千円

(防管) P79

2050年のカーボンニュートラルに向けて、防災拠点となる本庁舎等の行政庁舎や避難施設、生活に
欠かせない医療・福祉や教育、産業関連施設など、これらを中心としたエリアや施設群への再生可能
エネルギーの導入と省エネ化に向け、地域の関係者等と連携を図りながら、地産地消エネルギーを活
用した持続可能な島づくりに取り組みます。
　・推進組織の会議謝礼　　328千円
　・円滑な再エネ導入のための促進エリア設定調査等の実施　　35,000千円
　・再エネ関連補助制度の拡充　　11,100千円

拡充

予算額：
28,875千円

うち13,215千円

P153
P155

森林環境譲与税を活用して林業事業体に対して高性能林業機械購入や研修費等の支援を行い施業能
力を高めるとともに、林道を適正に整備・管理を行うことで、森林施業の効率化とコスト削減に繋げ
ます。また、公共施設の木質化を行い、木に親しめる環境整備を進めることにより、木材利用の普及
に繋げ、佐渡産木材の利用を促進します。（会計年度任用職員人件費を含む。）
　・森林現地調査業務委託料　　4,839千円
　・林業技術者育成支援事業補助金　　1,500千円
　・林業機械等レンタル支援事業補助金　　3,100千円
　・施設整備工事　　10,896千円

P165

拡充 予算額：

【３】防災・減災で安全安心な島づくり

森林環境整備事業
林道維持管理事業（森林環境譲与税活用事業）

継続

漁業就業希望者が必要な技術を習得するため、漁業現場での研修及び安定経営に向けた支援を行う
ことで、新規漁業就業者の育成・定着を図ります。
　・新規漁業就業者支援事業費補助金　　13,215千円

予算額：

継続 離島漁業再生支援費 予算額： 126,388千円 P157

予算額：
81,864千円

うち46,274千円

水産振興事業（新規漁業就業者支援事業費補助金）

販売・生産の面で不利な条件にある離島漁業を維持・再生するため、漁業集落が漁業所得の向上と
漁業就業者の維持を目標として取り組む活動を支援します。
　・離島漁業再生支援交付金　　125,853千円

P155

継続

106,395千円継続 観光地域づくり推進事業【再掲】

持続可能な観光地域づくりに繋げるため、これまでの取組とあわせ佐渡金銀山の世界文化遺産を見
据えた佐渡全体のマネジメントとマーケティングを実施するＤＭＯの内部統制と、地域連携を更に強
化します。

戦略的な情報発信と、島内３か所の観光案内所をプラットフォームとした案内体制の整備により、
来訪者の利便性向上を図ります。
　・観光案内所運営業務委託料　　21,076千円
　・観光情報発信業務委託料　　11,391千円
　・佐渡観光交流機構負担金　　73,928千円

(農水)

(農水)

(農水)

(観光)

(企画)
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　主要事業

ごみ分別の徹底を図ることにより、ごみ減量化の推進及び資源活用を推進し、循環型社会を形成し
ます。
　・古紙収集運搬委託料　　17,710千円
　・ペットボトル再商品化等委託料　　5,228千円
　・廃家電運搬業務委託料　　1,125千円
　・使用済小型家電再資源化委託料　　3,595千円

47,755千円予算額：

(建設)新規 交通安全対策事業（通学路緊急対策） 予算額： 10,200千円

予算額：継続 211,900千円 P169

(環境)継続 P133リサイクル推進事業

P173

通学路等の交通安全確保に基づいた合同点検で抽出された対策必要箇所において、歩行空間を備え
た安全安心な道路づくりを図ります。
　・測量設計業務委託料　　10,200千円

継続
道路メンテナンス事業（橋梁等の定期点検及び修繕計
画策定）

予算額：

P171(建設)

(建設)

市民に身近な市道の改良等で、生活道路としての利便性や緊急車両等の通行確保、主要幹線道路と
の交通ネットワークの充実に向け整備し、交通の円滑化、防災減災の対策を図ります。
　・測量設計業務委託料　　60,000千円
　・市道改良舗装工事　　297,300千円

(建設)

道路橋りょう維持補修事業 予算額： 472,700千円

道路等の修繕や橋梁の老朽化防止対策を施工することにより、市民の交通及び施設の長寿命化を図
ります。
　・測量設計業務委託料　　29,000千円
　・市道維持補修工事　　429,300千円

予算額： 100,500千円 P171

「道路ストック総点検」結果に基づく施設の長寿命化修繕計画に沿って、社会資本整備総合交付金
を活用した維持補修事業を実施し、健全な施設維持と防災減災の対策を図ります。
　・市道法面修繕工事　　100,500千円

継続

道路や河川に関する集落要望を基に、市民生活に身近で比較的小規模な工事等を、地域貢献地元業
者等に発注することで、地域の継続的な雇用を確保するほか、集落の安全安心な生活環境を確保しま
す。

また、住民の半数以上が65歳以上の集落（高齢化集落）に対し、高齢化で実施が難しくなった道普
請（草刈り、側溝清掃）などのコミュニティ活動について、地域が指定する業者に発注し、要望に
沿った市道や河川等の生活環境保全の支援を実施します。

これらの事業を実施することにより、健全な施設維持にも繋がり、防災減災の効果が期待できま
す。
　・市道等環境保全作業委託料（高齢化集落支援）　　60,000千円
　・安全・安心まちづくり工事（地域対策）　110,000千円

(建設)安全・安心まちづくり事業

継続 社会資本整備総合交付金事業（道路その他修繕）

25,100千円 P171

(建設)

道路メンテナンス事業（橋梁その他修繕） 予算額： 172,700千円

(建設)

道路重要構造物（橋、トンネルなど）に対する５年に一度の定期点検（近接目視・打音）を実施
し、未然の第三者被害を防ぐほか、これに基づいて計画的な施設の長寿命化修繕計画を策定し、健全
な施設維持と防災減災の対策を図ります。
　・定期点検業務委託料　　25,100千円

継続

P171

「道路重要構造物の定期点検」結果に基づく施設の長寿命化修繕計画に沿って、社会資本整備総合
交付金を活用した維持補修事業を実施し、健全な施設維持と防災減災の対策を図ります。
　・測量設計業務委託料　　20,300千円
　・橋りょう修繕工事　　152,400千円

継続 道路橋りょう改良舗装事業 予算額： 476,300千円 P171
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　重点事業

P109予算額：
66,780千円

うち27,990千円
地域生活支援事業（障害者相談支援事業）

障がい者、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要
な援助を行います。（社会福祉課内に基幹相談支援センター設置）
　・障害者相談支援事業委託料（市内５カ所）　　27,990千円

継続 河川改修事業

P13

(建設)

(消防)

予算額： 20,000千円

(建設)

国からの交付金を活用し、市民に身近な市道の改良で、生活道路としての利便性や安全安心な道路
環境、国、県道など主要幹線道路との交通ネットワークの充実に向け整備し、交通の円滑化、防災減
災の対策を図ります。
　・測量設計業務委託料　　6,100千円
　・市道改良舗装工事　　116,000千円

継続 社会資本整備総合交付金事業（改築系）

拡充

新規

【４】子どもから高齢者まで市民が夢や希望のもてる島づくり

現在各処理場が島内外で焼却している下水道汚泥処理を一元化し、経済効率だけでなく資源として
の利用、脱炭素を含めた処理方法を構築するため、令和３年度で比較検討を行った案について実現可
能性調査を実施します。
　・汚泥集約処理可能性調査委託料　　20,000千円

12,948千円
うち3,891千円

予算額：

P113
公立保育所運営費（新型コロナ対策）（保育所等業務
効率化推進事業）

15,159千円
うち11,493千円

拡充

子ども若者相談事業

予算額： 51,050千円 P175

地域防災拠点施設の機能維持を図るため、老朽化した相川消防署高千出張所の整備を行い、消防力
の更なる向上に取り組みます。
　・建設工事監理業務委託料　　500千円
　・相川消防署高千出張所建設工事　　15,200千円

継続 下水道広域化推進総合事業【下水道事業会計】

39,000千円 P185

地域防災拠点施設の機能維持を図るため、老朽化した相川消防署高千出張所の整備を行い、消防力
の更なる向上に取り組みます。
　・設計業務委託料　　30,000千円
　・地質調査業務委託料　　5,000千円
　・敷地測量業務委託料　　4,000千円

新規

新規 （継続費）相川消防署高千出張所建設事業 予算額： 16,046千円 P185(消防)

P111
P119

(社福)

(子若)予算額：

保育所におけるＩＣＴシステムの導入により、保護者の利便性向上と保育士の業務負担の軽減を図
り、子どもと向き合う時間の創出を図ります。また、ＱＲコードによる非接触型の登降園管理や保護
者アプリによる臨時休園等の緊急連絡など、新型コロナ対策も併せて進めます。
　・ＩＣＴシステム導入業務委託料（金井、両津東、梅津、河原田保育園）　　9,892千円

(子若)

(水道)

市民の暮らしが安心できる災害等に強い河川整備や災害を未然に防ぐ河川浚渫を行い、施設強化と
防災減災の対策を図ります。
　・測量設計業務委託料　　5,500千円
　・河川整備工事　　25,500千円
　・排水路整備工事　　10,000千円
　・河川浚渫工事　　4,100千円

相川消防署高千出張所建設事業 予算額：

予算額： 132,356千円 P173

相談件数の増加や相談内容の多様化に伴い、専門知識や経験を有する相談員を配置し,問題解決に向
けての助言や相談内容に応じて必要な情報を関係機関と共有することにより、相談機能の強化、より
よい支援体制の構築を図ります。（会計年度任用職員人件費を含む）
　・相談員４人分人件費　　3,891千円
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　主要事業

健康づくり事業（健康推進月間）

子どもが元気な佐渡が島（たからじま）事業

8,427千円
うち3,000千円

予算額：

拡充 スポーツ推進事業 予算額：
64,850千円

うち9,067千円

新規

さわた図書館をより多くの親子連れや若者が集う交流の拠点としても活用するため、基本構想の検
討を行います。
　・さわた図書館基本設計業務委託料　　3,000千円

P209

市民の要望が多いウォーキングのほか、ヨガ、ストレッチなどの軽運動の教室・講座を開催し、健
康寿命日本一の実現を目指します。また、ボッチャなどのニュースポーツを取り入れ、親子で触れ合
う機会を創出するとともに、大会を開催し仲間づくりに寄与します。
　・親子スポーツ、エクササイズ、ウォーキング教室の指導員謝礼　　1,462千円　ほか

拡充 障害福祉の人材育成・確保事業 予算額：

(社教)

図書館整備費 (社教)

(社福)

(子若)

2,200千円

新生児が誕生した家庭に対し、全島を挙げて子どもの誕生を祝うとともに経済的支援として出産祝
金を支給します。（一律10万円）
　・出産祝金　　20,000千円

継続 P11920,000千円予算額：

P97

資格取得及び就業支援のための費用を一部助成し、障害福祉の人材確保及び資質向上、相談支援体
制の充実を図ります。
　・精神保健福祉士取得に係る費用の一部助成　　80千円
　・相談支援専門員研修に係る費用の一部助成　　210千円
　・就業に係る費用（施設見学旅費、面接旅費、就業支度金）の一部助成　　1,190千円
　・定着支援に係る費用（住宅支援）の一部助成　　720千円

必要課題や要求課題を踏まえた公民館講座等を開催し、趣味や生きがいづくりに寄与することによ
り、心の健康づくりを行います。
　・公民館講座の講師謝礼　　708千円　ほか

予算額：

拡充

P205

P203

7,348千円
うち4,965千円

P123

高齢者が住みなれた地域で自立した生活ができる期間の延伸、生活の質の維持向上のため、疾患等
の発症リスクの高い個人を対象に保健指導等を実施します。また、通いの場等へ積極的に関与し市民
全体へフレイル予防の普及啓発・健康教育等を行います。
　・保健指導謝礼　　497千円

新規 (市民)

P123

不育症に悩む夫婦の負担軽減及び出産へ結びつけるために、不育治療費及び市外医療機関への交通
費と宿泊費を助成します。
　・不育治療費補助金　　1,102千円

4,329千円

予算額：

(社教)予算額：公民館活動推進事業

P125

26,461千円
うち996千円

予算額：

新たに健康推進月間を創設し、健康づくり活動に関心を持ち実践してもらうことで、健康に関する
意識の醸成を図り、健康寿命の延伸を目指します。
　・健康イベント実施委託料　　1,410千円
　・健康推進月間ＰＲ用消耗品　　2,200千円

佐渡の歴史や文化を学ぶ機会として、市民大学講座を開催します。また、親子が一緒に取り組む事
業や子どもを対象としたキャンプを開催し、子どもの生きる力を身に付ける取組を進めます。
　・市民大学講座等の講師謝礼　　830千円　ほか

新規 すこやかな妊娠・出産事業（不育治療費補助） 予算額：

継続

(市民)

(市民)

38,100千円
うち1,102千円

新規

高齢者保健事業（一体的実施）

社会教育事業
7,614千円

うち2,199千円
(社教) P201
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　重点事業

一般社団法人佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会の取組を支援することで、医療・介護・福
祉の連携を強化し、持続可能な社会保障サービスの体制整備を図ります。
　・佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会補助金　　9,000千円

新規

【５】医療・介護・福祉が充実した島づくり

市民が芸術文化に触れる機会を創出するため、クラッシックや歌謡曲などの演奏家、歌手を招き、
コンサート等を開催します。
　・公演委託料　　9,800千円　ほか

長期的に佐渡医療圏に関わる人材確保に向けて研修医の海外留学支援を行うとともに、医療提供体
制の維持において必要となる高いスキルを持つ看護人材の確保に取り組みます。また、看護師をはじ
めとした医療人材の育成・就業・定着を支援し、市内の医療技術者不足の解消に努めます。
　・研修医海外留学支援金　　5,250千円
　・看護師緊急確保事業補助金　　1,560千円
　・医療・介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金　　11,488千円
　・医療技術者奨学資金貸付金　　115,378千円

拡充 在宅医療・介護連携推進事業 【介護保険特別会計】 予算額：

読書推進事業新規
P203
P205

拡充

5,382千円

継続 文化会館運営費 予算額：
58,901千円

うち10,323千円

予算額：

多子世帯出産成長祝金事業

38,100千円
うち2,300千円

予算額： (子若)

(市民)

(市民)

(社教)

(社教)

絵本フェスタ等を実施することで、親子でふれあい、読書に親しむ機会を提供します。また、音声
図書やその再生機器を配備することで高齢者や障がいのある方等への読書支援を行います。
　・絵本フェスタ等消耗品費　　766千円
　・音声図書購入費　　170千円 ほか

継続

P207
P209

高血圧対策として、市が実施する集団健診において、受診した者全員を対象に尿中塩分濃度測定検
査を行い塩分摂取量を「見える化」し、検査結果や分析結果を保健・栄養指導等に活用します。
　・尿中塩分濃度測定委託料　　8,768千円

多子世帯の子育てにかかる費用負担を軽減するとともに、第３子以降の妊娠・出産を後押しするた
め、誕生した新生児が第３子以降となる場合、その子どもの成長段階に応じて成長祝金を支給しま
す。（出生時 20万円、満６歳時 40万円、満12歳時 50万円、満15歳時 80万円（たからじま事業の10
万円を加え総額200万円となる。））
　・成長祝金　　42,250千円

P119

P123予算額：

74,073千円

妊産婦の疾病の早期発見と早期治療及び負担を軽減することで、安心して出産を迎えられるよう、
医療機関に受診した際の医療費等を助成します。
　・妊産婦医療費助成金　　2,300千円

すこやかな妊娠・出産事業（妊産婦医療費助成）

　医療・介護の実態把握と課題の検討や連携に関する相談センターを設置し、在宅医療・介護の連携
強化を図ります。
　・在宅医療・介護連携推進事業委託料　　5,000千円

新規
高齢者保健事業、健康増進費、国保保健事業【国民健
康保険特別会計】（尿中塩分濃度測定検査）

予算額：
116,572千円

うち8,768千円

P123
P127
P27

(高齢)

14,195千円
うち1,019千円

P91

(医療)

老人福祉一般経費（佐渡地域医療・介護・福祉提供体
制協議会補助金）

予算額：
22,172千円

うち9,000千円
P99(高齢)

拡充 地域医療の人材育成・確保事業 予算額： 134,028千円 P137
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　重点事業

　主要事業

「佐渡教育コンソーシアム」のプラットホームを通じた協働体制の強化を図り、子どもたちに地域
学習をはじめとする「より良い学びの場」を提供し、将来の佐渡を担う人材育成を図ります。
　・佐渡教育コンソーシアムの運営　　624千円

新規 島留学推進事業

P207(社教)

日本ジオパークに認定されてから、令和５年度に10周年を迎えます。これまでの活動を振り返ると
ともに、新たな10年のスタートとなる記念事業を開催するため、佐渡ジオパークの魅力の発信や、ジ
オツーリズム等の事業を推進し、交流人口の拡大に繋げます。
　・市民講座・ガイド養成講座講師謝礼　　108千円
　・拠点施設（佐渡博物館）展示解説パネル製作業務委託料　　2,035千円

継続 佐渡教育コンソーシアム事業 予算額： 624千円

予算額： 1,246千円 P71

【６】教育と文化の島づくり

(企画)

(企画) P69

芸能文化をはじめとする南佐渡エリアの特色を活かし、学校と多様な関係者で協働・受入体制の構
築を図り、「地域みらい留学制度」を活用した島留学を推進します。
　・首都圏説明会参加旅費　　366千円
　・地域みらい留学参画負担金　　880千円

新規 佐渡ジオパーク10周年記念事業 予算額： 3,004千円

継続 ジオパーク推進事業 予算額： 14,293千円 P207

令和５年度の再認定審査にむけ、与えられた９つの課題を改善し、幅広い教育活動を通じた郷土愛
の醸成に加え、世界農業遺産や世界文化遺産の登録活動と連携し、佐渡にある自然の価値の理解を深
める取組を進めます。
　・佐渡ジオパーク推進協議会負担金　　13,715千円　ほか

継続
博物館・資料館運営費（ジュニア学芸員養成講座ほ
か）

予算額：
50,394千円

うち270千円
P205

子どもたちの郷土への関心を高め、佐渡の文化を後世に語り継ぐ人材を育成するため、ワーク
ショップ等の体験事業に取り組みます。
　・講師謝礼　　150千円　ほか

継続 佐渡学推進事業 予算額： 23,879千円 P205

(社教)

(社教)

(社教)

　伝統芸能を中心とした貴重な無形文化財を後世に繋いでいくための活動を支援します。
　・佐渡文化財団運営費補助金　　17,514千円
　・佐渡の文化発信事業負担金　　1,958千円
　・文化大会等出場者激励金　　1,450千円
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(学校)

(学校)継続 心の教育支援事業 予算額： 2,417千円 P191

継続

平成30年度から整備を進めてきたＩＣＴ機器を令和４年度までに全中学校のすべての普通教室に整
備します。
　・てれたっち、書画カメラ等整備　　3,768千円

中学校ＩＴ設備整備費 予算額： 9,849千円

25,206千円

P197

平成30年度から整備を進めてきたＩＣＴ機器を令和４年度までに全小学校のすべての普通教室に整
備します。
　・てれたっち、書画カメラ等整備　　19,125千円

継続 小学校ＩＴ設備整備費 予算額： (学校)

(学校)

(学校)

P193

　学校の働き方改革を踏まえた休日の部活動の地域移行に向けて、懇談会による検討を行います。
　・部活動改革検討懇談会謝礼　　79千円

新規 部活動支援事業 予算額：

継続
学校運営推進事業（佐渡市小学校・中学校再編統合計
画）

予算額：
25,186千円

うち21,973千円
P189

予算額： 283,602千円

(教総)

(教総)

(学校)

小木出身の堀口様からのご寄附を原資として基金を設定し、誠実で豊かな人間性に基づいた社会に
貢献する人材、市勢の発展に寄与する人材を育成するため、選考会議で決定した支援生に返還不要の
奨学金を支援金として支給します。
　・がんばる若者支援金（９人）　　10,023千円

教育の機会均等を図り、本市の発展に資する有能な人材を育成するとともに、将来にわたる定住を
促進するため、高等学校、専修学校、短期大学、大学の在学生を対象に奨学金を貸与します。（令和
５年度貸与開始分から制度改正予定）
　・奨学金貸付金（継続201人、新規95人）　　283,600千円

不登校児童生徒対策として、心の健康チェックアンケートを小中連携校を除く全学校で実施し、不
登校傾向を示す児童生徒の早期発見、迅速な対応に努めます。不登校となっている児童生徒には、適
応指導教室や不登校児童生徒訪問指導員の活用、子ども若者相談センターとの支援重点校訪問など、
関係機関との連携をより一層強化します。
　・いじめ問題対策連絡協議会委員報酬　　11千円
　・いじめ防止対策等に関する委員会委員報酬　　65千円
　・不登校児童生徒訪問指導員謝礼、旅費　　1,940千円

966千円
うち79千円

P197

Ⅲ　教育関連事業

継続 がんばる若者支援事業 予算額： 10,518千円 P191

校務支援システムの導入により、児童生徒の成績管理や健康管理など多岐にわたる学校事務を効率
的かつ効果的に処理することで、教員の業務負担の軽減を図り、教員の教材研究のための時間や児童
生徒と向き合う時間を確保することにより、よりきめ細やかな学習指導や生活指導の実現に取り組み
ます。
　・校務支援システム構築委託料　　12,486千円
　・アプリケーションソフト使用料　　9,487千円

新規
学校運営推進事業（統合型校務支援システム導入事
業）

児童生徒数や学級数が減少している状況を踏まえ、学校規模の適正化に向けて「佐渡市小学校・中
学校再編統合計画」の策定を進めます。
　・会議謝礼　　114千円

継続 奨学金貸与事業 P191

予算額：
25,186千円

うち114千円
P189
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博物館・資料館運営費 予算額：
50,394千円

うち2,665千円
(社教) P205

佐渡の歴史、芸術、自然等に関する資料の収集、保管、調査研究、展示を通じて、市民が郷土への
愛着を持てる取組を進めます。

企画展：「佐渡とクジラ展」「佐渡の刀剣展」「佐渡の人形芝居」「佐渡に人が住みはじめたこ
ろ」
　・展示・体験製作委託料　　954千円

継続

芸術文化に触れる機会の創出のため、新潟県美術展覧会を誘致するとともに、版画教室や書道教
室、民謡教室などの公民館講座で学んだ成果を発表する場として、佐渡市美術展覧会や各地区で文化
祭、芸能祭を開催します。
　・審査員への謝礼　　526千円

継続 (社教) P203公民館活動推進事業 予算額：
26,461千円

うち1,714千円
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（単位：千円）

対策
区分

事業名 概要 担当課 予算額 予算書

ワクチン
接種体制
の確保

ワクチン接種体制確保
事業（新型コロナ対
策）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、新型コロナワクチンの追
加接種（３回目）が受けられる環境を
引き続き維持します。（会計年度任用
職員人件費を含む）
・ワクチン接種委託料 90,974千円
・会計年度任用職員報酬 25,773千円
ほか

市民 143,163 P125

医療・福
祉提供体
制の確保

介護サービス等継続支
援事業（新型コロナ対
策）

新型コロナウイルス感染症が施設内で
発生した場合、施設運営を継続するた
め、福祉施設従事者の宿泊に係る費用
を支援します。
・宿泊施設借上料 500千円
・感染症拡大防止支援補助金 500千円

高齢 1,000 P101

感染拡大
防止対策

総務一般経費（新型コ
ロナ対策）

新型コロナ対策として、非接触型の資
料等・会議に対応するためのシステム
改修及びデジタル機器を整備します。
・システム改修委託料　1,925千円
・システム等借上料　6,103千円
・庁用器具購入費　4,765千円　ほか

総務 17,128 P61

職員管理費（新型コロ
ナ対策）

公共施設でのクラスター対策として、
感染が懸念される市職員等のＰＣＲ検
査を行い、業務継続を図ります。
・ＰＣＲ検査委託料　1,760千円

総務 1,760 P63

庁舎管理費（新型コロ
ナ対策）ほか

感染防止に要する物資調達経費 防管
ほか

8,665
P67

ほか
新型コロナウイルス感
染者生活支援事業

新型コロナウイルス感染者のうち、自
宅療養者に対し、食料品等を支援し、
自宅療養者の不安の軽減や市民への感
染リスクの低減を図ります。
・消耗品費　1,050千円

防管 1,050 P81

疾病予防対策事業（新
型コロナ対策）

高齢者福祉施設等に新たに入所する場
合、希望者を対象としたＰＣＲ検査を
実施します。
・ＰＣＲ検査委託料　352千円

高齢 352 P101

公立保育所運営費（新
型コロナ対策）【再
掲】

保育所におけるＩＣＴシステムの導入
により、保護者の利便性向上と保育士
の業務負担の軽減を図り、子どもと向
き合う時間の創出を図ります。また、
ＱＲコードによる非接触型の登降園管
理や保護者アプリによる臨時休園等の
緊急連絡など、新型コロナ対策も併せ
て進めます。（金井、両津東、梅津、
河原田保育園）
・ＩＣＴシステム導入業務委託
9,892千円
・システム等借上料　1,364千円　ほ
か

子若 15,159 P113

ＰＣＲ検査費用補助事
業（新型コロナ対策）

クラスター対策として、感染が懸念さ
れる市内事業者を対象とした自主的な
民間検査機関でのＰＣＲ検査費用の一
部を補助します。
・ＰＣＲ検査費用補助金　500千円

市民 500 P125

Ⅳ　新型コロナ対策
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（単位：千円）

対策
区分

事業名 概要 担当課 予算額 予算書

感染拡大
防止対策

事業所内感染症防止対
策事業（新型コロナ対
策）

新型コロナウイルス感染症対策のため
に、市内の事業者が取り組む感染予防
対策や、感染拡大防止に向けた取り組
みを支援します。
・事業所内感染症防止対策事業補助金
10,000千円　ほか

地域 10,223 P161

宿泊施設濃厚接触者滞
在支援事業（新型コロ
ナ対策）

新型コロナウイルス感染症の発症が疑
われる旅行者の滞在先の確保と経済的
な負担軽減を図るため、市内に隔離先
を確保することと、あわせて滞在費用
の一部を支援します。
・宿泊施設濃厚接触者滞在支援事業補
助金　360千円

観光 360 P165

学校保健費（新型コロ
ナ対策）

学校における感染症対策として、校内
の消毒作業を継続します。
・校内消毒業務委託料　5,642千円
ほか

学校 12,718
P211
ほか

生活支援 新型コロナウイルス感
染症生活困窮者自立支
援金事業（新型コロナ
対策）

新型コロナウイルス感染症の影響が長
期化する中、生活が困窮している世帯
に対し、生活保護の受給や再就職まで
のつなぎ資金として生活資金を支給し
ます。
・新型コロナウイルス感染症生活困窮
者自立支援金　300千円

社福 310 P99

産業振興
と雇用促
進

人件費・雇用確保対策
費（新型コロナ対策）

新型コロナウイルス感染症の影響で、
減少する雇用の場の確保対策として、
会計年度任用職員を任用します。
・会計年度任用職員給料　6,124千円
ほか

総務 9,694 P61

雇用安定助成事業（新
型コロナ対策）

国が支給する雇用調整助成金に上乗せ
助成を行います。
・緊急雇用安定助成金　3,300千円
ほか

地域 4,300 P141

佐渡版事業復活支援金
（新型コロナ対策）

新型コロナウイルス感染症の影響を受
け国の事業復活支援金の給付を受けた
市内事業者に対し、市独自の上乗せ支
援を行います。
・事業復活支援金　101,230千円　ほ
か

地域 101,987 P161

インキュベーションセ
ンター整備事業（新型
コロナ対策）【再掲】

佐渡に進出するベンチャー企業のニー
ズに対応するため、自治体運営及び民
間運営によるインキュベーションセン
ターを整備するとともに、稼働率を高
めます。
・設計監理業務委託料　4,000千円
・施設改修工事　23,410千円
・改修費補助金　6,905千円　ほか

移住 36,165 P163

お試しオフィス拠点整
備事業（新型コロナ対
策）【再掲】

空き家を活用し、ＩＴ人材育成をはじ
め、滞在型の企業研修、季節移住者の
滞在拠点等として整備し、企業誘致と
多様な人材との交流促進と定着化を図
ります。
・研修センター運営委託料　2,310千
円
・施設改修工事　10,230千円　ほか

移住 23,472 P163
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（単位：千円）

対策
区分

事業名 概要 担当課 予算額 予算書

地域経済
の活性化

外部人材活用事業（新
型コロナ対策）【再
掲】

おもてなし、デジタル、インバウン
ド、観光プロモーション分野に関する
民間外部人材を活用し、プロフェッ
ショナルの視点から佐渡市の課題解決
を図るとともに、人材育成の観点か
ら、市職員に必要なスキルの強化を図
ります。
・デジタル人材派遣負担金　21,120千
円
・観光人材派遣負担金　14,947千円
ほか

総務 40,566 P63

貸切バス利用促進事業
（新型コロナ対策）
【再掲】

市民が佐渡金銀山や世界農業遺産をは
じめとする文化、歴史、自然、食につ
いて、あらためて学ぶ機会の創出な
ど、島内公共交通等を利用し、３資産
等を巡り、世界遺産登録への理解と認
知を深める取組を支援します。
・貸切バス等利用促進支援事業補助金
3,550千円

交通 3,550 P71

快適な生活応援事業
（新型コロナ対策）

コロナ禍において、長時間化する在宅
生活を快適に過ごすための備品購入費
を支援します。
・快適な生活応援事業補助金　30,000
千円　ほか

地域 30,368 P161

462,490合　　　計
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継続

Ⅴ　その他

専門的な見地から公共施設の情報と立地状況等を防災、アクセス、集積性の観点から分析を行い、
総合的及び客観的に評価を行うための調査を実施し、今後の公共施設の適正配置について検討すると
ともに、施設の強靭化に取り組みます。
　・公共施設分析業務委託料　　8,000千円

新規 公共施設適正化推進事業 予算額： 8,000千円 (企画) P65

離島住民の旅客航路運賃をＪＲ並みまで引き下げすることで、島民の経費負担と移動時間の軽減を
図り、暮らしの安定に寄与します。
　・航路運賃低廉化事業補助金　　840,741千円

継続 空港対策事業 予算額： 5,742千円 (交通) P81

P77航路運賃低廉化事業 予算額： 841,216千円 (交通)

現在、休止中の佐渡空港の航空路再開と佐渡空港拡張整備計画（新佐渡空港2000ｍ）について、引
き続き新潟県と連携し、強く推進していきます。

また、空路が再開していないため、新潟港佐渡汽船から新潟空港までのアクセス改善を図るべく、
引き続きミニライナー（直行便）を運行し、市民や観光客等の利便性を図ります。
　・新潟空港新潟港ターミナルアクセス改善事業負担金　　3,962千円

圃場整備等の開発事業に伴う事前試掘調査を実施することで、埋蔵文化財の保護を図ります。ま
た、講演会や展示会、出前授業などの開催により、文化財保護意識の醸成を図ります。
　・金井地区遺跡試掘調査支援委託料　　1,771千円

継続 埋蔵文化財調査保存事業 予算額： 18,720千円 (世界) P83

相川上町地区の地域住民が文化財の理解を深め、自主防災機能が強化されるように講習会や訓練等
を実施し、歴史的・文化的景観の維持・継承を図るとともに、防災計画策定に向けた取組を行いま
す。
　・相川上町防災ワークショップ運営業務委託料　　1,089千円
　・防災講習会、意見交換会、訓練等会場借上料　　16千円

継続 既存建物活用事業（都市再生整備計画費） 予算額： 19,549千円 (世界) P87

継続 地域防災力向上支援事業（都市再生整備計画費） 予算額： 1,105千円 (世界) P87

相川地区の重要文化的景観選定範囲における歴史的建造物及び周辺景観の保全を図るため、築50年
以上の歴史的建造物を対象に外観や内装の修理費用補助を行います。
　・町並み景観整備支援事業補助金　　5,000千円

相川上町エリア内に所在する歴史的建造物（旧深見家住宅）を改修するため、実施設計を実施し、
歴史的・文化的景観を訪れる観光客等が散策する際の拠点施設整備を図ります。
　・旧深見家住宅保存修理工事基本設計業務委託料　　4,271千円
　・旧深見家住宅保存修理工事実施設計業務委託料　　15,257千円

継続 景観整備支援事業（都市再生整備計画費） 予算額： 5,000千円 (世界) P87

相川地区の散策路を整備するため、道路や階段等を改修する散策路整備工事を実施し、歴史的・文
化的景観の保存・活用を図ります。
　・街灯設置工事　　10,901千円
　・散策路整備工事（市道・階段）　　130,283千円

継続 高質空間形成施設整備事業（都市再生整備計画費） 予算額： 141,184千円 (建設) P87
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継続 介護老人福祉の人材育成・確保事業 予算額： 5,093千円 (高齢) P99

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴者の補聴器購入を助成し、難聴者の就労、交
流、運動などの社会参加を促進し、閉じこもり予防と認知症の予防をすることで、健康寿命の延伸を
図ります。
　・軽・中等度難聴者補聴器購入助成事業扶助費　　750千円

新規 老人福祉施設整備事業 予算額： 150,000千円 (高齢) P101

介護福祉士等の資格取得に必要な経費の一部助成、市内の介護福祉施設に就職した方の定着を支援
し、介護老人福祉分野における専門職の人材育成と確保を推進します。
　・資格取得支援補助金　　1,770千円
　・就業支援補助金　　1,150千円
　・定着支援補助金　　2,133千円

新規
高齢者生活支援事業（軽・中等度難聴者補聴器購入助
成事業）

予算額：
18,771千円

うち750千円
(高齢) P101

継続 障害者就労支援事業 予算額： 859千円 (社福) P109

在宅生活が困難な高齢者を支援するため、特別養護老人ホーム等の施設整備に要する経費に対し補
助金を交付するこで、高齢者福祉の向上を図ります。
　・介護基盤整備事業補助金　　150,000千円

民間の力を活用した子ども遊び場マップを作成し、子育て世代が必要としている遊び場や公園等の
情報発信を行うとともに、ＧＰＳを活用することで、目的地に容易にたどり着けるようになり、子育
て世代の移住者・観光客にとっても効果的な情報発信に取り組みます。
　・オンラインＧＰＳ地図作成業務委託料　　199千円

継続 子育て支援対策事業（子育て支援事業業務委託） 予算額：
5,031千円

うち1,000千円
(子若) P117

働く意欲のある障がい者がその適性に応じて能力を発揮できるよう、関係機関と連携し、一般就労
及び福祉的就労を含めた就労機会の整備を促進します。
　・障害者職場実習支援事業　　182千円
　・障害者就労支援業務委託料　　677千円

継続
子育て支援対策事業（オンラインＧＰＳ地図作成業務
委託）

予算額：
5,031千円

うち199千円
(子若) P117

核家族化や地域の繋がりの希薄化、就労形態の変化など、子どもや子育てを取り巻く環境の変化が
著しいことを受け、親育ち・子育ち応援事業を実施します。

グループワークを通した仲間づくり、初めて子育てをする母親のためのプログラム、父親のための
講座等を実施するほか、保育園年長児を対象に、怒りの扱いを学ぶプログラム等を開催し、虐待予防
に繋がる事業を開催します。
　・講師謝礼　　656千円
　・親育ち・子育ち応援事業委託料　　473千円

これまで行政が子育て支援の一環として実施してきた事業を、ＮＰＯ法人の自由な発想を最大限活
用し、多様化、高度化する市民ニーズに対応した効率的・効果的な事業を実施します。
　・佐渡子育て学級業務委託料　　200千円
　・子連れ防災、ワークショップ業務委託料　ほか　　800千円

継続
子ども若者相談事業（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援
事業）

予算額：
9,057千円

うち3,007千円
(子若) P119

拡充 予防接種費（子宮頸がんワクチン接種） 予算額：
193,710千円

うち16,778千円
(市民) P125

地域医療構想の実現に向けた病床機能の再編により急性期医療が集約され、市内の中核病院として
需要な役割を果たしている公的病院の運営費を補助することで、地域の医療提供体制の維持を図りま
す。
　・公的病院運営費補助金　　137,000千円

国による子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨が再開されることに伴い、子宮頸がんの原因となる
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種の勧奨を再開します。
　・子宮頸がんワクチン予防接種委託料　　16,778千円

継続 病院補助事業 予算額： 137,000千円 (医療) P139
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佐渡産品のブランド化を図り、販路開拓やプロモーションを進めます。また、佐渡産品取扱事業者
のＩＴ化やＤＸ化を促す研修やオンライン営業、商談会の機会を提供します。
　・佐渡産品ＰＲ用ＷＥＢ広告料　　500千円
　・佐渡産品プロモーション業務委託料　　9,800千円

救命医療の高度化等に対応するため、救急救命士を含む救急隊員の知識、技術を医学的観点から維
持・向上させる体制の整備を図るとともに、救急講習を通じて応急手当の普及啓発を行います。
　・指導救命士等の育成に係る研修旅費　　536千円
　・気管挿管実習、就業前実習等救急業務高度化推進委託料　　508千円

(消防)

(地域)16,571千円継続 販売網ＤＸ化事業 予算額： P161

救急救命対策事業 予算額：継続 4,154千円
P181
P183

国の交付金事業などを活用し、経年劣化した老朽管路を耐震管により更新することで、災害に強い
水道の構築を進めるとともに、安全・安心な水道水の安定供給を図ります。
　・佐和田地区の導・配水管布設替工事　 　59,400千円
　・畑野地区の送・配水管布設替工事　　151,000千円
　・新穂、真野、小木地区の配水管布設替工事　　284,800千円

継続 老朽管更新事業【水道事業会計】 予算額： 495,200千円 (水道) P19
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１．予算編成にあたって 

一昨年来、新型コロナウイルス感染症が市民生活に大きな影響を与えてい

る中、本市においては、国・県との適切な役割分担の下、予算措置を講じなが

ら、感染拡大の防止や地域経済の活性化等、市民生活を守るための取組を

進めてきましたが、依然として、社会経済活動の制約が継続されている状況で

す。 

こうした状況下、社会構造の変化に適応し得る持続可能な財政運営の推進

に向けた中長期な目線での新たな施策展開が急がれる中、一方で、人口減少、

少子高齢化への対策は依然として、大きな課題であり、加えて、合併以前の旧

市町村単位で建設された公共施設などが老朽化により、一斉に更新期を迎え

ており、大規模改修をはじめとした建設事業等が継続して予定されていること

など、多額の財源確保が必要です。 

本市の財政構造は、歳入の２割程度が市税等の自主財源で残りは、地方

交付税等の依存財源となっているが、いずれの財源についても、人口減少や

生産年齢人口の減少等を要因に、減少傾向で推移するものと見込まれ、不足

する財源については、財政調整基金の取り崩しや、市債など、臨時的な財源

により、その多くを賄っていくこととなり、本市の財政運営は厳しさを増すものと

受け止めざるを得ません。 

令和４年度当初予算においては、新型コロナウイルス感染症の動向を注視

しつつ、財源確保の徹底や歳出の見直しを行う一方で、老朽化に伴う公共施

設等の維持管理・更新や地域医療の確保などの喫緊の課題に対応するととも

に、持続可能な市政運営を図るための最上位計画となる新たな「佐渡市総合

計画」を踏まえ、重点的な施策を集中的に取り組む、予算編成を行いました。 
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金　 額 構成比 金　 額 構成比 増減額 増減率

1 4,909,879 10.8 4,844,530 10.7 65,349 1.3

2 536,769 1.2 482,860 1.1 53,909 11.2

3 3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0

4 16,000 0.0 15,000 0.0 1,000 6.7

5 5,500 0.0 5,500 0.0 0 0.0

6 70,000 0.2 37,000 0.1 33,000 89.2

7 1,340,000 3.0 1,110,000 2.4 230,000 20.7

8 1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0

9 38,000 0.1 29,000 0.1 9,000 31.0

10 20,000 0.0 20,000 0.0 0 0.0

11 8,000 0.0 129,197 0.3 △121,197 △93.8

12 20,500,000 45.2 19,600,000 43.1 900,000 4.6

13 4,000 0.0 4,000 0.0 0 0.0

14 106,530 0.2 98,706 0.2 7,824 7.9

15 613,649 1.4 613,408 1.3 241 0.0

16 4,004,913 8.8 3,929,665 8.6 75,248 1.9

17 3,836,460 8.5 3,587,735 7.9 248,725 6.9

18 116,745 0.3 113,054 0.2 3,691 3.3

19 427,580 0.9 357,301 0.8 70,279 19.7

20 2,804,521 6.2 3,010,044 6.6 △205,523 △6.8

21 300,000 0.7 300,000 0.7 0 0.0

22 838,054 1.8 908,400 2.0 △70,346 △7.7

23 4,859,400 10.7 6,340,600 13.9 △1,481,200 △23.4

4,859,400 - 5,256,200 - △396,800 △7.5

45,360,000 100.0 45,540,000 100.0 △180,000 △0.4

45,360,000 - 44,455,600 - 904,400 2.0

※１　P31　グラフ１参照
※２　借換債を除いた実質的な予算額

市 　税

　２．一般会計歳入予算の概要

（単位：千円、％）

科　 目
比　 較本年度予算額 前年度予算額

歳入合計

使用料及び手数料

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

市　 債

地方特例交付金

地方譲与税

利子割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

分担金及び負担金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

国有提供施設等
　 所在市町村助成交付金

借換債を除いた額 (※2)

借換債を除いた額 (※2)

財産収入

国庫支出金

県支出金
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（自主財源及び依存財源） （単位：千円、％）

金　 額 構成比 比　 較 構成比 増減額 増減率

4,909,879 10.8 4,844,530 10.7 65,349 1.3

106,530 0.2 98,706 0.2 7,824 7.9

613,649 1.4 613,408 1.3 241 0.0

116,745 0.3 113,054 0.2 3,691 3.3

427,580 0.9 357,301 0.8 70,279 19.7

2,804,521 6.2 3,010,044 6.6 △205,523 △6.8

300,000 0.7 300,000 0.7 0 0.0

838,054 1.8 908,400 2.0 △70,346 △7.7

10,116,958 22.3 10,245,443 22.5 △128,485 △1.3

536,769 1.2 482,860 1.1 53,909 11.2

3,000 0.0 3,000 0.0 0 0.0

16,000 0.0 15,000 0.0 1,000 6.7

5,500 0.0 5,500 0.0 0 0.0

70,000 0.2 37,000 0.1 33,000 89.2

1,340,000 3.0 1,110,000 2.4 230,000 20.7

1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0

38,000 0.1 29,000 0.1 9,000 31.0

20,000 0.0 20,000 0.0 0 0.0

8,000 0.0 129,197 0.3 △121,197 △93.8

20,500,000 45.2 19,600,000 43.1 900,000 4.6

4,000 0.0 4,000 0.0 0 0.0

4,004,913 8.8 3,929,665 8.6 75,248 1.9

3,836,460 8.5 3,587,735 7.9 248,725 6.9

4,859,400 10.7 6,340,600 13.9 △1,481,200 △23.4

35,243,042 77.7 35,294,557 77.5 △51,515 △0.1

45,360,000 100.0 45,540,000 100.0 △180,000 △0.4

配当割交付金

環境性能割交付金

株式等譲渡所得割交付金

歳入合計

法人事業税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

市　 債

計

依
　
存
　
財
　
源

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

国有提供施設等
　 所在市町村助成交付金

地方譲与税

利子割交付金

分担金及び負担金

県支出金

科　 目
比　 較本年度予算額 前年度予算額

国庫支出金

自
　
主
　
財
　
源

諸収入

計

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

市　 税

使用料及び手数料
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（１）　目的別歳出予算 （単位：千円、％）

金　 額 構成比 金　 額 構成比 増減額 増減率

1 182,816 0.4 185,747 0.4 △2,931 △1.6

2 9,212,615 20.3 6,678,989 14.7 2,533,626 37.9

3 9,918,525 21.9 10,371,177 22.8 △452,652 △4.4

4 4,838,590 10.7 5,389,676 11.8 △551,086 △10.2

5 24,604 0.1 23,244 0.1 1,360 5.9

6 3,098,226 6.8 3,192,062 7.0 △93,836 △2.9

7 1,573,532 3.5 1,388,489 3.0 185,043 13.3

8 4,423,062 9.7 4,284,405 9.4 138,657 3.2

9 2,166,491 4.8 2,143,004 4.7 23,487 1.1

10 3,633,508 8.0 4,200,713 9.2 △567,205 △13.5

11 10,958 0.0 10,957 0.0 1 0.0

12 6,237,072 13.7 7,631,536 16.8 △1,394,464 △18.3

6,237,072 - 6,547,136 - △310,064 △4.7

13 1 0.0 1 0.0 0 0.0

14 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

45,360,000 100.0 45,540,000 100.0 △180,000 △0.4

45,360,000 - 44,455,600 - 904,400 2.0

※１　P31　グラフ２参照

借換債分を除いた額 (※2)

※２　借換債分を除いた実質的な予算額

議会費

教育費

災害復旧費

公債費

総務費

民生費

商工費

衛生費

労働費

農林水産業費

歳出合計

予備費

土木費

諸支出金

借換債分を除いた額 (※2)

消防費

　３．一般会計歳出予算の概要

科　 目
比　 較本年度予算額 前年度予算額
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（２）　性質別歳出予算 （単位：千円、％）

金　 額 構成比 金　 額 構成比 増減額 増減率

1 7,976,872 17.6 7,985,044 17.5 △8,172 △0.1 

2 6,344,599 14.0 6,120,840 13.4 223,759 3.7 

3 617,962 1.4 532,999 1.2 84,963 15.9 

4 4,140,636 9.1 4,074,620 9.0 66,016 1.6 

5 6,858,290 15.1 6,026,260 13.2 832,030 13.8 

6 6,387,072 14.1 7,781,536 17.1 △1,394,464 △17.9 

6,387,072 14.1 6,697,136 14.7 △310,064 △4.6 

7 580,973 1.3 622,631 1.4 △41,658 △6.7 

8 347,937 0.8 352,450 0.8 △4,513 △1.3 

9 925,753 2.0 924,194 2.0 1,559 0.2 

10 3,927,216 8.6 4,002,692 8.8 △75,476 △1.9 

11 7,212,690 15.9 7,076,734 15.5 135,956 1.9 

7,201,732 15.9 7,065,777 15.5 135,955 1.9 

2,228,363 4.9 584,640 1.3 1,643,723 281.2 

4,973,369 11.0 6,481,137 14.2 △1,507,768 △23.3 

10,958 0.0 10,957 0.0 1 0.0 

12 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0 

45,360,000 100.0 45,540,000 100.0 △180,000 △0.4 

45,360,000 - 44,455,600 - 904,400 2.0 

※１　P31　グラフ３参照

　　合併特例債事業

　　 その他普通建設事業

借換債分を除いた額 (※2)

※２　借換債分を除いた実質的な予算額

物件費

維持補修費

歳出合計

予備費

投資及び出資金

貸付金

繰出金

投資的経費

　災害復旧事業

　普通建設事業

人件費

積立金

扶助費

補助費等

公債費

借換債分を除いた額 (※2)

　

科　 目
比　 較本年度予算額 前年度予算額
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（注）端数処理等の関係で表とグラフの数値が一致しない場合もあります。

市 税

4,910

(10.8%)

繰入金

2,804

(6.2%)

その他自主財源

2,403

(5.3%)

国庫支出金

4,005

(8.8%)

県支出金

3,836

(8.5%)

市 債

4,859

(10.7%)

地方交付税

20,500

（45.2%）

その他依存財源

2,043

(4.5%)

歳入構成比

（単位：百万円）

歳入総額

45,360百万円

グラフ １ (※１）

その他自主財源 2,403 （5.3%）

諸収入

使用料及び手数料

寄附金

繰越金

財産収入

分担金及び負担金

その他依存財源 2,043 （4.5%）

地方消費税交付金

地方譲与税

法人事業税交付金

環境性能割交付金

国有提供施設等

所在市町村助成交付金

配当割交付金

地方特例交付金

株式等譲渡所得割交付金

交通安全対策特別交付金

利子割交付金

ゴルフ場利用税交付金

838 （1.8%）

614 （1.4%）

428 （0.9%）

300 （0.7%）

117 （0.3%）

106 （0.2%）

1,340 （3.0%）

537 （1.2%）

70 （0.2%）

38 （0.1%）

20 （0.0%）

16 （0.0%）

8 （0.0%）

6 （0.0%）

4 （0.0%）

3 （0.0%）

1 （0.0%）

自主財源
10,117百万円

(22.3%）

依存財源
35,243百万円

(77.7%）

民生費

9,918

(21.9%)

総務費

9,213

(20.3%)
公債費

6,237

(13.7%)

衛生費

4,838

(10.7%)

土木費

4,423

（9.7%）

教育費

3,634

(8.0%)

農林水産業費

3,098

(6.8%)

消防費

2,166

(4.8%)

商工費

1,574

(3.5%)

歳出構成比（目的別）

（単位：百万円）

その他 259 （0.6%）

議会費

労働費

災害復旧費

諸支出金

予備費歳出総額

45,360百万円

183 （0.4%）

25 （0.1%）

11 （0.0%）

0 （0.0%）

40 （0.1%）

グラフ ２ (※１）

人件費

7,977

(17.6%)

公債費

6,387

(14.1%)

扶助費

4,141

(9.1%)
投資的経費

7,212

(15.9%)

補助費等

6,858

(15.1%)

物件費

6,345

(14.0%)

繰出金

3,927

(8.6%)

貸付金

926

(2.0%)

歳出構成比（性質別）

（単位：百万円）

その他 1,587 （3.6%）

維持補修費

積立金

投資及び出資金

予備費

歳出総額

45,360百万円

618 （1.4%）

581 （1.3%）

348 （0.8%）

40 （0.1%）

義務的経費（人件費・扶助費・公債費）

18,505百万円（40.8％）

グラフ ３ (※１）
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増減額 増減率

45,360,000 45,540,000 △180,000 △0.4

45,360,000 44,455,600 904,400 2.0

5,827,000 5,854,000 △27,000 △0.5

825,100 824,800 300 0.0

8,799,000 9,073,500 △274,500 △3.0

35,000 35,000 0 0.0

458,700 464,200 △5,500 △1.2

609,600 604,200 5,400 0.9

190 190 0 0.0

3,368 3,331 37 1.1

3,576 3,554 22 0.6

3,368 3,361 7 0.2

61,924,902 62,406,136 △481,234 △0.8

61,924,902 61,321,736 603,166 1.0

収入 2,634,390 2,583,003 51,387 2.0

支出 2,634,390 2,583,003 51,387 2.0

収入 1,488,640 1,460,556 28,084 1.9

支出 2,287,923 2,207,694 80,229 3.6

収入 3,239,394 3,479,718 △240,324 △6.9

支出 3,226,374 3,444,414 △218,040 △6.3

収入 1,632,410 1,540,224 92,186 6.0

支出 2,296,468 2,254,523 41,945 1.9

収入 1,539,779 1,485,831 53,948 3.6

支出 1,846,340 1,887,596 △41,256 △2.2

収入 293,499 845,040 △551,541 △65.3

支出 243,870 723,916 △480,046 △66.3

※借換債分を除いた実質的な予算額

病院事業会計

収益的

資本的

計

借換債分を除いた額 (※)

下水道事業会計

収益的

資本的

水道事業会計

収益的

資本的

一　 般　 会　 計

借換債分を除いた額 (※)

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

小 水 力 発 電

歌 代 の 里

す こ や か 両 津

五 十 里 財 産 区

二 宮 財 産 区

新 畑 野 財 産 区

真 野 財 産 区

　４．会計別予算額一覧表

（単位：千円、％）

区　 分 本年度予算額 前年度予算額
比　 較
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歳　入

歳　出

５．一般会計当初予算の推移

73
71 72 72 71 70 70 81 80 80

77 78 78 77 75 71 76 73 78 64

37 37 38 38 41 41 41 41 41
41

170

103 91 79 91
78 48

69 71
72

41

40
43

39
39

40
38

39 40
39

125

129 132
140

152
151

157
142 145

158

0
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200

300

400
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600

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

単位：億円単位：億円単位：億円

人件費

公債費

普通建設事業

その他経費

455億円 454億円

523億円

458億円 454億円

繰出金

扶助費

54
54 52 51 51 49 50 51 48 49

214 208 202 200 202 200 198 198 196 205

69
63 65

67 75 76 74 74 75
78

134

55 64 54
63 55

37 48 63 49

52

78 71 73
78

71
71

74
73 73

0

100

200

300

400
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600

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

市税

地方交付税

国・県支出金

市債

455億円

523億円

454億円458億円その他収入
445億円

445億円

469億円

469億円

単位：億円

451億円

451億円

430億円

430億円
445億円

445億円

454億円
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６．基金残高と市債残高の見込

H25末 H26末 H27末 H28末 H29末 H30末 R1末 R2末
R3末
（見込）

R4末
（見込）

9,342 7,972 8,918 9,547 7,178 7,740 7,262 6,082 6,266 5,085

2,445 2,105 2,811 2,435 2,054 1,802 1,608 1,409 1,469 1,282

10,636 11,403 11,378 11,207 11,018 10,170 9,558 9,139 8,613 7,780

1,030 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,032 1,032 1,032 1,032

H25末 H26末 H27末 H28末 H29末 H30末 R1末 R2末
R3末
（見込）

R4末
（見込）

19,578 22,126 23,599 23,698 24,508 25,460 23,161 20,714 18,403 18,186

16,258 16,726 16,986 16,800 16,533 16,134 15,490 14,781 14,220 12,894

25,360 22,763 20,543 18,789 17,398 16,207 15,855 16,364 18,977 19,289

合併
特例債

臨時財政
対策債

その他債

財政調整
基金

減債基金

その他特定
目的基金

定額運用
基金

（単位：百万円）

（単位：百万円）

23,454 
22,510 

24,137 24,221 

21,281 
20,743 

19,459 

17,662 17,379 

15,179 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
財政調整基金
減債基金
その他特定目的基金
定額運用基金

基金残高

61,195 61,615 61,129 
59,287 58,439 57,801 

54,506 
51,859 51,599 50,369 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
合併特例債

臨時財政対策債

その他債

市債残高
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７．目的税等の使途に関する調書

【１】入湯税

　予算額　16,734千円 （単位：千円）

【２】地方消費税交付金

　予算額  1,340,000千円（うち社会保障財源化分　730,909千円） （単位：千円）

市税の中で、一定の政策目的を達成するために使途を限定して課税しているものを

目的税といいます。本市の目的税は、入湯税があり、入湯客に課税されます。

入湯税は、観光振興、消防施設などの整備や環境衛生施設に要する経費に充てられます。

「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」(平成26年１月24日総務省通知)

により、地方消費税収の増収分については、社会保障施策に要する経費に充て、その使途を

本市は、地方消費税交付金の増収分を、下記の社会保障施策に要する経費の財源とし

て活用します。

明確化するものとされました。

国・県支出金 市債 その他 うち充当額

観光振興 375,226 114,410 22,100 118,603 120,113 10,750

消防施設 338,694 8,229 279,100 0 51,365 4,597

環境衛生施設 27,127 11,627 0 0 15,500 1,387

741,047 134,266 301,200 118,603 186,978 16,734

経費区分 予算額

財源内訳

特定財源 　一般財源

合　　　計

国・県支出金 市債 その他 うち充当額

3,211,045 2,075,202 0 86,869 1,048,974 248,312

1,840,523 274,312 0 0 1,566,211 370,752

503,031 6,025 0 24,524 472,482 111,845

5,554,599 2,355,539 0 111,393 3,087,667 730,909

財源内訳

特定財源 　一般財源

社会福祉

社会保険(国保・介護等)

保健衛生

合　　　計

経費区分 予算額
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再生紙を使用しています。 

古紙リサイクルにご協力をお願いします。 


