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令和３年度当初予算のポイント

 重点施策

明⽇の沼⽥をつくる元気みらい創造予算
〜こころ豊かに暮らし、しあわせを実感できるまちづくり〜

 令和３年度においては、第六次総合計画の「まちづくりの将来像」として設定された

「こころ豊かに暮らし、しあわせを実感できるまち 沼⽥」を踏まえ、「明⽇の沼⽥をつ

くる元気みらい創造予算」として、次の６つの重点施策を柱とした予算を編成し、住む⼈

にとっても、また、訪れる⼈にとっても居⼼地のよいまちづくりを積極的に推進します。

保健・医療・福祉（ふれ合いと⽀え合いの健やかなまちづくり）

⾃然環境・⽣活環境（⼈と⾃然にやさしい持続可能なまちづくり）

教育・⽂化（未来を担うたくましいひとづくり・まちづくり）

都市基盤（歴史・⽂化が息づく⾃然ゆたかなまちづくり）

地域経済（ブランド⼒と交流による元気創⽣のまちづくり）

構想の推進（市⺠協働のまちづくり）

○⼀般会計の予算総額

225億8,317万8千円（対前年度⽐2.1%増）

○特別会計等を含めた予算総額

385億4,879万6千円（対前年度⽐1.7%増）
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全体的事項

１ 予算編成の基本⽅針

 令和３年度は、引き続き「明⽇の沼⽥をつくる元気みらい創造」に係る事業を実施すると

ともに、現下のコロナ禍における市⺠⽣活への影響が多⼤であることに鑑み、新型コロナウ

イルス感染症への対策事業も継続的に実施していきます。

予算編成に当たっては、「コロナとともに新たな沼⽥へ」を念頭に、新しい⽣活様式への

転換など感染症への対応と経済活動の回復・向上に資する施策の充実を図るとともに、コス

ト意識を持って、事業の緊急性、必要性、優先度、熟度等を精査した上で、「選択と集中」

により、事業の重点化を図るものとします。

    また、⾏財政改⾰を強⼒に推し進め、総体的なスリム化を図るとともに、市の重点施策と

して、①保健・医療・福祉（ふれ合いと⽀え合いの健やかなまちづくり）、②⾃然環境・⽣

活環境（⼈と⾃然にやさしい持続可能なまちづくり）、③教育・⽂化（未来を担うたくまし

いひとづくり・まちづくり）、④都市基盤（歴史・⽂化が息づく⾃然ゆたかなまちづく

り）、⑤地域経済（ブランド⼒と交流による元気創⽣のまちづくり）、⑥構想の推進（市⺠

協働のまちづくり）の６項⽬を柱に予算の重点配分を⾏うとともに、市⺠との連携・協働の

下、こころ豊かに暮らし、しあわせを実感できるまちづくりに取り組むものとしています。

２ 予算の概要

 令和３年度⼀般会計予算の規模は、歳⼊歳出それぞれ２２５億８，３１７万８千円で、前

年度当初予算と⽐較して４億６，８９１万８千円、２．１％の増であります。

 また、⼀般会計、特別会計及び企業会計を合わせた総体の予算規模は３８５億４，８７９

万６千円で、対前年度⽐１．７％の増であります。

 ⼀般会計につきましては、厳しい財政状況の中、経費節減により経常経費の抑制を図りな

がら地域事情及び市⺠ニーズなどの⾏政需要に対応するため、予算編成⽅針に基づき優先す

べき主要事務事業等を中⼼に、市⺠⽣活の更なる充実・向上に向けて必要な施策に重点を置

き、予算の計上に努めたものであります。

 歳⼊の主なものについては、市税では、総務省が発表した「令和３年度地⽅財政収⽀の仮

試算」及び令和元年度決算額を参考に、できうる限りの財源確保を図ったものであります。

地⽅交付税は、地⽅財政対策を勘案して増額。市債は、合併特例債などの有利な起債を活⽤

して旧久⽶邸洋館保存整備事業などの事業実施に充てるとともに、地⽅財政対策において⼤

幅増とされた臨時財政対策債の発⾏増により増額。合併振興基⾦の有効活⽤、繰⼊⾦により

収⽀の均衡を図ったものであります。

 また、歳出の主なものについてですが、総務費は、旧沼⽥市役所庁舎の解体⼯事費等の減

により減額。⺠⽣費は、児童⼿当等の減等により減額。衛⽣費は、佐⼭最終処分場管理事務

所等の解体撤去⼯事費等の増、新型コロナウイルスワクチン接種事業の増などにより増額。

労働費は、勤労⻘少年ホーム解体等整備事業の増による増額。農林⽔産業費は、農道整備⼯

事費、ため池緊急防災減災対策事業などの減により減額。商⼯費は、電⼦地域通貨事業、中

⼩企業経営振興資⾦保証料補助⾦の増などにより増額。
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３ 財源の確保

４ ⾏政改⾰の取り組み

 ⾏政改⾰の取り組みとして、次のとおり⾏政組織機構改⾰を⾏います。

（総務部関係）

 市⺠協働を推進するため、⽩沢⽀所及び利根⽀所が所管する区⻑会関係業務を市⺠協働課

に設置する⽩沢地区及び利根地区コミュニティセンターにそれぞれ移管します。

 ⿃獣保護・有害⿃獣対策業務の⼀元化に対応するため、⽩沢⽀所及び利根⽀所が所管する

当該業務を農林課に設置する有害⿃獣対策センターに移管します。

 観光⾏政を⼀体的に推進するため、利根⽀所観光係が所管する業務を観光交流課に設置す

る利根観光係に移管し、観光係は廃⽌します。

（市⺠部関係）

 地域の多様な活動を推進するため、市⺠協働課に「利南地区コミュニティセンター」、

「池⽥地区コミュニティセンター」、「薄根地区コミュニティセンター」、「川⽥地区コ

ミュニティセンター」、「⽩沢地区コミュニティセンター」及び「利根地区コミュニティセ

ンター」を設置し、各地区コミュニティセンターは、⽣涯学習課の利南公⺠館、池⽥公⺠

館、薄根公⺠館、川⽥公⺠館、⽩沢公⺠館及び利根公⺠館の業務を所管します。また、⽩沢

地区コミュニティセンター及び利根地区コミュニティセンターは、⽩沢⽀所及び利根⽀所か

ら移管する区⻑会関係業務を所管します。

（経済部関係）

 ⿃獣保護・有害⿃獣対策業務の⼀元化に対応するため、農林課に「有害⿃獣対策セン

ター」を設置し、⽩沢⽀所、利根⽀所及び森林整備係が所管する当該業務を所管します。

観光⾏政を⼀体的に推進するため、観光交流課に「利根観光係」を設置し、利根⽀所観光

係の業務を所管します。

（都市建設部関係）

 簡易⽔道関係業務の⼀元化に対応するため、上下⽔道課に「簡易⽔道係」を設置し、管理

係、⽔道係及び浄⽔係の当該業務を所管します。

 本市の財政構造は、地⽅交付税等の依存財源が市税等の⾃主財源を上回っていることか

ら、国・県の動向を注視、分析及び効率的な制度活⽤に加え適正な起債発⾏を図るととも

に、市税においては、収納率の向上を図り、できうる限りの財源確保に努めることとし、不

⾜する財源については財政調整基⾦から繰⼊れを⾏い収⽀の均衡を図ったものであります。

⼟⽊費は、都市公園整備事業などが減となったものの、３・３・１環状線(栄町⼯区)事業、

道路施設点検事業などの増により増額。消防費は、消防団機械器具置場等整備事業、消防⾞

両整備事業の増などによる増額。教育費は、中央公⺠館の解体撤去⼯事費や武道場管理・整

備事業に係る経費を計上するものの、⼩・中学校屋内運動場改修事業や図書館施設整備事業

が減となったことによる減額であります。
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（教育部関係）

 中央公⺠館の使⽤中⽌に伴い、中央公⺠館は廃⽌します。

 ⽂化振興を総合的に推進するため、⽣涯学習課に「市⺠⽂化推進室」を設置し、社会教育

係が所管する芸術⽂化関係業務を市⺠⽂化推進室に移管します。

 ⽣涯学習課の利南公⺠館、池⽥公⺠館、薄根公⺠館、川⽥公⺠館、⽩沢公⺠館及び利根公

⺠館が所管する業務を市⺠協働課に設置する利南地区コミュニティセンター、池⽥地区コ

ミュニティセンター、薄根地区コミュニティセンター、川⽥地区コミュニティセンター、⽩

沢地区コミュニティセンター及び利根地区コミュニティセンターに移管し、各地区公⺠館は

廃⽌します。

 ⽂化財保護課に「埋蔵⽂化財調査センター」を設置し、⽂化財保護係が所管する埋蔵⽂化

財の調査研究、作業及び保存等業務を埋蔵⽂化財調査センターに移管します。
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当初予算の概要総括表

会計別予算規模 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）

前年度

予算額

対前年度

増減額

同左

増減率

22,583,178 22,114,260 468,918 2.1

12,409,879 12,647,263 △ 237,384 △ 1.9

5,562,307 5,827,799 △ 265,492 △ 4.6

675,142 648,013 27,129 4.2

5,980,742 5,802,349 178,393 3.1

191,688 369,102 △ 177,414 △ 48.1

3,555,739 3,157,716 398,023 12.6

664,371 556,949 107,422 19.3

637,111 350,865 286,246 81.6

2,254,257 2,249,902 4,355 0.2

38,548,796 37,919,239 629,557 1.7

※簡易⽔道事業会計の前年度予算額は、簡易⽔道事業特別会計の額を計上しています。

会  計  名

合 計

⼀ 般 会 計

特 別 会 計

企 業 会 計

電 気 事 業 特 別 会 計

下 ⽔ 道 事 業 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

国 ⺠ 健 康 保 険 特 別 会 計

後 期 ⾼ 齢 者 医 療 特 別 会 計

⽔ 道 事 業 会 計

簡 易 ⽔ 道 事 業 会 計

20,439

20,888

21,449

21,909

23,554

26,006

24,554

22,114

22,583

34,367

35,066

36,948

37,117

38,875

40,547

39,196

37,919

38,549

0

5,000

10,000
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20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度

一般会計 全会計

当初予算の推移
(百万円)
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⼀般会計当初予算の概要

歳⼊予算の概要 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 市税 5,855,046 25.9 6,126,072 27.7 △ 271,026 △ 4.4

2 地⽅譲与税 194,443 0.9 285,382 1.3 △ 90,939 △ 31.9

3 利⼦割交付⾦ 4,541 0.0 9,000 0.1 △ 4,459 △ 49.5

4 配当割交付⾦ 19,000 0.1 19,000 0.1 0 同額

5 株式等譲渡所得割交付⾦ 13,266 0.1 16,000 0.1 △ 2,734 △ 17.1

6 法⼈事業税交付⾦ 20,456 0.1 20,456 0.1 0 同額

7 地⽅消費税交付⾦ 890,712 3.9 1,003,975 4.5 △ 113,263 △ 11.3

8 ゴルフ場利⽤税交付⾦ 12,437 0.1 14,000 0.1 △ 1,563 △ 11.2

9 環境性能割交付⾦ 52,791 0.2 53,327 0.2 △ 536 △ 1.0

10 地⽅特例交付⾦ 159,002 0.7 17,918 0.1 141,084 787.4

11 地⽅交付税 5,924,732 26.2 5,819,412 26.3 105,320 1.8

12 交通安全対策特別交付⾦ 8,028 0.0 8,947 0.0 △ 919 △ 10.3

13 分担⾦及び負担⾦ 77,382 0.3 72,336 0.3 5,046 7.0

14 使⽤料及び⼿数料 128,791 0.6 134,506 0.6 △ 5,715 △ 4.2

15 国庫⽀出⾦ 3,041,829 13.5 2,700,303 12.2 341,526 12.6

16 県⽀出⾦ 1,581,161 7.0 1,661,400 7.5 △ 80,239 △ 4.8

17 財産収⼊ 63,135 0.3 61,870 0.3 1,265 2.0

18 寄附⾦ 100,005 0.4 100,005 0.5 0 同額

19 繰⼊⾦ 965,690 4.3 1,285,057 5.8 △ 319,367 △ 24.9

20 繰越⾦ 1 0.0 1 0.0 0 同額

21 諸収⼊ 1,110,514 4.9 628,654 2.8 481,860 76.6

22 市債 2,360,216 10.5 2,076,639 9.4 283,577 13.7

22,583,178 100.0 22,114,260 100.0 468,918 2.1

款

合計

市税

25.9%

繰入金

4.3%

諸収入

4.9%

使用料･手数料

0.6%

その他(自主財源)

1.0%

地方交付税

26.2%

国庫支出金

13.5%

県支出金

7.0%

市債

10.5%

地方消費税交付金

3.9%

その他(依存財源)

2.2%

自主財源

36.7%

依存財源

63.3%

一般会計歳入総額

225億8,318万円

歳入の状況
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歳出予算の概要（款別） (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

１ 議会費 204,046 0.9 204,727 0.9 △ 681 △ 0.3

２ 総務費 2,852,264 12.6 2,942,111 13.3 △ 89,847 △ 3.1

３ ⺠⽣費 6,300,708 27.9 6,460,851 29.2 △ 160,143 △ 2.5

４ 衛⽣費 3,030,635 13.4 2,683,134 12.2 347,501 13.0

５ 労働費 34,129 0.2 28,098 0.1 6,031 21.5

６ 農林⽔産業費 573,269 2.5 658,755 3.0 △ 85,486 △ 13.0

７ 商⼯費 1,096,035 4.9 580,304 2.6 515,731 88.9

８ ⼟⽊費 2,947,091 13.0 2,889,842 13.1 57,249 2.0

９ 消防費 851,717 3.8 845,461 3.8 6,256 0.7

１０教育費 2,592,502 11.5 2,680,982 12.1 △ 88,480 △ 3.3

１１災害復旧費 3 0.0 3 0.0 0 同額

１２公債費 2,070,779 9.2 2,109,992 9.6 △ 39,213 △ 1.9

１３予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 同額

22,583,178 100.0 22,114,260 100.0 468,918 2.1

款

合計

議会費

0.9%

総務費

12.6%

民生費

27.9%

衛生費

13.4%

労働費

0.2%

農林水産業費

2.5%

商工費

4.9%

土木費

13.0%

消防費

3.8%

教育費

11.5%

公債費

9.2%

その他

(災害復旧費・予備費)

0.1%

一般会計歳出総額

225億8,318万円

歳出の状況
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歳出予算の概要（性質別） (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

義 務 的 経 費 10,326,873 45.8 10,490,538 47.4 △ 163,665 △ 1.6

4,037,372 17.9 4,066,014 18.4 △ 28,642 △ 0.7

4,218,722 18.7 4,314,532 19.5 △ 95,810 △ 2.2

2,070,779 9.2 2,109,992 9.5 △ 39,213 △ 1.9

投 資 的 経 費 1,596,089 7.1 1,778,290 8.1 △ 182,201 △ 10.2

1,596,086 7.1 1,778,287 8.1 △ 182,201 △ 10.2

補 助 事 業 費 632,281 2.8 837,174 3.8 △ 204,893 △ 24.5

単 独 事 業 費 963,805 4.3 941,113 4.3 22,692 2.4

3 0.0 3 0.0 0 同額

そ の 他 経 費 10,660,216 47.1 9,845,432 44.5 814,784 8.3

3,696,090 16.4 3,720,855 16.8 △ 24,765 △ 0.7

434,814 1.9 391,825 1.8 42,989 11.0

4,000,050 17.7 3,158,950 14.3 841,100 26.6

120,884 0.5 141,890 0.6 △ 21,006 △ 14.8

0 0.0 0 0.0 0 同額

158,800 0.7 165,800 0.8 △ 7,000 △ 4.2

2,219,578 9.8 2,236,112 10.1 △ 16,534 △ 0.7

30,000 0.1 30,000 0.1 0 同額

22,583,178 100.0 22,114,260 100.0 468,918 2.1

貸 付 ⾦

性    質    別

合計

⼈ 件 費

扶 助 費

公 債 費

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 ⽴ ⾦

投 資 及 び 出 資 ⾦

繰 出 ⾦

そ の 他 ( 予 備 費 )

人件費

17.9%

扶助費

18.7%

公債費

9.2%

災害復旧費

0.0%

補助事業費

2.8%

単独事業費

4.3%

物件費

16.4%

補助費等

17.7%

繰出金

9.8%

その他

3.2%

義務的経費

45.8%

投資的経費

7.1%

その他経費

47.1%

一般会計歳出総額

225億8,318万円

歳出（性質別）の状況

9
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 重点施策

社会参加⽀援事業

（社会福祉課・11,798千円）

障害者の就労⽀援・交流の場として、福祉カフェ

の運営を特定⾮営利活動法⼈あおぞら会へ委

託して実施します。

⺠間保育所運営委託事業

（⼦ども課・366,987千円）

就労などのため、家庭で保育できない保護者に

代わって保育する保育所の運営を⺠間に委託し、

就労⽀援及び⼦育て⽀援の充実を図ります。

⺠間教育・保育施設給付事業

（⼦ども課・490,892千円）

幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持ち、地

域の⼦育て⽀援を⾏う認定こども園に給付を⾏

い、教育・保育の充実を図ります。

ハッピープロジェクト事業

（⼦ども課・12,565千円）

若い世代の結婚、出産、⼦育ての希望をかなえ

るための取り組みとして、オリジナル動画作成によ

る啓発、結婚⽀援セミナー、出会いのサポート、

新婚世帯に対する住居費等の⽀援を⾏います。

⼦育てコンシェルジュ事業

（⼦ども課・2,879千円）

⼦育てコンシェルジュを配置し、地域⼦育て⽀援

拠点へ出向き、⼦育て世帯へ情報提供をすると

ともに、⼦ども家庭総合⽀援拠点と連携し相談

⽀援事業を強化します。

予防接種事業（健康課・117,754千円）

新型コロナウイルスワクチン接種事業

（同・225,203千円）

乳幼児、児童⽣徒及び⾼齢者を対象とした予防接種を

実施し、⾃⼰の健康を守ると共に、新型コロナウイルス感

染拡⼤を防ぐため、新型コロナウイルスワクチンの接種体

制を構築し、接種業務の効率化、円滑化を図ります。

⺟⼦保健相談指導事業

（健康課・32,756千円）

妊娠・出産・育児期における切れ⽬のない⽀援を図るた

めに、⼦育て世代包括⽀援センターを開設し、妊婦保健

指導、妊産婦健康診査受診券（⻭科健診を含む）を

発⾏、マタニティセミナー、⺟⼦訪問指導、育児相談、発

達⽀援事業等を実施し、安⼼して⼦どもを産み育てられ

るよう⽀援します。

スマートウェルネス推進事業

（健康課・11,529千円）

市⺠に健康づくりの意識の⾼揚と実践に向け、⺠間活⼒

も活かしたウォーキングなどの取り組みにポイント制を導⼊

します。また、地域づくり、⽣きがいづくり、公共交通の再

編成、施設利⽤の促進、ウォーキングコース周辺整備等

⽣活環境を整備し、健康なまちづくりを推進します。

保健・医療・福祉

（ふれ合いと⽀え合いの健やかなまちづくり）

１
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防犯対策事業

（地域安全課・8,689千円）

安全安⼼なまちづくりを推進するため、防犯灯の

整備や電気料の補助、防犯カメラの維持管理な

どを⾏い、犯罪抑⽌⼒の向上を図ります。

⾮常備消防管理事業

（地域安全課・78,327千円）

消防団員が⾏う活動に必要な各種安全装備の

更なる充実を図り、消防団員の安全確保、⼠

気の⾼揚を図るとともに、地域の消防⼒向上と

防災・減災対策を図ります。

ひとを守る・まちを守る防災ぬまた推進事業

（地域安全課・5,280千円）

安全安⼼なまちづくりには、「⾃助」・「共助」・「公

助」の育成と連携が必要であり、防災・減災対策を

迅速かつ的確に⾏うため、地域住⺠が参加する地

域防災訓練等を実施し、防災施策の推進を図り

ます。

ファシリティマネジメント推進事業

（財政課・187,783千円）

公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の

更新・統廃合・⻑寿命化の計画的推進や財産

の有効活⽤による財源確保など各種ファシリティ

マネジメント施策を推進します。

ごみ減量化対策事業

（環境課・123,060円）

資源の分別収集を⾏い、分別基準適合物など

の再商品化を実施することにより、ごみの減量化

と資源の有効活⽤を図ります。

森林整備事業

（農林課・54,909千円）

森林の有する多⾯的機能の維持・増進を⽬的に、間伐等の森

林整備への⽀援を⾏います。森林環境譲与税を活⽤し、森林

経営管理制度を円滑に運⽤することにより、⼿⼊れの⾏き届か

ない森林に対し適切な整備を⾏います。市⺠が「⽊とふれあい、

⽊に学び、⽊と⽣きる」ことを⽬的に、⽊育を推進します。同時に

沼⽥市産⽊材の利⽤を促進し、⽊材普及及び地元⽊材加⼯

業者の振興を⾏います。

花いっぱい運動推進事業

（⽣涯学習課・1,598千円）

美しい景観のある住みよい住環境づくりを推進す

るとともに、郷⼟意識の向上を図ります。

⼩⽔⼒発電施設整備事業（電気特会）

（環境課・177,560千円）

地球温暖化対策への取り組みとして本市に賦存

する豊富な⽔を利⽤した⼩⽔⼒発電施設を整

備し、環境対策と併せて地域の活性化を図りま

す。

⾃然環境・⽣活環境

（⼈と⾃然にやさしい持続可能なまちづくり）

２
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沼⽥給⾷センター管理費

（教育総務課・180,870千円）

学校給⾷の能率的、効果的な運営を図るととも

に、学校給⾷充実計画に基づいた学校給⾷の

提供を図ります。

外国語指導助⼿設置事業

（学校教育課・49,664千円）

外国語指導助⼿が⼩学校の外国語活動及び

外国語科、中学校の英語科授業への⽀援・補

助を⾏うことにより、市内⼩中学校の英語教育の

充実を図ります。

学校教育⽀援事業

（学校教育課・64,110千円）

⼩中学校に学校教育⽀援員、相談員を配置し、障害を

有する児童⽣徒の安全確保と他の児童⽣徒の授業確

保を⾏います。また、児童⽣徒の抱える悩みの相談相⼿、

放課後学習や遊び相⼿になったりし、児童⽣徒が学校

⽣活を円滑に過ごせるよう⽀援します。

ふるさとぬまた未来創造奨学⾦事業

（学校教育課・3,610千円）

若者の夢と希望を実現するとともに、本市発展の

ための未来へ投資する制度で、⼤学等を卒業後、

市内に居住し、本市に貢献できる⼈に奨学⾦を

給付します。

市⺠⽂化推進事業

（⽣涯学習課・3,446千円）

各種教養教室・学級、市⺠ハイキング、史跡めぐり事業

を実施するなど、広く市⺠に⽣涯学習の機会を提供し、

地域住⺠の教養の向上及び健康の増進等を図ります。

また、⾃主活動団体の事業活動への参加と学習を⽀援

し、地域の親睦と住⺠個々の資質向上を図り、地域の発

展に寄与します。

旧久⽶邸洋館保存整備事業

（⽂化財保護課・65,324千円）

沼⽥市名誉市⺠である久⽶⺠之助翁が暮らした

渋⾕区代々⽊上原の邸宅の⼀⾓にあった洋館を

市内中⼼市街地に移築し保存整備します。他の

歴史的建造物と併せて⽂化の発信基地とするとと

もに、歴史・⽂化が息づくまちづくりに貢献します。

沼⽥城遺跡発掘調査事業

（⽂化財保護課・38,026千円）

沼⽥城跡の発掘調査及び整理業務を実施し、

遺跡の価値を⾼めることで、国・県への上位史跡

指定を視野に⼊れ、将来の城跡保存整備に向

けて基礎調査を進めます。

武道場整備事業

（スポーツ振興課・476,449千円）

沼⽥公園⻑期整備構想に基づき、⽼朽化が進み、耐震

性の低い、沼⽥武道場及び沼⽥⼩学校講堂記念体育

館の代替施設として、剣道・空⼿道格技場、柔道格技

場、ウェイトリフティング場、卓球場、談話室等を備える

「(仮称)沼⽥市武道場」を整備します。

教育・⽂化

（未来を担うたくましいひとづくり・まちづくり）
３

 

13



市町村乗合バス運⾏事業

（企画政策課・101,063千円）

廃⽌路線バスの代替運⾏を⾏い、地域公共交

通としての路線バスを存続し、沿線地域の⾼齢

者や年少者等の交通⼿段を確保することにより、

住⺠福祉の向上を図ります。

路線バス対策事業

（企画政策課・317千円）

⾼齢者や年少者等の⽇常⽣活に必要不可⽋

な移動⼿段を確保するため、地域公共交通

（路線バス）の⾒直しを⾏い、持続可能な交通

体系の確⽴に向けて検討を進めます。

道路施設点検事業

（建設課・58,410千円）

道路法及び関連省令の改正に基づき、道路橋、道路ト

ンネル等道路施設の５年に１度の定期点検を計画的か

つ継続的に⾏い、道路施設の⽼朽化の状況や健全性を

把握し、メンテナンスサイクルを構築することにより道路イン

フラの⻑期的な安全性・利便性の確保を図ります。

市道Ｔ１０６号線道路改良事業

（建設課・35,200千円）

国道120号から⽼神温泉に通じる基幹道路につ

いて、道路改良を実施し、幅員狭⼩区間を解消

することによって本路線の通⾏の安全性・利便性

を向上させ、観光資源である⽼神温泉の活性化

を図ります。

橋りょう補修事業

（建設課・222,700千円）

橋梁⻑寿命化修繕計画に基づき、橋梁の⽼朽

化箇所や損傷箇所等の補修・修繕を⾏うことに

より、橋梁の⻑期的健全化を図ります。

市営住宅⻑寿命化改善事業

（建築住宅課・375,564千円）

「沼⽥市市営住宅⻑寿命化計画」に基づき、建

設から40年以上を経過した東下原団地について

全⾯的な改修⼯事により居住環境の向上を図り

ます。また、⽼朽化が進んだ⽊造住宅の解体を

進めます。

３・３・１環状線(栄町⼯区)事業

（都市計画課・349,091千円）

市街地の円滑な交通ネットワークの形成や地域

経済の発展及び市⺠活動の活性化等を図るた

め、事業認可区間1,337mの早期完成を⽬指

します。

中⼼市街地⼟地区画整理事業

（都市計画課・354,050千円）

街なかを訪れる⼈々がやさしさとにぎわいに出会え

る活気に満ちた中⼼市街地まちづくりを進めるた

め、都市基盤の整備を⾏います。

都市基盤

（歴史・⽂化が息づく⾃然ゆたかなまちづくり）

４
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創業⽀援事業

（産業振興課・14,561千円）

起業等による雇⽤の創出や定住等の促進により、

地域経済の活性化を図ることを⽬的に、起業・

第2創業・事業承継を志す⼈が会社経営を学ぶ

場として⽀援策を講じます。

海外販路促進事業

（産業振興課・12,500千円）

沼⽥市特産品の海外に向けた販路開拓を⽬的

とした協議会の活動を⽀援し、海外市場の開拓

を進めます。

電⼦地域通貨事業

（産業振興課・521,060千円）

地域内限定の電⼦通貨を発⾏することにより市

内での資⾦の循環を促し、市内経済の活性化、

キャッシュレス決済の普及、接触機会減少に伴う

新型コロナウイルス感染リスク軽減を図ります。

⿃獣対策事業

（農林課・63,103千円）

野⽣⿃獣による被害が年々拡⼤し、近年は⼈の

⽣活区域にも出没が⾒られ、農作物被害に加え、

⼈的被害の危険性も増しています。 被害防除、

捕獲、⽣息域の環境整備等を中⼼とした総合

対策を⾏い、被害軽減を図ります。

園芸振興事業

（農林課・3,400千円）

園芸作物、⼯芸作物等の⽣産規模拡⼤に対す

る⽀援を⾏い、農産物の⾼品質・⾼付加価値

化、活⼒ある産地の実現を⽬指します。

観光宣伝事業

（観光交流課・41,596千円）

本市への更なる観光誘客を図るため、効果的な

観光宣伝事業を実施します。

歴史資源活⽤事業

（観光交流課・5,178千円）

平成28年のＮＨＫ⼤河ドラマ｢真⽥丸｣の放送

により、認知度が向上した歴史資源を活⽤し、更

なる観光誘客を図ります。また、効果的な情報

発信を⾏い、多くの真⽥ファン、歴史ファンの誘客

を⽬指します。

地域おこし協⼒隊設置事業

（観光交流課・6,762千円）

⾸都圏からの観光客や関係⼈⼝の創出・拡⼤、

地域活性化の取り組みを⾏う薄根地域ふるさと

創出推進協議会及び南郷曲屋管理組合に外

部の視点を持つ地域おこし協⼒隊を投⼊すること

により、活性化事業の更なる推進を図ります。

地域経済

（ブランド⼒と交流による元気創⽣のまちづくり）

５
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⽔と緑の⼤地ふるさとぬまた寄附事業

（企画政策課・148,505千円）

沼⽥市の特産品等を全国にＰＲするとともに、

本市を思い、応援する個⼈や法⼈等からの寄附

⾦を、寄附者の意向に応え、ふるさとぬまたのまち

づくりに活⽤します。

市⺠構想会議運営事業

（企画政策課・2,320千円）

公募市⺠、各種団体、経済界、学識経験者な

ど各分野から幅広い層の市⺠参画により、本市

の将来のまちづくりについて議論いただくとともに、

市政に反映させるため、沼⽥市市⺠構想会議を

設置し、円滑な運営に努めます。

ホストタウン交流事業

（企画政策課・14,615千円）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会に

おけるドイツ連邦共和国を相⼿国としたホストタウ

ンの取り組みを推進するため、⼤会に向けて機運

醸成を図るとともに、ホストタウン相⼿国と市⺠と

の交流を推進します。

住⺠⾃治振興事業

（市⺠協働課・1,889千円）

区⻑会の運営補助、コミュニティ施設整備費の

補助、各⾏政区⽤掲⽰板の設置等を通じ、町

区を基本とする地域コミュニティ組織を⽀援するこ

とで、住⺠⾃治意識の向上とコミュニティ活動の

振興を図ります。

市⺠活動センター管理運営事業

（市⺠協働課・11,320千円）

協働の担い⼿を育み、市⺠活動を⽀援する場と

して沼⽥市市⺠活動センターを運営し、様々な

分野の市⺠活動団体で活動している⼈たちや、

これから活動しようとしている⼈たちを⽀援します。

コミュニティセンター事業

（市⺠協働課・30,469千円）

地域におけるまちづくりや交流など多様な活動の拠

点施設としてコミュニティセンターを設置します。また、

地域特性に応じたコミュニティ施策を推進することで、

住⺠の連帯意識のより⼀層の⾼揚を図り、市⺠協

働のまちづくりを推進します。

多⾯的機能発揮促進事業

（農林課・69,091千円）

集落機能が、担い⼿や後継者不⾜、価値観の多様

化によって危機的な状況となってきているため、本制度

により共同取組活動の復活がなされ、地域は⾃分たち

で守っていくという伝統的な集落機能をよみがえらせる

ことにより、多⾯的機能の確保を図ります。

事前合宿推進事業

（スポーツ振興課・11,685千円）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会

(新型コロナウイルス感染症拡⼤により延期)のド

イツフェンシングチームの事前合宿を⾏い、スポー

ツ振興、教育⼒向上及び⽂化交流を図ります。

構想の推進

（市⺠協働のまちづくり）
６
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主な事業

《総務部関連》 （単位：千円）

担当課 予算額 概    要

フュッセン市姉妹都市

交流事業
秘 書 課 5,146

姉妹都市であるドイツフュッセン市との友好と相互理

 解を深めるため、交流事業を実施して親善を図りま

す。

「広報ぬまた」発⾏事

業
秘 書 課 12,359

市⺠の⾏政への理解を深め、⾏政サービスの⼀層の向

上を図るため、広報ぬまたを発⾏します。

沼⽥エフエム放送活⽤

事業
秘 書 課 5,515

ＦＭコミュニティ放送｢ＦＭ−ＯＺＥ｣を活⽤し、市⺠

 向け⾏政情報をリアルタイムで発信します。

⽂書管理事業 総 務 課 97,317

印刷機等の事務機器管理、庁内⽂書管理、各区への⼀

 般⾏政事務委託等を適切に⾏うことで⽂書全般に係る

効率化及び適正化を図ります。

法規管理事業 総 務 課 3,234

職員の法的思考⼒を培い、法務分野に係る実務をサ

 ポートするに当たり、法令に関する書籍、判例等の検

索システム、例規集データベース等の充実を図りま

す。

衆議院議員総選挙費 総 務 課 26,413
令和３年10⽉に任期満了となる衆議院議員総選挙を執

⾏します。

交通指導員活動事業 地域安全課 5,514

交通指導員を確保し、⼩中学校における交通安全教室

 等各種⾏事に参加して⼦どもや保護者の交通安全意識

⾼揚を推進します。また、毎⽉１⽇の交通安全の⽇の

 街頭指導や沼⽥まつり等の各種⾏事での交通指導を通

 して歩⾏者の安全確保及び運転者・歩⾏者への交通安

全思想の普及を図ります。

交通安全推進事業 地域安全課 981

幼児及び⾼齢者などの交通安全教育に取り組む、タフ

ティクラブの活動を推進するため、補助⾦及び会員へ

の謝礼を交付します。また、交通注意看板の設置や各

季交通安全運動期間における利根沼⽥統⼀事業等各種

⾏事でのチラシ、ポケットティッシュ等の配布により

市⺠へ交通安全思想の普及を図ります。

事業名称
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《総務部関連》 （単位：千円）

担当課 予算額 概    要事業名称

道路標⽰整備事業 地域安全課 9,100

市道において歩⾏者と⾞両の交通安全を確保するた

 め、標⽰されている外側線、中⼼線等について、既設

箇所の補修を⾏い、また、区・交通安全関係機関など

 からの要望及び学校・警察などとの点検により道路標

⽰を整備することで道路交通環境の整備充実を図りま

す。

消防施設整備事業 地域安全課 4,820

消⽕栓、防⽕⽔槽等の消防⽔利の設置･維持補修及び、

 機械器具置き場等の維持修繕を推進し、有事即応体制

の確⽴及び初期消⽕体制の強化を図ります。

消防団機械器具置場等

整備事業
地域安全課 32,406

⽼朽化した消防団の機械器具置場の更新を⾏い、消防

 団員の安全確保、⼠気の⾼揚を図ります。

消防⾞両整備事業 地域安全課 29,737

消防⾞両整備計画に基づき、⽼朽化した消防ポンプ⾞

の更新を⾏い、緊急時における安全性の確保及び消防

⼒の強化を図ります。

⾏政情報化推進事業 企画政策課 201,825

情報セキュリティ向上に向けて、情報管理に努めると

 ともに、蓄積された情報の共有や効果的な活⽤を図る

ため、全庁的なネットワーク形成を図ります。

国際交流員設置事業 企画政策課 5,209

東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会にお

 けるホストタウンの取り組みを推進するため、国際交

流員を任⽤し、⼤会に向けて機運醸成を図るととも

 に、ドイツ⽂化の紹介や市⺠主体による国際交流の推

進を図ります。

⾼速バス運⾏⽀援事業 企画政策課 16,514

 沼⽥・前橋間を運⾏する⾼速バス「アップル号」の

路線維持・健全化のため利⽤を促進し、通勤や通院に

必要な交通⼿段を確保することにより、住⺠福祉の向

上を図ります。

財政管理費 財 政 課 10,737
財政管理上必要な事務経費及びシステム使⽤料等を計

上します。

庁舎等複合施設管理事

業
財 政 課 186,877

庁舎等複合施設(テラス沼⽥)として、安全かつ適正に管

理し、施設の有効活⽤を図ります。
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《総務部関連》 （単位：千円）

担当課 予算額 概    要事業名称

トレーニングプラザ管

理事業
財 政 課 28,600

庁舎等複合施設(テラス沼⽥)にトレーニングプラザを

 設置し、市⺠の健康作り、体育・スポーツ拠点施設の

⼀つと位置づけ、⾏政の各分野・団体等との連携を図

  り、市⺠の健康増進・スポーツ振興を図ります。ま

た、スマートウェルネスぬまたと連携し、健康寿命の

延伸を図ります。

契約検査管理費 契約検査課 7,060
より公平、公正、透明性の⾼い⼊札制度を構築し、適

正な契約及び検査を⾏います。

⽩沢町地域振興事業

（⽩沢⽀所）
⽩沢⽀所 1,980

「出会い･ふれ合い･助け合い」をテーマに、住⺠相互

 のつながりや来訪者との交流を促進する「⽩沢ふるさ

とまつり」を開催するとともに、地域の伝統⾏事であ

 る「⽩沢町盆踊り⼤会」を開催し、⽩沢地域の振興を

図ります。

都市との交流事業（利

根⽀所）
利根⽀所 494

都市(横浜)との交流事業の⼀環として、少年野球を通じ

て親善交流の推進を⾏います。

集落⽀援員事業（利根

⽀所）
利根⽀所 598

住⺠と⾏政の協働のもと、地域の実情や時代に対応し

た集落の維持･活性化対策を推進します。

会計管理費 会 計 局 3,014
法令・規則等に基づいた予算執⾏を⾏うため、適切な

会計処理に努めます。

事務局管理費
監査委員

事 務 局
1,817

地⽅⾃治法、地⽅公営企業法及び地⽅公共団体の財政

 の健全化に関する法律の規定に基づいて、市の財政に

関する事務が適正に実施されているか、財政的援助団

 体の補助⾦などが適正に使⽤されているかなどについ

 て、監査、検査及び審査を実施し、公正で効率的な市

政運営の確保を図ります。
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《市⺠部関連》 （単位：千円）

担当課 予算額 概    要

⼾籍住⺠基本台帳管理

費
市 ⺠ 課 70,895

⼾籍・住⺠票・印鑑証明書等の交付業務及び転⼊・転

 居・転出等の住⺠異動処理を⾏います。マイナンバー

法に基づき、マイナンバーカードの交付及び更新等を

⾏います。

旅券事務管理費 市 ⺠ 課 2,498

県からの権限委譲により、⼀般旅券の発給申請受付事

務及び作成された旅券の交付事務を本庁市⺠課窓⼝に

おいて⾏い市⺠の利便性の向上を図ります。

市⺠税・諸税賦課事業 課 税 課 26,014

市⺠税及び軽⾃動⾞税などの諸税について、電算業務

委託等により、正確かつ効率的に賦課業務を⾏いま

す。

資産税賦課事業 課 税 課 27,093
固定資産税及び都市計画税について、電算業務委託等

により、正確かつ効率的に賦課業務を⾏います。

徴収事業 収 納 課 4,442

市債権適正管理対策本部で決定された「債権管理計

画」及び「徴収計画」に基づいた、市債権の適正な管

理を強化することによって収⼊未済額の削減を図り、

また、債権の⼀元化を実施することで全庁⼀体となっ

た債権の徴収及び事務の効率化を推進し、継続した⾃

主財源の確保を図ります。

特殊詐欺等対策事業 市⺠協働課 276

電話による悪質商法や特殊詐欺等の被害を未然に防⽌

するため、とりわけ被害の多い⾼齢者のいる世帯に対

して、特殊詐欺等防⽌機能付き電話機等の購⼊費の⼀

定額を補助します。

市⺠協働推進事業 市⺠協働課 3,022

市⺠と⾏政が連携・協⼒して取り組む市⺠協働による

まちづくりを推進するため、市⺠の⾃発的な活動を⽀

援するとともに市⺠協働意識の啓発を図ります。

市⺠活動拠点コミュニ

ティテラス管理事業
市⺠協働課 2,209

市⺠が⾏う多様な活動の場として、市⺠活動拠点コ

ミュニティテラスの活⽤を図ります。

事業名称
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《市⺠部関連》 （単位：千円）

担当課 予算額 概    要事業名称

男⼥共同参画推進事業 市⺠協働課 958

性別にかかわらず誰もが個⼈として尊重され、その個

 性や能⼒を⼗分に発揮できる男⼥共同参画社会の実現

を⽬指して、沼⽥市第４次男⼥共同参画計画により推

進を⾏います。

環境啓発事業 環 境 課 1,584

地球温暖化防⽌などの環境問題に取り組む契機とする

ため、市⺠参加型イベントを企画し、啓発活動を⾏い

ます。

再⽣可能エネルギー普

及促進事業
環 境 課 6,000

沼⽥市再⽣可能エネルギー導⼊⽅針に基づき、再⽣可

能エネルギーの普及促進を図るため、環境負荷の少な

い太陽光発電設備、蓄電池システム、⽊質ペレットス

トーブ等のエネルギーシステムを設置する⽅に設置費

の⼀部を助成します。

⾃然エネルギー利⽤推

進事業
環 境 課 24,200

市有施設などに積極的に⾃然エネルギーを導⼊し、Ｃ

Ｏ２の排出削減による環境負荷の低減、施設の維持管

理費の削減を図ります。

塵芥処理事業 環 境 課 91,618

⼀般廃棄物処理基本計画に基づいた収集を⾏い、業務

の効率化を図るとともに、市⺠の⽣活環境の向上に努

めます。また、廃棄物の適正処理に努めます。

不燃ごみ処理事業 環 境 課 36,841

⼀般廃棄物最終処分場（上川⽥）に搬⼊された不燃ご

みをさらに分別し、再資源化を⾏い、残った不燃ごみ

を⺠間業者に委託し適正処理に努めます。
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

社会福祉協議会補助事

業
社会福祉課 61,218

福祉活動と地域福祉を担う沼⽥市社会福祉協議会の運

 

営に対し補助を⾏うことで、沼⽥市の福祉活動の活性

化と地域福祉の向上を図ります。

⽣活困窮者⾃⽴⽀援事

業
社会福祉課 13,286

⽣活困窮者を対象に、⾃⽴相談⽀援・就労⽀援・住居

確保給付⾦の⽀給等を⾏います。また、負の連鎖を防

ぐため、⽣活困窮世帯の⼩中学⽣及び⾼校世代に学習

⽀援を⾏います。

⼼⾝障害者扶養共済事

業
社会福祉課 12,064

⼼⾝障害者を扶養している加⼊者（保護者）が掛⾦を

納めることで、加⼊者に万が⼀のことがあったとき、

残された⼼⾝障害者に対し⽣涯⼀定額の年⾦を⽀給し

ます。

更⽣医療・育成医療事

業
社会福祉課 38,008

特別な⼿術や治療を受けることにより、⾝体状況の回

 

復を図り、障害者の⽇常⽣活を⽀援します。

⽇常⽣活⽤具給付等事

業
社会福祉課 9,300

⽇常⽣活に必要な⽀援⽤具を給付することで、障害者

の地域⽣活を⽀援します。

地域活動⽀援センター

事業
社会福祉課 58,526

在宅障害者の地域活動⽀援を⾏う⽬的で、地域活動⽀

援センターを市内に設置しています。

利根沼⽥地域障害者相

談⽀援事業
社会福祉課 14,927

障害者、保護者、介護者などからの相談に応じ、適切

な⽀援を⾏います。

扶助費等給付事業 社会福祉課 605,865
⽣活保護者（世帯）や帰国した中国残留邦⼈へ、最低

限度の⽣活を維持するための扶助を⾏います。

児童扶養⼿当⽀給事業 ⼦ども課 203,257
ひとり親家庭に児童扶養⼿当を⽀給し、⽣活の安定と

 

⾃⽴を助け、児童福祉の増進を図ります。

児童⼿当⽀給事業 ⼦ども課 607,662
中学⽣までの児童を養育する家庭に⼿当を⽀給し、次

 

代の社会を担う児童の健やかな成⻑を⽀援します。

地域型保育給付事業 ⼦ども課 29,168
市が認可した事業所内保育事業者に対して給付を⾏

い、⼦育て⽀援と就労⽀援の充実を図ります。

《健康福祉部関連》

事業名称
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

《健康福祉部関連》

事業名称

⺠間教育・保育施設補

助事業
⼦ども課 20,920

多様な教育・保育ニーズに対応するため、⺠間教育・

保育施設、認可外保育施設へ運営費の助成を⾏うこと

により、保護者世代の経済的負担の軽減・⼦育て⽀援

及び就労⽀援の充実を図ります。

教育・保育充実促進事

業
⼦ども課 54,422

多様な教育・保育ニーズに対応するため、病児保育、

 

延⻑保育、⼀時預かり保育、低年齢児保育、⾷物アレ

ルギー対策、保育⼠の研修参加の促進など、さまざま

 

な事業を実施する教育・保育施設に助成をおこない、

⼦ども・⼦育て⽀援の充実を図ります。

放課後児童健全育成事

業
⼦ども課 120,529

学童クラブを設置し、保護者が昼間家庭にいない児童

 

が、放課後や学校休業⽇に安⼼安全に過ごせる環境を

整えます。

⼦ども相談事業 ⼦ども課 366

⼦ども家庭総合⽀援拠点を設置し、⺟⼦保健と連携し

 

て、⼦どもおよびその家庭等に切れ⽬のない⽀援を⾏

い、⼦どもを守る地域ネットワーク機能の強化を図り

ます。

福祉医療費 国保年⾦課 419,916

⼦ども、重度⼼⾝障害者、⺟⼦家庭の⺟と⼦及び⽗⼦

家庭の⽗と⼦の医療費の助成を⾏い、健康管理の向上

に寄与し、福祉の増進を図ります。

国⺠健康保険特別会計

繰出⾦
国保年⾦課 410,830

国⺠健康保険の安定的な事業運営を⾏うため、⼀般会

計からの繰り出しを⾏います。

群⾺県後期⾼齢者医療

事業
国保年⾦課 708,338

後期⾼齢者の疾病の早期発⾒・早期治療を図るため特

定健診を⾏うとともに、⼈間ドック費⽤の⼀部助成を

⾏います。また、後期⾼齢者医療広域連合へ療養給付

費の法定分の負担を⾏います。

後期⾼齢者医療特別会

計繰出⾦
国保年⾦課 182,698

後期⾼齢者医療の安定的な事業運営を⾏うため、⼀般

会計からの繰り出しを⾏います。

敬⽼事業 介護⾼齢課 17,180

75歳以上の⾼齢者の⻑寿を祝い、多年の社会貢献に敬

 

意を表すると共に、市⺠の敬⽼思想の⾼揚を図り、

もって⾼齢者の福祉増進を図ります。
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

《健康福祉部関連》

事業名称

敬⽼バスカード助成事

業
介護⾼齢課 7,053

65歳以上の⾼齢者の移動⼿段を確保するため、関越交

 

通に委託している、廃⽌路線代替バスの割引乗⾞券を

発⾏します。また、緊急連絡先を記⼊するカードを兼

 

ねた⾼齢者証を発⾏します。

緊急通報体制等整備事

業
介護⾼齢課 5,207

ひとり暮らし⾼齢者等が在宅で⽇常⽣活等を営む際、

 

必要となる⽣活⽤具で、介護保険制度下において保険

対象外となる品⽬について給付・貸与を⾏い、また、

 

緊急時に迅速かつ適切な対応が取れる体制を確⽴し、

 

⾼齢者が安全に⽇常⽣活を送れるよう便宜を図ること

により、在宅福祉の向上を図ります。

介護予防サービス計画

作成事業
介護⾼齢課 22,961

市（地域包括⽀援センター ＝ 指定介護予防⽀援事業

所）の責任において作成することとなっている要⽀援

者（要⽀援１及び２）のケアプランについて、⼀部を

居宅介護⽀援事業所に委託します。

介護保険特別会計繰出

⾦
介護⾼齢課 952,336

介護保険事業の安定的な事業運営を図るため、介護保

険特別会計へ繰り出しを⾏います。

不妊治療費助成事業 健 康 課 3,000

不妊治療は、１回の治療費が⾼額で経済的負担も⼤き

いことから、⼗分な治療を受けることができず、⼦ど

もをあきらめざるを得ない夫婦も少なくないため、医

 

療費の⼀部を助成し、経済的な負担の軽減を図りま

す。

健康診査事業 健 康 課 4,166

健康診査（旧あおばの健診）は、40歳以上の特定健

 

診･後期⾼齢者健診･社保健診の対象とならない⼈につ

いて実施し、⽣活習慣病の予防、早期発⾒･早期治療を

⽬的とします。肝炎ウイルス検診は、肝炎ウイルス陽

性者の早期発⾒･早期治療を⽬的とします。⻭周病検診

は、定期的な検診による⻭周病の予防を⽬的としま

す。

がん検診事業 健 康 課 51,490

死亡率の上位を占めるがん（胃がん・⼦宮頸がん・乳

 

がん・⼤腸がん・肺がん）について、がん検診を実施

することにより、早期発⾒、早期治療に努め、市⺠の

 

健康保持、健康増進を図ります。前⽴腺がん検診につ

いては、市独⾃で実施しています。
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

雇⽤⽀援対策事業 産業振興課 485

経済状況が変化する中、雇⽤の促進と安定を図るため

 失業者等のセーフティーネットを構築するとともに、

⼈⼝減少及び労働者不⾜対策を実施し、雇⽤の安定と

 労働者不⾜の解消を⽬指します。

⼦育てを応援する職場

づくり⽀援事業
産業振興課 1,920

⼈⼝減少が進む中、地域雇⽤の促進と労働環境の整備

 を推進するため、事業者に対して育児休業取得促進の

⽀援を⾏います。

イベント開催事業 産業振興課 10,375

歴史・伝統・背景・理念を基に⾒る⼈も参加する⼈も

楽しく、郷⼟⽂化・郷⼟愛を育み、商⼯業の発展と明

るく住みよいまちづくりを⽬指し、沼⽥まつりを開催

します。また、沼⽥市の地場産業⽣産品を広くＰＲす

る場として「ぬまた市産業展⽰即売会」を開催しま

す。

企業誘致推進事業 産業振興課 3,634

企業誘致に必要な情報交換を⾏うため、企業訪問の実

 施及びセミナー等へ参加するとともに、企業誘致推進

条例に基づく助成制度の周知等により、本市への⼯場

 ⽴地を促します。

制度融資保証料補助事

業
産業振興課 10,829

⼩⼝資⾦及び設備近代化資⾦、経営振興資⾦の保証料

 を補助することにより、利⽤者の負担軽減を図り、経

営の安定を図ります。

安⼼で美味しい！ぬま

たの特産品推進事業
農 林 課 3,000

本市の地域資源を活⽤した魅⼒ある沼⽥市産農産物の

 ブランド化及び６次産業化を推進し、農業者の所得向

上や雇⽤の創出による地域経済の活性化を図ります。

農業⼈材⼒強化総合⽀

援事業
農 林 課 6,000

経営の不安定な就農初期段階の就農者に対し、就農意

欲の喚起と就農後の定着を図るため、補助⾦の交付を

⾏います。

⼩規模農村整備事業 農 林 課 39,270

⽣産性及び農村⽣活環境の向上を⽬指し、効率的、安

 定的な農業経営の確⽴を促進し、労働⼒、維持管理費

等の軽減を図ります。

《経済部関連》

事業名称

25



（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

《経済部関連》

事業名称

中⼭間地域等直接⽀払

事業
農 林 課 37,754

農業⽣産活動を通じ中⼭間地域における耕作放棄地の

発⽣を防⽌し、農地の持つ多⾯的機能を確保する観点

から、協定に基づき活動を⾏う集落等に対し⽀援を⾏

います。

林道改良事業 農 林 課 20,240

林道は、林業経営としての利⽤から、森林レクリエー

 ション利⽤や集落間の連絡道へとその⽬的が変化して

おり、増え続ける⼀般⾞両の通⾏や森林レクリエー

ション利⽤者の増⼤による事故を防⽌の観点から、林

道の管理を⾏い、事故防⽌及び災害予防に努めます。

しゃくなげの湯・交流

施設管理運営事業
観光交流課 6,119

「南郷温泉しゃくなげの湯」、「利根南部総合交流促

進施設」の管理運営に必要な維持管理経費等を計上し

ます。

都市間交流推進事業 観光交流課 1,473

交流都市で開催される各種イベントに参加し、本市の

 ＰＲ等を⾏うとともに沼⽥市を体感していただくため

の各種事業の展開を図ります。

望郷の湯・展⽰即売施

設管理運営事業
観光交流課 39,766

「⽩沢⾼原温泉望郷の湯」及び「⽩沢地域特産物展⽰

即売施設」の運営に必要な維持管理経費等を計上しま

す。

移住促進対策事業 観光交流課 5,736

⾸都圏での移住相談会、オンラインでの移住相談及び

移住希望者が利⽤する「トライアルハウス」の運営を

⾏うほか、移住コンシェルジュによる相談体制の強化

を図ります。
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

道路維持事業 建 設 課 52,046
市道の維持管理、修繕及び清掃等を直営・委託により

 ⾏い、道路環境の安全性、利便性の向上を図ります。

道路補修事業 建 設 課 55,410

道路インフラの維持管理として、舗装・側溝・法⾯及

び道路付属構造物等の道路ストックの⽼朽化や施設利

⽤状況を把握し、規模や優先順位度等を勘案して補修

⼯事を実施することにより、通⾏の安全性の確保や利

便性の向上を図ります。

道路除雪事業 建 設 課 50,285
業者委託及び直営により市内幹線道路の除雪を⾏い、

積雪時の円滑で安全な通⾏を確保します。

消雪施設維持管理事業 建 設 課 36,693
道路融雪施設の適切な維持管理を⾏うことにより、積

 雪凍結期における安全な通⾏を確保します。

建築指導費 建築住宅課 14,342

限定特定⾏政庁として建築基準法及び関係法令を施⾏

します。また、建築基準法上の道路情報を適正に管理

し建築活動の円滑化を図ります。さらに、建築主等の

理解と協⼒のもと、狭あい道路の拡幅を促進し、良好

な居住環境の向上を図ります。

住宅・建築物耐震改修

等事業
建築住宅課 8,458

第３期沼⽥市耐震改修促進計画に基づき、⽊造住宅の

耐震診断、耐震改修補助事業を推進するとともに、空

き家解体補助事業を継続実施することで、耐震性の低

い住宅の解体を促し、地域の住環境向上を図ります。

公園管理費 都市計画課 79,485

都市公園・緑地等にある施設や樹⽊等の適切な管理を

実施し、公園利⽤者の安全確保とより快適な施設環境

の向上を図ります。

都市公園整備事業 都市計画課 748

都市公園施設⻑寿命化計画に基づく⽼朽施設の更新と

 整備率の向上を図ります。併せて、各公園内照明のＬ

ＥＤ化を進め、安全で快適な公園整備を実施します。

都市緑化推進事業 都市計画課 1,423

市⺠や事業者が⾃ら⾏う地域の緑化活動に対して補助

 ⾦を交付し、都市緑化の推進と⽣活環境の改善を図り

ます。

《都市建設部関連》

事業名称
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

《都市建設部関連》

事業名称

中⼼市街地街なか再⽣

関連推進事業
都市計画課 1,536

中⼼市街地の活性化を図るため、商店街等が実施する

まちづくり事業等の⽀援、⼤正ロマンエリアとして整

備が進んでいる区域で展開されるイベント等を⽀援し

ます。

中⼼市街地空き店舗活

⽤事業
都市計画課 1,000

中⼼市街地の空き店舗を利活⽤し、中⼼市街地の活性

化と新規事業者の育成を⾏います。

合併処理浄化槽設置整

備事業
上下⽔道課 18,143

公共下⽔道事業計画区域及び農業集落排⽔事業等によ

 る整備区域以外の区域において、合併処理浄化槽を設

置しようとする者に対し、設置費⽤の⼀部を補助する

 事により⽣活環境の向上並びに公共⽤⽔域の⽔質保全

 を図ります。

簡易⽔道事業 上下⽔道課 105,126
簡易⽔道事業会計における財源不⾜を、⼀般会計から

の繰出⾦により補填し、財源の安定を図ります。

下⽔道事業 上下⽔道課 861,469
下⽔道事業会計における財源不⾜を、⼀般会計からの

 操出⾦により補填し、財源の安定を図ります。
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

スクールバス等運⾏事

業
教育総務課 14,990

児童⽣徒の通学⽀援を⽬的にスクールバスの運⾏を⾏

います。

コンピュータ管理事業 教育総務課 18,296

校務⽀援システムを活⽤することにより、教員の校務

負担を軽減し、児童⽣徒と向き合う時間や教材研究に

かける時間を増やします。ＩＴ資産管理システムによ

り、情報の適切な管理を⾏います。

教育⽤コンピュータ管

理事業
教育総務課 75,672

⽂部科学省のＧＩＧＡスクール構想に基づき、学校に

おけるＩＣＴ環境を整備するとともに、効果的な活⽤

の推進を図ります。

スクールバス購⼊事業 教育総務課 11,214

既存のスクールバスについて、⾛⾏距離のかさんだバ

ス⾞両を買い替えることより、安全な通学⽀援を⾏い

ます。

学校体育活動振興事業 学校教育課 6,998

体育及び部活動指導に関する指導者の資質向上を図

 り、各種記録会への参加及び⼤会への派遣をし、⼼⾝

共に健全な児童⽣徒の育成を図ります。

学校図書館充実事業 学校教育課 456

⽂部科学省が実施する「学校図書館図書整備５か年計

 画」及び「学校図書館担当職員の配置」に基づき、市

内⼩中学校に図書システムを導⼊し、学校図書館の充

実を図ります。

教科書改訂等に伴う教

材等購⼊事業
学校教育課 23,805

中学校の教科書改訂に伴い、教師⽤教科書・指導書・

教材備品を導⼊することにより、児童が無償給与され

ている教科書にあった指導を円滑に⾏います。

新型コロナウイルス感染

症対策事業
学校教育課 7,641

新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、児童

 及び⽣徒の学校教育活動を⽀援します。

⽣涯学習推進事業 ⽣涯学習課 101,130
利根沼⽥⽂化会館管理のための負担を⾏い、⽣涯学習

環境の充実を図ります。

《教育部関連》

事業名称
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

《教育部関連》

事業名称

市⺠⽂化活動推進事業 ⽣涯学習課 7,184

柳波展・柳波賞、伝統芸能発表会等の実施及び⽂化

 祭、市⺠⾳楽祭等の実施や、芸術⽂化団体への補助を

⾏うことで、地域芸術⽂化の振興や地域⽂化の再発

 ⾒・保存を⾏います。

図書館施設整備事業 ⽣涯学習課 25,713
まちづくりの情報拠点である図書館について、施設維

持管理を⾏います。

図書資料購⼊事業 ⽣涯学習課 16,738

知の拠点として、地域の歴史・⽂化の継承、まちづく

りのための情報収集・共有といった役割を担う総合的

なデータベースであり続けるため、随時購⼊する新刊

図書の購⼊費⽤、装備費や雑誌・新聞代等を計上する

ものです。

⻘少年社会参加活動推

進事業
⽣涯学習課 3,034

⻘少年の社会活動を推進するため、善⾏⻘少年及び育

 成功労者表彰、⼦ども会初級指導者養成講座を実施す

るとともに、かるた⼤会、⻘少年⾃然体験活動などの

 各種⻘少年⾏事の開催業務委託及び⻘少年関係団体へ

 の補助を⾏い、⻘少年の社会参加と社会的⾃⽴の促進

を図ります。

⻘少年健全育成推進事

業
⽣涯学習課 8,321

⻘少年育成相談センターの運営や補導活動及び地域学

 校協働本部推進事業や、放課後⼦ども教室推進事業を

実施するとともに、成⼈式の開催を委託し実施するこ

 とにより、児童や⻘少年の健全育成の推進を図りま

す。

旧⽣⽅家住宅等管理事

業
⽂化財保護課 5,239

沼⽥公園内にある市が管理する⽂化財公開施設の旧⽣

⽅家住宅及び⽣⽅記念資料館の維持管理を⾏います。

当該施設は、沼⽥城跡に所在するため、観覧者が安⼼

して観覧できるよう必要な措置を講じます。

⽣⽅記念⽂庫管理事業 ⽂化財保護課 10,659

沼⽥市名誉市⺠⽣⽅たつゑの短歌の⽂学館である⽣⽅

記念⽂庫について、中⼼市街地⼟地区画整理事業地内

のにぎわいの核の⼀施設として、適切な管理を⾏いま

す。また、企画展を開催します。
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

《教育部関連》

事業名称

⺠俗芸能保存事業 ⽂化財保護課 944

沼⽥市指定重要⺠俗⽂化財に指定している「沼⽥祇園

 囃⼦」、「沼須⼈形芝居」、「薄根太々神楽」、「⽣

枝獅⼦舞」及び「平出歌舞伎」の後継者を育成し継承

 していくことで、現代に残る重要な伝統⽂化を後世に

引き継ぎ、沼⽥市の⽂化の向上に努めます。

⽂化財利活⽤事業 ⽂化財保護課 614

⽂化財を利活⽤することにより⽂化振興を図るととも

にまちづくりや経済振興・観光振興につなげるなど広

く普及を図ります。

旧沼⽥貯蓄銀⾏管理事

業
⽂化財保護課 180

群⾺県指定重要⽂化財旧沼⽥貯蓄銀⾏について、隣接

する⽣⽅記念⽂庫と併せて適切に維持管理を⾏いま

す。明治時代末期の洋⾵建造物を⼀般公開し、利活⽤

を進めます。

歴史資料館管理事業 ⽂化財保護課 9,207

テラス沼⽥２階に設置されている歴史資料館につい

 て、沼⽥の歴史を市⺠や来沼者に広く紹介し、市⺠⽂

化の向上に資すると共に、市の歴史⽂化の情報発信基

 地として、また観光資源としての機能も兼ねた施設と

して管理・運営します。

旧⼟岐家住宅洋館管理

事業
⽂化財保護課 2,511

国登録有形⽂化財旧⼟岐家住宅洋館の維持管理を⾏

い、⼀般公開し、⼤正時代の⽂化財建造物の利活⽤を

進めます。

旧⽇本基督教団沼⽥教

会紀念会堂管理事業
⽂化財保護課 2,783

国登録有形⽂化財旧⽇本基督教団沼⽥教会紀念会堂の

 適切な維持管理を⾏い、⼤正時代の⽂化財建造物の利

活⽤を進めます。

市内遺跡発掘調査事業 ⽂化財保護課 7,037

周知の埋蔵⽂化財包蔵地で計画される沼⽥市内の諸開

 発事業地において、⽂化財保護法によりその遺跡の範

囲や性格を確認し開発者と協議を⾏いその保護に努め

 るため、試掘確認調査を実施します。

市⺠体育館管理事業 スポーツ振興課 13,732

沼⽥市⺠体育館(ネーミングライツにより愛称「ＺＡＣ

ＲＯＳアリーナぬまた」)の適切な維持管理を⾏い、市

⺠の体位向上及びスポーツ振興を図ります。
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（単位：千円）

担当課 予算額 概    要

《教育部関連》

事業名称

市⺠プール管理事業 スポーツ振興課 20,559
沼⽥市運動公園内の市⺠プールの適切な維持管理を⾏

い、市⺠の体位向上及びスポーツ振興を図ります。

利南運動公園管理事業 スポーツ振興課 43,622

利南運動公園及び敷地内の有料公園施設(野球場(ネー

ミングライツにより愛称「クライムスタジアムぬま

た」)及びテニスコート(ネーミングライツにより愛称

「クライムテニスコートぬまた」))の適切な維持管理を

⾏い、市⺠の体位向上及びスポーツ振興を図ります。

武道場管理事業 スポーツ振興課 10,207

令和３年度に供⽤開始を予定している「(仮称)沼⽥市武

道場」の適切な維持管理を⾏い、市⺠の体位向上及び

スポーツ振興を図ります。

利根社会体育施設管理

事業
スポーツ振興課 12,850

利根町管内の体育施設(９施設ほか中学校夜間照明設

備)の適切な維持管理を⾏い、市⺠の体位向上及びス

ポーツ振興を図ります。

 

32



特別会計当初予算の概要

国⺠健康保険特別会計

１．歳 ⼊ (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 国⺠健康保険税 962,650 17.3 1,176,331 20.2 △ 213,681 △ 18.2

2 国庫⽀出⾦ 1 0.0 1 0.0 0 同額

3 県⽀出⾦ 4,034,143 72.5 4,062,622 69.7 △ 28,479 △ 0.7

4 財産収⼊ 7 0.0 23 0.0 △ 16 △ 69.6

5 繰⼊⾦ 550,375 9.9 565,651 9.7 △ 15,276 △ 2.7

6 繰越⾦ 1 0.0 1 0.0 0 同額

7 諸収⼊ 15,130 0.3 23,170 0.4 △ 8,040 △ 34.7

5,562,307 100.0 5,827,799 100.0 △ 265,492 △ 4.6

２．歳 出 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 総務費 27,287 0.5 27,069 0.6 218 0.8

2 保険給付費 3,935,311 70.8 3,992,090 68.4 △ 56,779 △ 1.4

3
国⺠健康保険事業費納

付⾦
1,483,773 26.7 1,687,918 29.0 △ 204,145 △ 12.1

4 共同事業拠出⾦ 2 0.0 2 0.0 0 同額

5 財政安定化基⾦拠出⾦ 1 0.0 1 0.0 0 同額

6 保健事業費 78,506 1.4 82,236 1.4 △ 3,730 △ 4.5

7 基⾦積⽴⾦ 7 0.0 23 0.0 △ 16 △ 69.6

8 公債費 1 0.0 1 0.0 0 同額

9 諸⽀出⾦ 7,419 0.1 8,459 0.1 △ 1,040 △ 12.3

10 予備費 30,000 0.5 30,000 0.5 0 同額

5,562,307 100.0 5,827,799 100.0 △ 265,492 △ 4.6

款

合計

合計

款
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後期⾼齢者医療特別会計

１．歳 ⼊ (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 後期⾼齢者医療保険料 491,270 72.8 471,238 72.7 20,032 4.3

2 繰⼊⾦ 182,698 27.0 175,801 27.1 6,897 3.9

3 繰越⾦ 1 0.0 1 0.0 0 同額

4 諸収⼊ 1,173 0.2 973 0.2 200 20.6

675,142 100.0 648,013 100.0 27,129 4.2

２．歳 出 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 総務費 5,643 0.8 4,722 0.7 921 19.5

2
後期⾼齢者医療広域連

合納付⾦
667,948 98.9 641,940 99.1 26,008 4.1

3 諸⽀出⾦ 1,051 0.2 851 0.1 200 23.5

4 予備費 500 0.1 500 0.1 0 同額

675,142 100.0 648,013 100.0 27,129 4.2

合計

款

款

合計
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介護保険特別会計

１．歳 ⼊ (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 保険料 1,129,871 18.9 1,061,884 18.3 67,987 6.4

2 分担⾦及び負担⾦ 1,576 0.0 1,626 0.0 △ 50 △ 3.1

3 使⽤料及び⼿数料 1 0.0 1 0.0 0 同額

4 国庫⽀出⾦ 1,400,342 23.4 1,363,991 23.5 36,351 2.7

5 ⽀払基⾦交付⾦ 1,606,834 26.9 1,549,671 26.7 57,163 3.7

6 県⽀出⾦ 859,344 14.4 831,010 14.3 28,334 3.4

7 財産収⼊ 5 0.0 5 0.0 0 同額

8 寄附⾦ 1 0.0 1 0.0 0 同額

9 繰⼊⾦ 982,755 16.4 994,147 17.2 △ 11,392 △ 1.1

10 繰越⾦ 1 0.0 1 0.0 0 同額

11 諸収⼊ 12 0.0 12 0.0 0 同額

5,980,742 100.0 5,802,349 100.0 178,393 3.1

２．歳 出 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 総務費 136,754 2.3 168,181 3.0 △ 31,427 △ 18.7

2 保険給付費 5,588,446 93.5 5,398,819 93.0 189,627 3.5

3 地域⽀援事業費 251,554 4.2 231,361 4.0 20,193 8.7

4 基⾦積⽴⾦ 1,000 0.0 1,000 0.0 0 同額

5 公債費 1 0.0 1 0.0 0 同額

6 諸⽀出⾦ 1,987 0.0 1,987 0.0 0 同額

7 予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 0 同額

5,980,742 100.0 5,802,349 100.0 178,393 3.1

款

合計

合計

款
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電気事業特別会計

１．歳 ⼊ (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 発電事業収⼊ 19,285 10.1 19,800 5.4 △ 515 △ 2.6

2 財産収⼊ 3 0.0 2 0.0 1 50.0

3 市債 172,400 89.9 349,300 94.6 △ 176,900 △ 50.6

191,688 100.0 369,102 100.0 △ 177,414 △ 48.1

２．歳 出 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 総務費 976 0.5 0 0.0 976 皆増

2 事業費 180,707 94.3 357,498 96.9 △ 176,791 △ 49.5

3 基⾦積⽴⾦ 79 0.0 1,666 0.4 △ 1,587 △ 95.3

4 公債費 9,426 4.9 9,438 2.6 △ 12 △ 0.1

5 予備費 500 0.3 500 0.1 0 同額

191,688 100.0 369,102 100.0 △ 177,414 △ 48.1

合計

款

款

合計
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企業会計当初予算の概要

⽔道事業会計

１．歳 ⼊ (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 収益的収⼊ 398,656 100.0 399,707 95.8 △ 1,051 △ 0.3

1 資本的収⼊ 0 0.0 17,385 4.2 △ 17,385 △ 100.0

398,656 100.0 417,092 100.0 △ 18,436 △ 4.4

２．歳 出 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 収益的⽀出 402,255 60.5 386,126 69.3 16,129 4.2

1 資本的⽀出 262,116 39.5 170,823 30.7 91,293 53.4

664,371 100.0 556,949 100.0 107,422 19.3

簡易⽔道事業会計

１．歳 ⼊ (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 収益的収⼊ 434,839 74.7 238,023 67.8 196,816 82.7

1 資本的収⼊ 147,541 25.3 112,842 32.2 34,699 30.8

582,380 100.0 350,865 100.0 231,515 66.0

２．歳 出 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 収益的⽀出 496,451 77.9 229,178 65.3 267,273 116.6

1 資本的⽀出 140,660 22.1 121,687 34.7 18,973 15.6

637,111 100.0 350,865 100.0 286,246 81.6

※簡易⽔道事業会計の前年度予算額は、簡易⽔道事業特別会計の額を計上しています。

款

合計

合計

款

款

合計

合計

款
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下⽔道事業会計

１．歳 ⼊ (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 収益的収⼊ 1,319,516 73.3 1,333,191 74.5 △ 13,675 △ 1.0

1 資本的収⼊ 481,741 26.7 455,635 25.5 26,106 5.7

1,801,257 100.0 1,788,826 100.0 12,431 0.7

２．歳 出 (単位:千円/％)

本年度

予算額（案）
構成⽐

前年度

予算額
構成⽐

対前年度

増減額

同左

増減率

1 収益的⽀出 1,319,516 58.5 1,333,191 59.3 △ 13,675 △ 1.0

1 資本的⽀出 934,741 41.5 916,711 40.7 18,030 2.0

2,254,257 100.0 2,249,902 100.0 4,355 0.2

合計

款

款

合計
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令和３年度当初予算案の概要

発⾏／沼⽥市総務部財政課

〒378-8501群⾺県沼⽥市下之町888番地

TEL.0278-23-2111 FAX.0278-24-5179
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