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１　当初予算

　（１）　会計別前年度比較表
（単位：千円）

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

15,078,000 51.6% 16,009,000 52.0% -931,000 -5.8%

11,573,900 39.6% 12,448,500 40.4% -874,600 -7.0%

111,600 0.4% 107,000 0.3% 4,600 4.3%

114,500 0.4% 118,000 0.4% -3,500 -3.0%

50,100 0.2% 48,700 0.2% 1,400 2.9%

4,670,000 16.0% 5,495,000 17.8% -825,000 -15.0%

3,423,500 11.7% 3,329,500 10.8% 94,000 2.8%

738,600 2.5% 726,300 2.4% 12,300 1.7%

2,465,600 8.4% 2,624,000 8.5% -158,400 -6.0%

2,541,100 8.7% 2,328,700 7.6% 212,400 9.1%

1,543,100 5.3% 1,413,800 4.6% 129,300 9.1%

383,000 1.3% 278,400 0.9% 104,600 37.6%

0 0.0% 37,700 0.1% -37,700 皆減

615,000 2.1% 598,800 1.9% 16,200 2.7%

1,800 0.0% 1,800 0.0% 0 0.0%

1,500 0.0% 1,500 0.0% 0 0.0%

29,196,300 100.0% 30,789,500 100.0% -1,593,200 -5.2%

(注)端数処理のため,構成比「合計」は内訳の計と必ずしも一致しません。 

　合　　計

比較　(A)－(B)平成29年度　(B)平成30年度　(A)

　特　別　会　計

 4 介護老人保健施設在宅
介護支援ｾﾝﾀｰ特別会計

 5 国民健康保険
特別会計

　企　業　会　計

 2 ｸﾚｰﾙ平田運営
特別会計

区　　　分

 3 月見の里南濃運営
特別会計

　1 一　般　会　計

 8 下水道事業
特別会計

 6 介護保険特別会計

 7 後期高齢者医療
特別会計

 9 水道事業会計

10 介護老人福祉施設事
業特別会計

11 介護老人福祉施設事業
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ特別会計

13 駒野奥条入会
財産区会計

12 介護老人保健施設
事業特別会計

14 羽沢財産区会計
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　（２）　一般会計歳入予算款別前年度比較表
（単位：千円）

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

4,000,838 26.5% 4,075,940 25.5% -75,102 -1.8%

268,000 1.8% 263,000 1.6% 5,000 1.9%

8,300 0.1% 6,200 0.0% 2,100 33.9%

21,000 0.1% 18,500 0.1% 2,500 13.5%

22,000 0.1% 5,800 0.0% 16,200 279.3%

637,000 4.2% 604,000 3.8% 33,000 5.5%

87,000 0.6% 71,000 0.4% 16,000 22.5%

16,000 0.1% 14,000 0.1% 2,000 14.3%

4,200,000 27.9% 4,200,000 26.2% 0 0.0%

6,200 0.0% 6,100 0.0% 100 1.6%

86,487 0.6% 130,609 0.8% -44,122 -33.8%

206,081 1.4% 185,107 1.2% 20,974 11.3%

1,334,766 8.9% 1,372,558 8.6% -37,792 -2.8%

1,245,604 8.3% 1,215,071 7.6% 30,533 2.5%

33,274 0.2% 30,814 0.2% 2,460 8.0%

5,100 0.0% 5,100 0.0% 0 0.0%

980,010 6.5% 1,535,010 9.6% -555,000 -36.2%

300,000 2.0% 500,000 3.1% -200,000 -40.0%

314,140 2.1% 317,091 2.0% -2,951 -0.9%

1,306,200 8.7% 1,453,100 9.1% -146,900 -10.1%

15,078,000 100.00% 16,009,000 100.0% -931,000 -5.8%

5,925,930 39.3% 6,779,671 42.3% -853,741 -12.6%

9,152,070 60.7% 9,229,329 57.7% -77,259 -0.8%

15,078,000 100.0% 16,009,000 100.0% -931,000 -5.8%

(注)端数処理のため,構成比「合計」は内訳の計と必ずしも一致しません。 

※１　地方消費税交付金の引上げ分は社会保障財源に充てられます。

　 4 配当割交付金

　19 諸　収　入

合　　計

　 3 利子割交付金

自主財源

依存財源

合　　計

　12 使用料及び手数料

　20 市　　　債

平成29年度　(B) 比較　(A)－(B)

　 7 自動車取得税
      交付金

　 8 地方特例交付金

　 9 地方交付税

　11 分担金及び負担金

　10 交通安全対策特別
　    交付金

　14 県支出金

　15 財産収入

　 6 地方消費税交付金　※１

　 5 株式等譲渡所得割
      交付金

　13 国庫支出金

　16 寄　附　金

　17 繰　入　金

　18 繰　越　金

平成30年度　(A)

　 1 市　　　税

　 2 地方譲与税

区　　　分
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　（３）　一般会計歳出予算〔目的別〕前年度比較表
（単位：千円）

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

129,967 0.9% 128,754 0.8% 1,213 0.9%

1,728,125 11.5% 1,766,178 11.0% -38,053 -2.2%

3,538,618 23.5% 3,487,038 21.8% 51,580 1.5%

1,264,890 8.4% 1,272,856 8.0% -7,966 -0.6%

26,040 0.2% 26,006 0.2% 34 0.1%

755,119 5.0% 795,164 5.0% -40,045 -5.0%

384,397 2.5% 233,106 1.5% 151,291 64.9%

897,689 6.0% 1,096,184 6.8% -198,495 -18.1%

597,709 4.0% 616,193 3.8% -18,484 -3.0%

1,663,048 11.0% 2,122,791 13.3% -459,743 -21.7%

30 0.0% 30 0.0% 0 0.0%

1,555,482 10.3% 1,460,836 9.1% 94,646 6.5%

2,506,886 16.6% 2,973,864 18.6% -466,978 -15.7%

30,000 0.2% 30,000 0.2% 0 0.0%

15,078,000 100.0% 16,009,000 100.0% -931,000 -5.8%

(注)端数処理のため,構成比「合計」は内訳の計と必ずしも一致しません。 

　 8 土　木　費

　10 教　育　費

区　　　分

　 1 議　会　費

　 2 総　務　費

　 3 民　生　費

比較　(A)－(B)

合　　計

平成29年度　(B)

　12 公　債　費

　 4 衛　生　費

　13 諸 支 出 金

　14 予　備　費

　11 災 害 復 旧 費

　 5 労　働　費

　 7 商　工　費

　 9 消　防　費

　 6 農林水産業費

平成30年度　(A)
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　（４）　一般会計歳出予算〔性質別〕前年度比較表
（単位：千円）

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

2,850,354 18.9% 2,907,461 18.2% -57,107 -2.0%

2,841,789 18.8% 2,862,578 17.9% -20,789 -0.7%

132,570 0.9% 134,221 0.8% -1,651 -1.2%

2,434,223 16.1% 2,289,113 14.3% 145,110 6.3%

1,695,043 11.2% 1,971,509 12.3% -276,466 -14.0%

1,121,853 7.4% 1,465,988 9.2% -344,135 -23.5%

　 231,645 1.5% 372,354 2.3% -140,709 -37.8%

890,208 6.0% 1,093,634 6.8% -203,426 -18.6%

30 0.0% 30 0.0% 0 0.0%

1,555,482 10.3% 1,460,836 9.1% 94,646 6.5%

3,618 0.0% 8,732 0.1% -5,114 -58.6%

0 0.0% 0 0.0% 0

2,000 0.0% 2,000 0.0% 0 0.0%

2,411,038 16.0% 2,876,532 18.0% -465,494 -16.2%

30,000 0.2% 30,000 0.2% 0 0.0%

15,078,000 100.0% 16,009,000 100.0% -931,000 -5.8%

(注)端数処理のため,構成比「合計」は内訳の計と必ずしも一致しません。 

　予　備　費

　補 助 事 業

　投資及び出資金

　積　立　金

　災害復旧事業費

　物　件　費

　維持補修費

　扶　助　費

　貸　付　金

　繰　出　金

比較　(A)－(B)
区　　　分

平成30年度　(A) 平成29年度　(B)

合　　計

　単 独 事 業

　公　債　費

　普通建設事業費

　人　件　費

　補 助 費 等
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　（５）　一般会計歳出予算〔節別〕前年度比較表
（単位：千円）

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

151,836 1.0% 157,003 1.0% -5,167 -3.3%

1,288,148 8.5% 1,306,197 8.2% -18,049 -1.4%

930,699 6.2% 962,954 6.0% -32,255 -3.3%

513,818 3.4% 523,980 3.3% -10,162 -1.9%

110 0.0% 110 0.0% 0 0.0%

273,394 1.8% 328,101 2.0% -54,707 -16.7%

72,763 0.5% 91,370 0.6% -18,607 -20.4%

23,062 0.2% 25,112 0.2% -2,050 -8.2%

1,860 0.0% 1,880 0.0% -20 -1.1%

769,945 5.1% 838,731 5.2% -68,786 -8.2%

78,463 0.5% 90,439 0.6% -11,976 -13.2%

1,310,560 8.7% 1,407,163 8.8% -96,603 -6.9%

306,494 2.0% 312,394 2.0% -5,900 -1.9%

977,076 6.5% 1,206,587 7.5% -229,511 -19.0%

2,932 0.0% 2,869 0.0% 63 2.2%

6,200 0.0% 100,186 0.6% -93,986 -93.8%

45,687 0.3% 55,781 0.3% -10,094 -18.1%

2,565,926 17.0% 2,470,679 15.4% 95,247 3.9%

1,731,974 11.5% 1,702,232 10.6% 29,742 1.7%

2,000 0.0% 2,000 0.0% 0 0.0%

9,143 0.1% 31,387 0.2% -22,244 -70.9%

1,569,319 10.4% 1,473,776 9.2% 95,543 6.5%

0 0.0% 0 0.0% 0

3,618 0.0% 8,732 0.1% -5,114 -58.6%

1,935 0.0% 2,805 0.0% -870 -31.0%

2,411,038 16.0% 2,876,532 18.0% -465,494 -16.2%

30,000 0.2% 30,000 0.2% 0 0.0%

15,078,000 100.0% 16,009,000 100.0% -931,000 -5.8%

(注)端数処理のため,構成比「合計」は内訳の計と必ずしも一致しません。 

合　　計

25 積 立 金

23 償還金、利子及び割引料

24 投資及び出資金

17 公有財産購入費

18 備品購入費

19 負担金、補助及び交付金

20 扶 助 費

21 貸 付 金

29 予 備 費

27 公 課 費

28 繰 出 金

節　　区　　分

 5 災害補償費

 7 賃　　金

 8 報 償 費

 1 報　　酬

 2 給　　料

 3 職員手当等

 4 共 済 費

13 委 託 料

14 使用料及び賃借料

15 工事請負費

16 原材料費

 9 旅　　費

10 交 際 費

11 需 用 費

12 役 務 費

22 補償、補填及び賠償金

平成29年度　(B) 比較　(A)－(B)平成30年度　(A)
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　（６）　一般会計 当初予算規模・市債残高・基金残高の推移
（単位：千円、％）

伸率 財政調整基金 減債基金
その他特定
目的基金

計

17,045,338
(7,635,478)
18,160,442
(8,005,506)

18,388,735
(8,272,909)
18,567,348
(8,337,347)
18,464,382
(8,503,445)

18,300,155

(8,488,339)

　（７）　普通会計の主な分析指標の推移
（単位：千円、％）

歳入決算額 伸率

歳出決算額 伸率

17,779,820 4.0
16,410,668 6.0
17,433,644 -1.9
16,623,758 1.3
16,921,930 -2.9

16,007,447 -3.7
16,195,178 -4.3

15,566,970 -2.8
16,216,917 -4.2
16,216,917 1.3
15,297,723 -5.5
15,297,723 -1.7

（単位：千円、％）
基準財政収入額 伸率

基準財政需要額 伸率

3,980,681 2.8

8,663,725 1.2

4,030,725 1.3
8,574,714 -1.0
4,077,128 1.2
8,754,040 2.1
4,171,651 3.5
8,785,639 2.5
4,110,701 0.8

8,760,229 0.1 *1国減額後
0.501 91.3

30 15,078,000 -5.8 463,514 528,714 2,213,982

25 5,075,735 10,586,845 0.534
90.8

　(98.4)*1

　１．普通会計は、一般会計、ｸﾚｰﾙ平田特会、月見の里特会、介護在宅支援ｾ特会をいう。
　２．29・30年度は当初予算調整時点の予算額である。

788,470 92.3 56.2

26 783,075

年 度 標準税収入額等 標準財政規模 財政力指数 ラスパイレス指数

26 5,125,353 10,427,456

10,416,63729 5,176,161

基　　金　　残　　高

年 度 予算規模

＊市債残高欄及び基金残高欄の28年度までは決算額、29年度は決算見込額、
30年度は当初予算調整時点の見込額である。

年 度 実質公債費比率 将来負担比率

11.1

3,206,210

1,761,011

1,960,127

91.5

27

94.0

30

11.3

0.534

63.0

27

市債残高
（臨時財政対策債）

25

26

15,597,000

15,341,000

-1.2

-1.6

28 16,012,000 1.5

5,949,217

5,521,7773,033,000727,766

727,382 3,261,708

5,269,022

28 617,817 93.7 11.0 61.4

27 15,783,000 2.9 1,762,028 728,199 3,010,688 5,500,915

1,762,929 728,405 2,777,688

実質収支 経常収支比率

3,942,893

29

5,119,190 10,499,625 0.531 91.7

28 5,243,184 10,409,821 0.519 92.3

29 16,009,000 1.4 864,790 528,927 2,549,176

25 1,244,585 88.7 11.7 60.0
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　（８）　基金・市債残高の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30

6,689 7,920 8,259 8,405 8,857 8,865

7,635
8,006 8,273 8,337 8,381 8,488

2,721
2,235 1,857 1,524 1,216 947

17,045 18,160 18,389 18,267 18,454 18,300

市債残高（一般会計債）の推移
合併特例債 臨時財政対策債 その他 計単位：百万円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30

17,045 18,160 18,389 18,267 18,454 18,300

410 374 338 301 329 290

20,004 19,231 18,206 17,144 16,670 16,328

37,459 37,766 36,932 35,711 35,452 34,919

市債残高（全体）の推移

一般会計債 普通会計債（一般以外） 公営事業会計債 計

単位：百万円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30

1,960 1,761 1,762 1,763
865 464

727 728 728 728

529
529

1,697
1,498 1,499 1,300

1,301
1,001

1,565
1,535 1,511 1,477

1,248

1,213

5,949 5,522 5,501 5,269

3,943

3,206

基金残高（一般会計）の推移

財政調整基金 減債基金 公共施設整備基金 その他 計

単位：百万円

(注)端数処理のため、「計」は内訳の計と一致しない場合があります。

(注)端数処理のため、「計」は内訳の計と一致しない場合があります。

(注)端数処理のため、「計」は内訳の計と一致しない場合があります。
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（単位：千円）

海津市 平成３０年度 一般会計 当初予算

歳入歳出　１５０億７千８百万円

地方交付税
4,200,000
27.9%

市税
4,000,838
26.5%国庫支出金

1,334,766
8.9%

市債
1,306,200

8.7%

県支出金
1,245,604

8.3%

繰入金
980,010
6.5%

地方消費税交付金
637,000
4.2%

地方譲与税等
428,500
2.8%

繰越金
300,000
2.0%

諸収入等
352,514
2.3% 使用料及び手数料

206,081
1.4%

分担金及び負担金
86,487
0.6%

歳 入

民生費

3,538,618 

23.5%

諸支出金

2,506,886 

16.6%総務費

1,728,125 

11.5%

教育費

1,663,048 

11.0%

公債費

1,555,482 

10.3%

衛生費

1,264,890 

8.4%

土木費

897,689

6.0%

農林水産業費

755,119 

5.0%

消防費

597,709 

4.0%

商工費

384,397 

2.5%

議会費

129,967 

0.9%

予備費

30,000 

0.2%

労働費

26,040 

0.2%

災害復旧費

30 

0.0%

歳 出

※構成比は、表示単位未満四捨五入の関係で、合計しても100.0％になりません。

※構成比は、表示単位未満四捨五入の関係で、合計しても100.0％になりません。
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２　当初予算の主な事業

予算額（単位：千円）

財源 国 ＝ 国庫支出金 新 ＝新規事業 上 段 本 年 度

県 ＝ 県支出金 拡 ＝事業拡大 中 段 〔 前年 度〕

その他 ＝ 分担金、使用料等 下段 《比較増減》

１　地域医療の推進 16,408

　■保健衛生事務事業；健康課
（款項目：04 01 01）

＜救急医療対策事業委託料＞ 13,460  

〔13,440〕

《20》

＜西濃圏域病院群輪番制負担金＞ 960  

〔961〕

《△1》

＜西濃地域小児夜間救急医療事業負担金＞ 618  

〔543〕

《75》

　■保健センター管理事業；健康課
（款項目：04 01 04）

＜保健センター管理費＞ 1,370  

〔1,303〕

《67》

２　健康づくりの推進 176,102

　■健康づくり推進事業；健康課
（款項目：04 01 01）

＜健康カレンダー作成事業＞ 2,856  

〔3,041〕

《△185》

事　　　業　　　内　　　容

　休日・夜間における市民の初期(第一次)救急医療を、海津市医
師会・海津市医師会病院に委託し確保する。
・休日：海津市医師会
・夜間：海津市医師会病院

　休日・夜間の市民の第二次救急医療を、西濃圏域の救急医療施
設のある病院に委託し確保する。
・西濃圏域10医療機関による輪番

【財源:一般 13,460】

【財源:一般 960】

　乳幼児健診、成人の健康診査、がん検診、健康教室及び相談、
予防接種、栄養教室等の年間計画及び健康情報を掲載したカレン
ダーを作成配布し、市民への周知を図り健康管理を推進する。

　市民の健康の向上を図るため、健康診査・相談・教育等の場と
して保健活動が円滑に実施できるよう、施設管理を行う。

【財源:一般 1,370】

【財源:一般 618】

　小児急病患者の夜間における第二次救急医療を、大垣市民病院
に委託し確保する。

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

【財源:一般 2,856】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

＜健康展実施事業＞ 379  

〔767〕

《△388》

　■栄養事業；健康課
（款項目：04 01 01）

＜栄養事業＞ 309  

〔349〕

《△40》

　■精神保健福祉事業；社会福祉課
（款項目：03 01 04）

＜自殺対策予防事業＞ 1,042  

〔1,052〕

《△10》

新 ＜自殺対策計画策定事業＞ 4,139  

〔0〕

《4,139》

　■健診事業；健康課
（款項目：04 01 02）

＜生活習慣病・8020歯科健診事業＞ 3,850  

〔4,997〕

《△1,147》

  自殺予防対策の一環として精神科医による相談事業、ゲート
キーパーの人材養成、メンタルヘルスの基礎づくりとして、中学
生と保護者を対象とした講演会、自殺予防啓発を実施する。

【財源:その他 122・一般 187】

【財源:県 589・一般 453】

　健康増進法に基づき、生活習慣病健診・8020歯科健診等事業を
実施し、健診の周知啓蒙・受診勧奨の徹底など事業の充実・強化
を図り、疾病の予防・早期発見・早期治療の推進並びに生活習慣
病対策を推進する。

【財源:県 125・一般 3,725】

　食育基本法や健康増進法に基づき、市民が生涯にわたって健全
な食生活を送れることを目指し、栄養教室、親子食育教室等を通
じ、食育に関心を持ち実践できるよう各世代への食育事業を実施
する。

【財源:県 2,759・一般 1,380】

【財源:県 270・一般 109】

  自殺対策基本法に基づき、誰もが自殺に追い込まれることのな
い社会の実現を目指すために、地域の実情に応じた「自殺対策行
動計画」を策定する。

　健康展を開催し、市民の健康意識の高揚と健康づくりの推進を
図る。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

　■がん検診等事業；健康課
（款項目：04 01 02）

＜がん検診等事業＞ 51,443  

〔61,526〕

《△10,083》

　■健康教育・相談等事業；健康課
（款項目：04 01 02）

＜健康教育・相談等事業＞ 1,738  

〔1,051〕

《687》

新

　■予防接種事業；健康課
（款項目：04 01 02）

＜予防接種事業＞ 77,650  

〔88,041〕

《△10,391》

　各種がん検診・結核検診・肝炎ウイルス検診・胃がんリスク検
診・人間ドック等を実施し、がんの予防、早期発見、早期治療を
推進する。
・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（乳がん(40
歳)・子宮頸がん（20歳）検診の無料クーポンを配付）
・大腸がん検診受診率向上事業(40～69歳対象)大腸がん検診自己
負担費用を無料化し、がんによる死亡率の減少を図る。
・ワンコイン検診事業（無料対象年齢外の方　乳がん、子宮頸が
ん、大腸がん、胃がんリスク、肺がん・結核（X線のみ）を500円
で実施）
・がん検診受診勧奨サイト「がん検診のすすめ」をホームページ
に掲載し、がん検診受診勧奨啓発の実施

【財源:国 65・県 1,828・その他 810・一般 48,740】

【財源:県 887・その他 40・一般 811】

　予防接種法に基づき、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリ
オ、麻しん及び風しん（ＭＲ）、日本脳炎、ＢＣＧ、ヒブ、水
痘、Ｂ型肝炎、小児用・高齢者肺炎球菌、インフルエンザ（高齢
者）の予防接種を実施する。
　インフルエンザ（中学生まで）、高齢者肺炎球菌、風しん、お
たふくかぜの任意予防接種に対し、被接種者への予防接種費用の
助成により、経済的負担を軽減するとともに、疾病の発症及び重
症化の予防とその蔓延を防止することを目的に実施する。
かかりつけ医の登録を実施し、定期予防接種の未接種者が減少す
るよう推進する。

【財源:一般 77,650】

　健康増進法及び関係各法に基づき、教室・相談事業の実施及び
各種健(検)診事業における、心身の健康に関する個別の相談に応
じる。
高齢者医療確保法に基づき、特定保健指導を実施する。
生活習慣病予防教室を実施し、市民が自ら健康で活力ある生活が
送れるように支援・指導していく。
　マルチ周波数体組成計を購入し、出前講座、体組成測定・お食
事相談、健康教室等で活用する。測定者が身体構造を理解し自身
の現状確認することで、健康管理への意識向上及び食事支援に繋
げる。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

　■妊婦・乳幼児健診事業；健康課
（款項目：04 01 03）

＜妊婦・乳幼児健診事業＞ 30,197  

〔33,650〕

《△3,453》

　■母子保健教室事業；健康課
（款項目：04 01 03）

＜母子保健教室事業＞ 956  

〔1,037〕

《△81》

　■母子保健相談訪問等事業；健康課
（款項目：04 01 03）

＜母子保健相談訪問等事業＞ 567  

〔670〕

《△103》

　■母子保健推進員活動事業；健康課
（款項目：04 01 03）

＜母子保健推進員活動事業＞ 976  

〔1,321〕

《△345》

　乳幼児並びに育児にかかわる人の健康保持及び増進を図るた
め、育児相談及び家庭訪問等を実施し、健やかな子どもの成長を
支援し、安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てる
ための家庭や地域環境づくりの推進を目指す。
　家庭訪問では、保健師・助産師・管理栄養士、育児相談では、
歯科衛生士を加え、多くの専門職のかかわりにより事業を実施す
る。

【財源:国 130・県 130・一般 307】

　母子保健法に基づき、乳幼児健診及び妊婦健診を実施する。
　妊婦の経済負担の軽減及び母体や胎児の健康確保を図ることを
目指し、妊婦健診、妊婦歯科健診を実施する。
　聴覚障害を早期発見し早期支援に繋げるため、新生児聴覚検査
の助成をする。
　養育のため病院に入院することを必要とする未熟児に対して、
養育医療に要する費用を支給する。
　特定不妊治療、一般不妊治療の治療費に対し一部助成すること
で、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療を受ける機
会を増やすことを目的とする。
　１歳児を対象に市内歯科医療機関において、フッ素塗布を実施
する。生えたての乳歯にフッ素を塗布することでむし歯予防効果
を高めるとともに、かかりつけ歯科医院を持つことに繋げてい
く。

【財源:一般 956】

【財源:国 200・県 350・一般 29,647】

　子育て支援や育児能力を高めるため、母親学級・離乳食学級及
び１歳児・２歳児教室を実施する。

　妊婦や赤ちゃんを持つ母親が、安心して妊娠・出産・育児がで
きるよう、市の母子保健事業に積極的に協力し、母子保健事業の
紹介及び地域の母子の問題把握など、行政とのパイプ役として、
また身近な相談者としての役割を担い地区活動を実施する。

【財源:国 229・県 229・一般 518】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

３　子育て支援の充実 1,554,882

　■福祉医療費助成事業；保険医療課
（款項目：03 01 05）

＜乳幼児等福祉医療費助成事業＞ 135,000  

〔141,000〕

《△6,000》

　■児童手当支給事業；社会福祉課
（款項目：03 02 05）

＜児童手当支給事業＞ 480,637  

〔502,750〕

《△22,113》

　■児童福祉事務事業；社会福祉課
（款項目：03 02 01）

＜子育て短期支援事業＞ 150  

〔150〕

《0》

　■子宝祝金支給事業；社会福祉課
（款項目：03 02 01）

＜子宝祝金支給事業＞ 5,750  

〔9,700〕

《△3,950》

　■公立認定こども園運営管理事業；こども課
（款項目：03 02 03）

＜公立認定こども園等運営費＞ 113,381  

〔169,012〕

《△55,631》

【財源:一般 150】

　第３子以降の子を出産し、その出生児が小学校へ就学に至るま
で引き続き居住する意思のある出生児の保護者に出産祝金を、ま
た、その子が市内の小学校に入学した時、入学祝金を支給する。
・出産祝金　1人当たり 100千円　45件
・入学祝金　1人当たり  50千円　25件

　子ども・子育て支援新制度における認定こども園での教育・保
育を実施する。
・幼保連携型認定こども園 3園

【財源:その他 36,821・一般 76,560】

　乳幼児等の医療費のうち、保険適用分の自己負担金を助成する
ことにより、子育てにおける負担を軽減するとともに保健の向上
並びに福祉の増進を図る。
・中学校３年生まで、入・通院に係る医療費を助成。

  0歳から3歳未満に月額15,000円、3歳以上小学校修了前に月額
10,000円、ただし、第3子については15,000円、中学生に月額
10,000円。また、特例給付（所得制限有）0歳から中学生に月額
5,000円を支給する。

【財源:県 25,500・一般 109,500】

【財源:国 331,694・県 74,147・一般 74,796】

　児童を養育している家庭の保護者が夜間勤務、疾病その他の理
由により養育が困難となった場合及び緊急一時的に母子等の保護
が必要となった場合に児童福祉施設等において一定の期間養育及
び保護を委託する。

【財源:一般 5,750】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

　■私立認定こども園運営事業；こども課
（款項目：03 02 03）

＜私立認定こども園施設給付費負担金＞ 692,802  

〔581,290〕

《111,512》

　■地域子ども・子育て支援事業；こども課
（款項目：03 02 03）

＜公立子育て支援センター運営事業＞ 4,375  

〔5,526〕

《△1,151》

 新 ＜子育て支援センター解体事業＞ 16,071  

〔0〕

《16,071》

＜病児保育委託事業＞ 9,137  

〔6,372〕

《2,765》

＜低年齢児保育対策事業費補助金＞ 2,734  

〔6,735〕

《△4,001》

＜障がい児保育事業費補助金＞ 1,530  

〔1,530〕

《0》

＜延長保育促進事業費補助金＞ 4,872  

〔4,247〕

《625》

【財源:国 264,164・県 172,575・一般 256,063】

  保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全育成を図る
ため、病気の回復期にある児童を一時的に預かる事業をこまの認
定こども園に委託する。

　年度途中に低年齢児(0･1･2歳児)を入所させるための担当保育
士を加配している私立の認定こども園に人件費を補助する。

　閉園した辛亥子育て支援センターを解体し、更地に整備する。

　短時間認定子どもについては8時間を超えて、標準時間認定子
どもについては11時間を超えて、さらに30分以上の保育を延長し
て実施する私立の認定こども園に補助する。

　高須小学校南舎において、子育て支援拠点事業を実施する。
「子育て支援センターかいづ」と名称を改める。

　身体障がい児・知的障がい児・発達障がい児を受け入れ、担当
保育士を加配している私立の認定こども園に人件費を補助する。

【財源:国 1,458・県 1,458・一般 1,459】

【財源:国 3,045・県 3,045・一般 3,047】

【財源:県 1,367・一般 1,367】

【財源:一般 1,530】

【財源:国 1,624・県 1,624一般 1,624】

　私立認定こども園へ給付費を支給する。
・保育所型認定こども園 9園
（＊新規２園・秋桜こども園・わかば海西こども園）

【財源:地方債 15,200・一般 871】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

＜子育て支援センター事業費補助金＞ 26,495  

〔22,338〕

《4,157》

＜一時預かり促進事業費補助金＞ 11,135  

〔11,456〕

《△321》

　■留守家庭児童教室運営事業；こども課
（款項目：03 02 04）

＜留守家庭児童教室運営費＞ 42,213  

〔43,809〕

《△1,596》

　■社会教育総務事務事業；社会教育課
（款項目：10 05 01）

＜ちびっこ広場整備費補助金＞ 500  

〔500〕

《0》

　■教育総務事務事業；教育総務課
（款項目：10 01 02）

＜かいづっち養老鉄道応援パスポート＞ 8,100  

〔8,100〕

《0》

　地域の子育て中の親子が交流できる場を提供し、子育て不安の
相談・情報提供などを行う。地域に子育てを支援する拠点事業を
行う私立の認定こども園へ補助をする。

　ちびっこ広場（市内60カ所）の遊具修繕や新規広場整備に対
し、補助する。

　保護者及び家族が労働等により放課後又は長期休業日に留守家
庭となる児童に対し、遊び及び生活の場を与え児童の健全育成を
図るため実施する。
・10教室で実施

【財源:一般 8,100】

　小・中学生を対象に、養老鉄道の市内区間が乗り降り自由とな
る乗車券（1年間有効）を5,000円で発売する。

【財源:国 8,831・県 8,831・一般 8,833】

【財源:国 3,711・県 3,711・一般 3,713】

【財源:国 7,000・県 7,000・その他 14,830・一般 13,383】

【財源:一般 500】

(一般型)
　保護者の傷病等による緊急時に、未就園児を一時的に預かる私
立の認定こども園に補助する。
(幼稚園型)
　私立認定こども園幼稚部の自園児を教育時間終了後又は長期休
暇日に預かる園に補助する。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

４　障がい者（児）福祉の充実 775,767

　■障害者福祉総務事業；社会福祉課
（款項目：03 01 04）

＜海津市身体障害者福祉協会補助金＞ 2,500  

〔2,500〕

《0》

＜特別障害者・障害児福祉手当等支給事業＞ 19,985  

〔19,659〕

《326》

　■障害者（児）支援給付事業；社会福祉課
（款項目：03 01 04）

＜障害児通所支援事業＞ 19,486  

〔20,105〕

《△619》

＜障害者自立支援医療給付事業＞ 12,432  

〔10,920〕

《1,512》

＜補装具費給付事業＞ 6,000  

〔7,000〕

《△1,000》

＜障害福祉サービス事業＞ 498,996  

〔454,058〕

《44,938》

【財源:国 6,216・県 3,108・一般 3,108】

　障害程度や勘案すべき事項をふまえた個別の支給決定により、
居宅介護などの介護支援を行う「介護給付」、機能・生活訓練や
就労に向けた訓練を行う「訓練等給付」のサービスを提供する。

【財源:国 249,498・県 124,749・一般 124,749】

【財源:国 3,000・県 1,500・一般 1,500】

　１８歳以上の身体上の障がいのある人に対し、日常生活能力等
の回復又は障がいを軽減するために、治療によって効果が期待で
きるものに対して障害者自立支援医療費（更生医療）を支給す
る。

　身体障がい者（児）の失われた身体機能を補完・代替する用具
の購入又は修理に係る費用を支給し、日常生活の能率の向上を図
る。また、身体障がい児については、将来、社会人として独立自
活するための素地を育成・助長する。

　海津市社会福祉協議会に事業委託し、言語等の発達に課題のあ
る未就学児に対し、通園により適切な訓練及び指導を行い、年齢
に応じた発達を支援する。

　重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護が
必要となる方に支給する。

　市内の身体障がい者の自立支援と社会参加の促進を図るための
活動（各種スポーツ大会や友愛の集いなど）に対し、活動費を補
助する。

【財源:一般 2,500】

【財源:国 14,988・一般 4,997】

【財源:国 4,500・県 2,250・その他 433・一般 12,303】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

　■障害者地域生活支援事業；社会福祉課
（款項目：03 01 04）

＜身体障害者生活支援委託事業＞ 4,500  

〔5,584〕

《△1,084》

＜障害児タイムケア事業＞ 5,182  

〔8,273〕

《△3,091》

＜障害者日常生活用具給付事業＞ 10,659  

〔10,659〕

《0》

＜地域活動支援センター委託事業＞ 5,514  

〔4,765〕

《749》

　■発達支援事業；社会福祉課
（款項目：03 01 04）

＜発達支援センター（くるみ）運営事業＞

5,513  

〔5,250〕

《263》

　■福祉医療費助成事業；保険医療課
（款項目：03 01 05）

＜重度心身障害者等福祉医療費助成事業＞ 185,000  

〔196,000〕

《△11,000》

【財源:国 5,329・県 2,664・一般 2,666】

【財源:一般 5,514】

【財源:国 1,062・県 12・一般 4,439】

【財源:県 92,500・一般 92,500】

  重度心身障害者(身障手帳１～３級、療育手帳Ａ１～Ｂ１、精
神保健福祉手帳１級又は２級等）の方に対し、医療費の一部を助
成することにより、保健の向上並びに福祉の増進を図る。

　精神障がい者への相談支援、創作的活動又は生産活動の機会の
提供等、生活支援の業務を委託する。

  乳幼児から成人に至るライフステージに合わせ、とぎれのない
支援を行う。
　子どもの発達に必要な訓練や指導など療育的な支援事業、発達
や育児に関する心配ごとなどの相談事業、発達障がいの理解と支
援の方法を学ぶ研修事業を行う。

　身体障がい者の自立支援や生活状況を改善するために、福祉
サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるため
の支援、相談や情報提供を総合的に行うための業務を委託する。

  障がい者に対し、日常生活用具を給付、貸与及び助成すること
により、日常生活の便宜を図り、重度障がい者等の福祉の増進に
資することを目的とし給付する。

【財源:一般 4,500】

【財源:国 250・県 125・その他 1,100・一般 3,707】

　障がいのある小中高生の一時預かりを行うことにより、放課後
や長期休暇等に活動する場を確保するとともに、保護者の就労支
援及び家族の負担軽減を図るための事業を委託する。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

５　高齢者福祉の推進 1,305,426

　■敬老の日・長寿お祝い事業；高齢介護課
（款項目：03 01 03）

＜長寿褒賞事業＞ 5,432  

〔5,140〕

《292》

　■老人クラブ育成事業；高齢介護課
（款項目：03 01 03）

＜海津市老人クラブ連合会運営補助金＞ 2,830  

〔2,830〕

《0》

＜各単位老人クラブ活動補助金＞ 5,775  

〔6,300〕

《△525》

　■在宅老人福祉サービス事業；高齢介護課
（款項目：03 01 03）

＜在宅介護支援センター委託事業＞ 21,181  

〔21,309〕

《△128》

＜配食サービス事業＞ 1,519  

〔1,782〕

《△263》

＜見守りメッセージ訪問事業＞ 647  

〔452〕

《195》

【財源:一般 5,432】

　一人暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の方を対象に、食事ボラ
ンティアによる手作り弁当を居宅に配食する。栄養のバランスの
とれた食事を提供するとともに、利用者の安否確認を行う。年間
18回・対象者は約265名・4,770食を計画している。

　一人暮らし高齢者など見守りが必要と思われる方に、地域の
方々の協力を得て、ボランティアの方が書いた手紙を持ってお宅
を訪問し、安否確認をする。

　市内在住の方で長年地域の発展に貢献された高齢者の方々の長
寿を褒賞し、長寿褒賞金を授与する。
・対象者　満100歳12名･88歳195名･77歳445名

【財源:県 256・一般 2,574】

【財源:県 2,128・一般 3,647】

　市内３支部及び市内外の老人クラブとの交流など、連合会、連
合会支部活動に対し補助する。

【財源:一般 21,181】

【財源:一般 1,519】

【財源:一般 647】

　地域での健康増進、友愛交流、奉仕活動など各単位老人クラブ
活動を通じ安心して過ごすことのできる社会を目指す活動に対し
補助する。

　地域の高齢者の最も身近な総合相談窓口、福祉に関する情報提
供等の役割を担う他、地域包括支援センターへ相談事案を繋ぐ役
割を果たす在宅介護支援センター事業を委託する。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

＜介護用品支給委託事業＞ 4,807  

〔5,239〕

《△432》

　■シルバー人材センター補助事業；高齢介護課
（款項目：03 01 03）

＜（公社）海津市シルバー人材センター補助金＞ 20,000  

〔26,831〕

《△6,831》

　■老人福祉施設措置事業；高齢介護課
（款項目：03 01 03）

＜老人福祉施設措置費＞ 9,050  

〔12,072〕

《△3,022》

＜西南濃老人福祉施設事務組合負担金＞ 4,437  

〔4,454〕

《△17》

　■やすらぎ会館管理事業；高齢介護課
（款項目：03 01 07）

＜やすらぎ会館管理費＞ 42,609  

〔41,894〕

《715》

　■ゆとりの森管理事業；高齢介護課
（款項目：03 01 08）

＜ゆとりの森管理費＞ 107,273  

〔34,433〕

《72,840》

【財源:一般 4,807】

【財源:一般 20,000】

【財源:その他 435・一般 8,615】

　要介護4又は要介護5と認定された方で在宅において日常生活を
営み、紙おむつ等の介護用品を必要とされる方を対象に、介護用
品を支給する事業を委託する。
・対象者　約120名で1ヶ月4,000円の市内共通購入券を給付

　高齢者の自ら持つ豊富な経験と知識を生かし、軽易な業務に係
る就業の機会を確保し、これを組織的に提供することにより高齢
者の生きがいと活力ある高齢化社会の実現に寄与することに補助
する。

【財源:一般 4,437】

【財源:その他 8,180・一般 34,429】

　65歳以上の一人暮らしで、環境上及び経済的理由により、在宅
での生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ措置入所する費用を
負担する。

【財源:その他 8,795・地方債 70,200・一般 28,278】

　高齢者が生きがいを持ち、健康で明るい生活を営むための活動
拠点として、ゆとりの森の維持管理を行う。
　また、ゆとりの森全館の空調設備更新事業を実施する。

　西濃地域の各市町で組織された一部事務組合が運営する養護老
人ホーム「西濃清風園」の管理運営及びこれに付帯する事務処理
に係る経費を負担する。

　高齢者が生きがいを持ち、健康で明るい生活を営むための活動
拠点として、やすらぎ会館の維持管理を行う。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

　■海津苑施設運営管理事業；社会福祉課
（款項目：03 01 09）

＜海津苑施設運営管理費＞ 31,766  

〔41,553〕

《△9,787》

　■介護老人保健施設在宅介護支援ｾﾝﾀｰ特別会計；はつらつ

介護老人保健施設在宅介護支援ｾﾝﾀｰ特別会計　歳入歳出予算総額 50,100  

〔48,700〕

《1,400》

千円

千円

千円

　■介護老人福祉施設事業特別会計；松風苑

介護老人福祉施設事業特別会計　歳出予算総額 383,000  

〔278,400〕

《104,600》

介護老人福祉施設運営管理事業 千円

千円

千円

千円

千円

千円

　■介護老人保健施設事業特別会計；はつらつ

介護老人保健施設事業特別会計　歳出予算総額 615,000  

〔598,800〕

《16,200》

介護老人保健施設運営管理事業 千円

千円

千円

〔38,600〕

《8,630》

307,800  

〔246,100〕

《61,700》

介護老人保健施設在宅介護支援ｾﾝﾀｰ運営
管理事業

49,480  

〔47,980〕

《1,500》

〔538,700〕

《△9,600》

529,100  

【財源:一般 31,766】

47,230  介護老人福祉施設事業特別会計に対する
一般会計からの繰入金

・入所待機者対策の一助として、介護老人福祉施設事業デイサー
ビスセンターを廃止し、その空いたスペースに「入所定員」の増
員し、施設管理を行う。
　また、サンリバー松風苑改修・改善事業を実施する。

・ろ過タンク取替修繕及びろ過装置修繕工事　4,183千円
・電話設備改修工事　　　　　　　　　　　　6,026千円
・源泉ポンプ取替工事　　　　　　　　　　　3,593千円
・温泉排水管撤去設計委託料　　　　　　　　4,536千円
・源泉ポンプ購入費　　　　　　　　 　　　 3,184千円
・ジェットポンプ取替修繕工事等　　　　　 10,244千円
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

６　母子・父子福祉の充実 110,175

　■母子・父子福祉事業；社会福祉課
（款項目：03 02 02）

＜母子寡婦福祉連合会補助金＞ 350  

〔350〕

《0》

＜児童扶養手当支給事業＞ 89,281  

〔89,432〕

《△151》

＜母子生活支援施設措置費＞ 4,494  

〔8,375〕

《△3,881》

　■福祉医療費助成事業；保険医療課
（款項目：03 01 05）

＜母子・父子家庭等福祉医療費助成事業＞ 16,050  

〔16,200〕

《△150》

７　地域福祉の推進 79,750

　■地域福祉事業；社会福祉課
（款項目：03 01 01）

＜地域福祉ネットワーク委託事業＞ 7,109  

〔6,740〕

《369》

　児童1人のとき月額 42,500円、2人のとき加算額 10,040円、3
人以上のときは1人につき加算額 6,020円で扶養義務者の所得に
応じて支給する。父親や母親と一緒に生活していない母子家庭等
の生活安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のため支給
する。

　地域におけるボランティア活動などの住民の福祉活動への支援
や地域住民が相互に協力し、要配慮者に対して支援を行うための
ネットワークづくりなど、地域の創意工夫によって多様な福祉
ニーズに対して、きめ細かな支援を行う住民参加による地域づく
りを展開するための事業を委託する。

  母子家庭等の母及び児童、父子家庭の父及び児童に対し、医療
費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上並びに
福祉の増進を図る。
・母子家庭等医療費助成   15,000千円
・父子家庭医療費助成  　  1,050千円

　18歳未満の児童を養育している母子世帯が、自立して生活でき
るよう支援するため、母子ともに施設に入所措置する費用を負担
する。

　母子寡婦の会員の就労機会の拡大や、会員相互の援助活動を実
施し、母子寡婦家庭の自立、自助を図り母子寡婦福祉の増進と自
立の向上を図る。

【財源:一般 7,109】

【財源:一般 350】

【財源:国 29,760・一般 59,521】

【財源:国 2,246・県 1,123・一般 1,125】

【財源:県 8,025・一般 8,025】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

＜戦没者追悼式＞ 721  

〔715〕

《6》

＜海津市社会福祉協議会補助金＞ 25,000  

〔41,200〕

《△16,200》

　■生活困窮者自立支援事業；社会福祉課
（款項目：03 01 01）

＜生活困窮者自立支援事業＞ 14,064  

〔13,939〕

《125》

　■ひまわり会館管理事業；社会福祉課
（款項目：03 01 06）

＜ひまわり会館管理費＞ 32,696  

〔70,221〕

《△37,525》

　■災害救助事業；社会福祉課
（款項目：03 04 01）

＜災害救助費＞ 160  

〔270〕

《△110》

８　社会保障制度の健全な運用 8,992,373

　■生活保護扶助事業；社会福祉課
（款項目：03 03 02）

＜生活保護扶助費＞ 170,534  

〔175,524〕

《△4,990》

【財源:一般 160】

【財源:国 127,902・県 1,500・その他 665・一般 40,467】

　地域福祉の担い手としての活動及び質の高い福祉サービスの提
供、新しい福祉のまちづくりを行うため補助する。

【財源:国 8,327・一般 5,737】

　生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活
に困窮した市民に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付
金の支給その他の支援を行う。

　戦没者遺族、来賓、関係者が集い、市民を挙げて哀悼の誠を捧
げるとともに、恒久平和の確立を祈念するため式典を開催する。

　真に生活に困窮した市民に対して、その困窮の程度に応じ必要
な保護を行い、最低生活を保障し、自分の力で生活できるよう援
助する。

　災害により死亡した者の遺族並びに住居等に損害を受けた世帯
に対し災害見舞金を支給し、被災者の救済を行う。

　施設の運営、維持管理を行う。

【財源:その他 3,283・一般 29,413】

【財源:一般 721】

【財源:一般 25,000】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅰ　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

　■国民年金事務事業；保険医療課
（款項目：03 01 02）

＜国民年金事務事業＞ 139  

〔1,961〕

《△1,822》

　■国民健康保険特別会計；保険医療課
国民健康保険特別会計　歳入歳出予算総額 4,670,000  

〔5,495,000〕

《△825,000》

千円

千円

千円

　■介護保険特別会計；高齢介護課
介護保険特別会計　歳入歳出予算総額 3,413,100  

〔3,319,000〕

《94,100》

千円

千円

千円

　■後期高齢者医療特別会計；保険医療課
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出予算総額 738,600  

〔726,300〕

《12,300》

千円

千円

千円

【財源:国 139】

《△95》

国民健康保険特別会計に対する一般会計か
らの繰入金

288,053  

〔417,366〕

後期高齢者医療特別会計に対する一般会計
からの繰入金

　高齢者の生活の安定のために欠くことのできない社会保障制度
であり、未納者や未加入者に対しては、制度の趣旨を周知しなが
ら、制度の健全な運用を図る。

438,601  

〔438,696〕

〔454,579〕

《11,682》

466,261  介護保険特別会計に対する一般会計からの
繰入金

《△129,313》

　平成３０年度から、岐阜県が財政運営の責任主体となり、安定
的な財政運営や効率的な事業の確保等の中心的な役割を担い、市
の国保運営に加わる。
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予算額（単位：千円）

１　計画的な土地利用の推進 971

　■地籍調査事業；住宅都市計画課

（款項目：08 04 01）

＜土地利用対策地籍調査委託＞ 971  

〔3,054〕

《△2,083》

２　交通網の整備 660,002

　■生活交通対策事業；市民活動推進課
（款項目：02 08 01）

＜コミュニティバス運行事業補助金＞ 98,576  

〔91,156〕

《7,420》

＜海津市地域公共交通会議負担金＞ 700  

〔500〕

《200》

拡 128,618  

〔85,143〕

《43,475》

＜名阪近鉄バス海津線補助金＞ 6,873  

〔6,569〕

《304》

拡 ＜養老鉄道駅環境整備事業＞ 8,165  

〔2,260〕

《5,905》

【財源:一般 8,165】

　養老鉄道石津駅前にバス停を設置する。また、駒野駅前整備
に伴う調査設計業務を委託する。

【財源:県 9,240・その他 569・一般 88,767】

事　　　業　　　内　　　容

　法務局に備え付けてある地図（公図)は、作成年度が古く、土
地の境界が不正確であったり、現地と地図の不整合があったり
するため、土地の境界や地積を明確化する。（南濃町津屋地
内）

【財源:県 380・一般 591】

【財源:一般 6,873】

＜一般社団法人養老線管理機構負担金・補助金＞

【財源:一般 700】

　「海津市地域公共交通網形成計画（海津市公共交通計画）」
に基づき実施する事業等について、協議等を行う海津市地域公
共交通会議（法定協議会）に対し、その事業費を負担する。

　近畿日本鉄道（株）に代わり第三種鉄道事業者となった一般
社団法人養老線管理機構に対し運営費、鉄道事業経費等を負担
及び補助する。

【財源:一般 128,618】

　市内における乗合バスによる住民の生活交通の確保を図るた
め、関連市町（海津市、大垣市、輪之内町、養老町）が乗合バ
ス事業者に対し補助を行う。

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　市民の日常的な生活の交通手段を確保する定時定路線３路線
とデマンド交通運行事業者に対して、補助を行う。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■道路橋梁整備事業；建設課
（款項目：08 02 01）

＜道路台帳整備事業＞ 6,000  

〔6,200〕

《△200》

　■市道維持補修事業；建設課
（款項目：08 02 02）

＜市道維持補修事業＞ 98,968  

〔106,674〕

《△7,706》

　■道路ストック老朽化対策事業；建設課
（款項目：08 02 02）

＜道路ストック老朽化対策事業＞ 242,387  

〔244,931〕

《△2,544》

　■道路整備事業；建設課
（款項目：08 02 03）

＜道路整備事業＞ 45,415  

〔42,335〕

《3,080》

＜県道改良事業負担金＞ 9,000  

〔14,000〕

《△5,000》

・県単道路改良事業負担金
　(主)岐阜･南濃線 <馬目地内>   　　　　 　 6,000千円
　(一)木曽三川公園線 <内記地内> 　　　　　 2,000千円
　(一)安八･平田線 <三郷地内>　　     　　　1,000千円

　市道の現況形態、変化を調査し、道路台帳図及び調書の補正
を実施する。

【財源:一般 6,000】

【財源:地方債 8,500・一般 500】

・市道整備事業測量設計・登記委託　　　     7,300千円
・市道整備工事　　　　　　　　　　　      33,760千円
・道路用地取得費・物件移転補償費　　　     4,355千円

【財源:その他 33,760・一般 11,655】

・道路修繕料等　　　　　　　　　　　　　　26,039千円
・道路除草・除雪業務委託　　　　　　　　   3,116千円
・道路補修測量設計業務委託                 1,500千円
・橋梁台帳管理システム等使用料　　　　　　　 443千円
・道路補修工事及び道路除草工事　　　　　  67,870千円

【財源:県 1,040・その他 21,702・一般 76,226】

　安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止及び
長寿命化を図るための橋梁・舗装の点検、長寿命化修繕計画の
策定、補修工事を実施する。

・橋梁補修設計及び修繕計画策定業務委託　　38,858千円
・橋梁点検業務委託                     　 28,758千円
・路面調査及び点検、修繕計画策定業務委託  19,690千円
・橋梁補修工事及び路面補修工事　 　　 　 155,081千円

【財源:国 103,031・地方債 96,000・その他 13,700・一般 29,656】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■スマートＩＣ整備事業；建設課
（款項目：08 02 03）

＜スマートＩＣ整備事業＞ 15,300  

〔82,230〕

《△66,930》

３　防犯対策・交通安全対策の充実 39,763

　■防犯対策事業；市民活動推進課
（款項目：02 08 03）

＜防犯灯設置事業補助金＞ 355  

〔165〕

《190》

＜海津地区防犯協会補助金＞ 2,300  

〔2,300〕

《0》

　■交通安全施設管理事業；建設課
（款項目：08 01 01）

＜交通安全施設設置事業＞ 14,200  

〔28,000〕

《△13,800》

＜通学路交通安全対策事業＞ 16,470  

〔67,200〕

《△50,730》

　スマートＩＣ整備に向けて、周辺道路交通の安全性、走行性
の向上を図るため、アクセス道路の整備を実施するとともに開
通後の企業立地や地域産業の活性化等を目指す。
・アクセス道路測量設計業務委託等　　　2,500千円
・アクセス道路整備工事　　　　　　　  5,500千円
・事業地内維持工事　　　　　　　　　  6,300千円
・道路用地取得費等　　　　　　　　　　1,000千円

　市の地域安全に関する啓発宣伝・犯罪の予防に対する協力援
助・青少年の健全育成活動等を実施する海津地区防犯協会に対
し、その活動に係る啓発物品・事務費・人件費などを補助す
る。

　夜間等における交通事故及び犯罪の発生を防止するため、防
犯灯を設置する自治会に対して、補助を行う。

【財源:一般 2,300】

【財源:その他 14,200】

　通学路安全確保のための道路環境整備を実施する。
・通学路安全対策施設整備工事　　　 16,400千円
・工事用仮設道路敷地借り上げ料　　　 　70千円

【財源:国 8,800・地方債 7,200・一般 470】

　地域の交通安全施設の整備を促進し、交通事故防止と交通の
円滑化を図り、道路利用者の安全を確保する。
・主要幹線道路区画線再設置　　　　　  5,000千円
・事故対策施設等整備　　　　　　　　　1,000千円
・防護柵設置　　　　　　　　　　　　　1,100千円
・道路反射鏡設置、及び道路照明工事　　4,100千円
・その他道路付属施設、標識設置　　　　3,000千円

【財源:一般 355】

【財源:国 3,025・地方債 5,600・一般 6,675】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■交通安全啓発事業；市民活動推進課
（款項目：02 08 02）

＜交通安全指導員設置事業＞ 3,228  

〔3,093〕

《135》

＜高齢者運転免許証自主返納支援事業＞ 350  

〔200〕

《150》

＜海津地区交通安全協会補助金＞ 2,150  

〔2,150〕

《0》

＜チャイルドシート購入補助金＞ 450  

〔400〕

《50》

　　■消費者行政事業；商工観光課
（款項目：07 01 01）

＜消費生活相談弁護士委託料＞ 260  

〔260〕

《0》

４　住環境の整備 79,475

　■人口減少対策事業；企画財政課
（款項目：02 01 08）

＜定住奨励金交付事業＞ 3,149  

〔2,308〕

《841》

　45歳以下の転入者で、家屋を取得し居住する方に、家屋の固
定資産税相当額（120㎡まで分）を3年間市商品券で交付する。

【財源:一般 3,149 】

　チャイルドシートの装着率向上を図るため、購入者に補助す
る。
・補助率　購入費の1/3（上限 5千円）

　交通安全運動・交通安全教育活動・交通事故防止対策事業・
交通安全広報事業等を実施する海津地区交通安全協会に対し、
その事業費を補助する。

　交通安全指導員2名を配置し、交通弱者に対する交通安全教
育・指導を実施する。
・指導員報酬　　　　2,475千円
・社会保険料　　　　　410千円
・指導車両維持費　　　301千円
・その他　　　　　　　 42千円

　高齢者による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主
返納した65歳以上の方に対し、養老鉄道１日フリーキップとコ
ミュニティバス回数券等5千円分を交付する。

【財源:一般 3,228】

【財源:一般 350】

【財源:一般 2,150】

【財源:一般 450】

【財源:県 130・一般 130】

　消費生活に関するトラブルや多重債務などの問題でお困りの
方を対象に、毎月１回（第２木曜）、弁護士をアドバイザーと
した相談により、安全で安心できる消費生活を確保する。
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

＜結婚新生活支援事業＞ 1,200  

〔1,200〕

《0》

　■狭あい道路整備事業；住宅都市計画課
（款項目：08 04 01）

＜狭あい道路整備事業＞ 4,316  
〔24,868〕

《△20,552》

　■街路樹管理事業；住宅都市計画課
（款項目：08 04 03）

＜街路樹植栽管理事業＞ 7,081  

〔7,776〕

《△695》

　■市営住宅等施策管理事業；住宅都市計画課
（款項目：08 05 01）

＜市営住宅の管理＞ 62,696  

〔70,802〕

《△8,106》

＜三世代同居・近居定住支援事業＞ 720  

〔1,200〕

《△480》

　■空家対策管理事業；住宅都市計画課
（款項目：08 05 01）

＜空家対策管理事業＞ 313  

〔482〕

《△169》

【財源:地方債 41,500・その他 21,196】

　経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、結婚に
伴う新生活を経済的に支援し、婚姻数の増加につなげる。
・対象世帯：世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯
・上限額：1世帯あたり24万円

【財源:県 600・一般 600】

　市内7ヶ所136戸の市営住宅、購入した定住促進住宅60戸の入
居者に安心して居住してもらうための維持管理を行う。
　南濃第三市営住宅解体工事を実施する。

　空き家の増加が懸念され、空き家による様々な問題を生じさ
せるとが予測される。そこで、空家対策を総合的かつ計画的に
推進する必要があることから空家等対策協議会を開催し、空家
等対策計画に基づき問題の解決を図る。

【財源:一般 313】

　幅員４m未満の道路を４mに拡幅することにより、防災性の向
上と住環境の改善を図る。　（海津町立野地内の工事費）

【財源:国 2,157・地方債 2,000・一般 159】

　市道において、年間を通して緑豊かな景観を楽しめるよう樹
木の剪定及び害虫防除、県道沿いの花壇等への花植え等の維持
管理を行う。

【財源:一般 7,081】

　市内に三世代同居及び近居することで、子育ての負担軽減
や、親世帯が安心できる生活機能の強化を図り、移住定住によ
る人口増加を目指すため、新たに住宅取得や増改築及びリ
フォームを行う三世代の同居又は近居をする者に対して補助事
業を実施する。
・補助対象事業費の1/3（上限18万円）海津市商品券にて3年に
別けて支給　60,000円(上限)×12件

【財源:その他 720】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

５　防災対策の充実 166,546

　■防災行政無線運営事業；危機管理課
（款項目：02 01 11）

＜防災行政無線管理運営費＞ 15,154  

〔13,700〕

《1,454》

　■排水機場管理事業；建設課
（款項目：08 03 01）

＜排水機場等操作委託事業＞ 17,703  

〔17,703〕

《0》

 

　■河川改修事業；建設課
（款項目：08 03 01）

＜排水路整備事業＞ 41,760  

〔24,340〕

《17,420》

＜県河川改修事業負担金＞ 9,000  

〔15,000〕

《△6,000》

　■堤防谷敷除草事業；建設課
（款項目：08 03 01）

＜堤防除草業務委託事業＞ 33,124  

〔35,223〕

《△2,099》

・排水路整備工事　　　　　　　39,030千円
・水路浚渫工事　　  　　　  　 2,730千円

【財源:国 15,687・県 328・一般 1,688】

【財源:地方債 33,700・その他 3,570・一般 4,490】

【財源:地方債 8,500・一般 500】

　一級河川堤防（大江川、東大江川、中江川、福江川、津屋
川、長除川、山除川）、大榑川堤、普通河川（羽根谷、徳田
谷、河戸谷）等の除草業務を委託する。

【財源:県 21,961・一般 11,163】

　排水機場6施設、水門１施設、排水樋管6施設、樋門１施設の
計14施設の操作業務を委託する。
・排水機場：高須輪中排水機場、大江排水機場、
　　　　　　南部排水機場、津屋川排水機場、
　　　　　　岡谷排水機場、駒野北海道排水機場
・水　　門：津屋川水門
・排水樋管：小屋川排水樋管、山崎南谷排水樋管、
　　　　　　河原崎排水樋管、上野河戸排水樋管、
　　　　　　岡谷第一排水樋管、岡谷第二排水樋管
・樋　　門：腰越谷樋門

・広域河川改修事業
　　津屋川築堤工事等

　市内全域に適確な災害情報を伝達し、市民の安全と安心を守
るため、機器の保守等を実施する。
・防災行政無線機器の保守　　　　　8,133千円
・Ｊ－ＡＬＥＲＴ新型受信器導入　　1,811千円
・子局移設・バッテリー交換・修繕　3,047千円
・その他運営費　　　　　　  　　　2,163千円
　（テレドーム・自動応答装置等）

【財源:地方債 1,800・一般 13,354】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■さぼう遊学館管理事業；建設課
（款項目：08 03 02）

＜さぼう遊学館管理費＞ 25,754  

〔28,001〕

《△2,247》

　■建築物耐震化補助事業；住宅都市計画課
（款項目：08 04 01）

＜木造住宅耐震診断委託事業＞ 929  

〔1,394〕

《△465》

＜建築物等耐震化促進事業補助金＞ 2,000  

〔2,000〕

《0》

＜木造住宅耐震補強工事補助金＞ 3,033  

〔3,033〕

《0》

＜耐震シェルター等設置補助金＞ 250  

〔500〕

《△250》

　■水防活動事業；消防本部
（款項目：09 01 04）

＜水防活動事業＞ 1,240  

〔2,212〕

《△972》

　養老山地の渓流域や木曽三川に囲まれた輪中地帯の住民に対
して、風水害から生命・財産を守るため水防活動事業を実施す
る。

【財源:国 1,233・県 900・一般 900】

　地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守る耐震シェル
ター等の設置を推進するため、耐震シェルター等を設置する方
に対し、必要な経費の一部を助成する。（補助限度額 250千
円）
・補助対象事業費 500千円×1/2×1件

【財源:国 464・県 232・一般 233】

【財源:国 1,000・県 500・一般 500】

【財源:一般 1,240】

　木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進
めるため、耐震補強工事を実施する方に対し、必要な経費の一
部を助成する。（補助限度額 1,011千円）
・補助対象事業費 ×11.5％+600千円＝上限1,011千円×3件

　木造住宅以外の建築物の耐震診断を実施する方に対し、必要
な経費の一部を助成する。（補助限度額 1,000千円）
・補助対象事業費 1,500千円×2/3×2件

　入館者に土石流などの恐ろしさを体験して頂き、土砂災害が
起きないように砂防事業の重要性の理解を深めてもらう。ま
た、羽根谷だんだん公園の遊具の入替を行う。

【財源:県 1,477・その他 131・一般 24,146】

　木造住宅の耐震診断希望者に、市が相談士を派遣し、住宅の
耐震診断を実施し、その診断結果と耐震補強工事の概算費用を
算出する業務を委託する。
・耐震診断件数 20件

【財源:一般 250】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■防災管理事業；危機管理課
（款項目：02 01 11）

5,691  

〔11,349〕

《△5,658》

2,000  

〔2,400〕

《△400》

1,261  

〔660〕

《601》

　■防災施設管理事業；危機管理課
（款項目：02 01 11）

＜防災施設維持管理費＞ 2,767  

〔5,185〕

《△2,418》

　■防災備蓄資機材等整備事業；危機管理課
（款項目：02 01 11）

＜災害備蓄用食糧等購入＞ 4,880  

〔7,010〕

《△2,130》

６　消防・救急体制の充実 534,667

　■常備消防管理事業；消防本部
（款項目：09 01 01）

＜常備消防管理費＞ 481,216  

〔476,996〕

《4,220》

　市地域防災計画に基づいて、本市の災害対策を周知、市民の
防災意識の向上を図る。
　情報発信（メール配信）　324千円
　防災監視体制の強化のために民間気象情報収集　1,556千円
　その他事務経費等　3,811千円

　防災リーダー育成補助金　市民の防災士資格取得に要する経
費を補助する。550千円
　防災士養成講座・スキルアップ研修の開催　711千円

【財源:一般 1,261】

【財源::その他 1・一般 5,690】

＜自主防災組織活動及び備蓄資機材補助金＞

　災害備蓄食糧（粉ミルク、保存水）や避難所用資機材及び災
害対策備品の配備更新など、備蓄品等を適正に管理する。

　地域防災センター、南濃中部防災コミュニティセンター、そ
の他防災倉庫等６ヶ所の維持管理を行う。

【財源:一般 4,880】

　常備消防の維持管理業務を行う。
・消防緊急通信指令施設保守料等委託
・消防吏員用被服（活動、救急、防火服等）購入

【財源:県 501・その他 7,409・一般 473,306】

【財源:その他 35・一般 2,732】

　地域の防災力を強化するため、自主防災組織に対し、自主的
な防災訓練実施等に要する経費及び防災備蓄資機材の購入に要
する経費を補助する。

【財源:一般 2,000】

＜防災リーダーの養成＞

＜防災会議の運営、防災意識の向上＞
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■常備消防車両等資器材管理事業；消防本部
（款項目：09 01 03）

2,035  

〔2,828〕

《△793》

　■火災予防対策事業；消防本部
（款項目：09 01 01）

704  

〔722〕

《△18》

　■非常備消防管理事業；消防本部
（款項目：09 01 02）

＜消防団員報酬等＞ 13,331  

〔23,040〕

《△9,709》

　■消防団活動事業；消防本部
（款項目：09 01 02）

8,827  

〔8,043〕

《784》

　■消防水利整備事業；消防本部
（款項目：09 01 03）

＜消防水利整備事業＞ 11,506  

〔5,415〕

《6,091》

＜消火栓備品整備事業＞ 2,000  

〔2,000〕

《0》

【財源:地方債 4,900・一般 6,606】

【財源:その他 130・一般 13,201】

【財源:一般 8,827】

　貯水槽、フェンスの修繕を行う。
　Ｕ形カルバード防火水槽（１基）等を整備する。

　消火栓備品を整備する自治会に補助金を交付する。
・消火栓用具等（格納箱・筒先・ホース等）の購入補助（地元
負担1/2）

＜消防団員費用弁償＞

　空気呼吸器材、常備消防用ホース、救助用資材、救急・消防
用資材の購入する。

＜火災予防対策事業＞

　防火対象物、危険物施設及び高圧ガス関係施設等に対し、立
入検査を実施し、火災予防及び事故防止を図る。
　甲種防火管理資格取得講習会を開催する。

　消防団員（396名）の報酬、消防団員退職報償金を支給する。

　災害、訓練出場手当等を支給する。

【財源:一般 2,000】

＜資器材購入＞

【財源:一般 2,035】

【財源:その他 123・一般 581】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■非常備消防車両資器材等管理事業；消防本部
（款項目：09 01 03）

＜非常備消防車両資器材等管理事業＞ 6,600  

〔0〕

《6,600》

　■救急対策事業；消防本部
（款項目：09 01 01）

＜救急対策事業＞ 8,448  

〔9,061〕

《△613》

７　上・下水道等の整備 4,008,700

　■下水道事業特別会計；上下水道課
下水道事業特別会計　歳入歳出予算総額 2,465,600  

〔2,624,000〕

《△158,400》

管渠等建設事業 千円

千円

千円

・公共ます増設工事

・マンホール鉄蓋等購入費

・その他修繕費等

浄化センター建設事業 千円

千円

千円

236,330千円
・海津処理区（内記･鹿野～松木外地区）
　管渠整備

・管路施設測量設計 8,673千円

・下水管布設工事に伴う舗装復旧工事
　(草場・鹿野，福江･万寿新田･金廻地区)

1,939千円

・下水管布設工事に伴う配水管等
　移転補償費

し尿・浄化槽汚泥受入施設設計
(海津浄化センター)

〔25,000〕

11,276千円

7,000

1,810千円

【財源:一般 8,448】

　小型動力ポンプ付積載車の更新を行う。

【財源:地方債 6,200・一般 400】

　救急機器の維持管理及び救急業務を行う。
　救急救命士の養成及び資質向上のため各種研修に派遣する。
・救急救命士研修所派遣
・救急隊員研修各種委託

《△18,000》

355,578

12,750千円

82,800千円

《15,909》

〔339,669〕
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

公共下水道長寿命化対策事業 千円

千円

千円

・下水道ストックマネジメント計画策定

公共下水道浄化センター維持管理事業 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

・下水道法改正に伴う事業計画変更

・下水道ストックマネジメント計画策定

・下水道施設改築更新工事

農業集落排水施設管理事業 千円

千円

千円

拡 農業集落排水施設長寿命化対策事業 千円

千円

千円

・農業集落排水施設改築更新工事

下水道事業法適化移行業務委託 千円

千円

千円

千円

千円

千円

14,312

191,006

《△111,266》

〔302,272〕

《△340,734》

・農業集落排水施設機能強化事業
　（志津浄化センター）

20,026千円

88,260

7,258千円

特定環境保全公共下水道長寿命化対策事業

下水道事業特別会計に対する一般会計から
の繰入金

《△11,354》

10,690

《15,793》

特定環境保全公共下水道
浄化センター維持管理事業

〔74,997〕

2,658千円

〔99,614〕

1,159,082

774千円

178,980千円

12,026千円

273,565

〔308,423〕

《△34,858》

《2,617》

〔32,483〕

《△21,793》

〔8,597〕

4,364千円

〔1,499,816〕

77,614

24,390

・平成31年度までに公営企業法に移行する
ことが国より要請されているため

〔12,874〕

《1,438》

・下水道施設改築更新工事
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■水道事業会計；上下水道課
水道事業会計　歳出予算総額 1,543,100  

〔1,413,800〕

《129,300》

施設更新・下水道等関連・消火栓新設事業 千円

千円

千円

・消火栓新設移設事業

・下水道等関連配水管布設替事業

・上水道施設更新事業（海津）

・上水道施設更新事業（平田）

・上水道施設更新事業（南濃）

配水管布設替事業等 千円

千円

千円

新 重要給水施設配水管耐震化事業 千円

千円

千円

千円

千円

千円

新 千円

千円

千円

８　公園・緑地の整備 43,073

　■市の公園施設管理事業；住宅都市計画課
（款項目：08 04 02）

＜公園維持管理事業＞ 42,082  

〔44,666〕

《△2,584》

《45,000》

23,700

〔0〕

《23,700》

企業債償還のため一般会計から補助を受け
る金額

45,000

〔0〕

〔227,580〕

45,749千円

　市内の都市公園等を、利用者が快適、安全に利用できるよう
遊具の保守点検、植栽等の管理を行う。（集客イベントの開
催）

《△50,000》

《87,898》

28,425千円

《△3,950》

40,561千円

〔50,000〕

315,478

5,400千円

0

【財源:国 600・その他 1・一般 41,481】

〔58,850〕

水道事業会計に対する一般会計からの運営
補助金

54,900

195,343千円
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■県の公園施設管理事業；住宅都市計画課
（款項目：08 04 02）

＜公園維持管理事業＞ 991  

〔964〕

《27》

９　自然環境の保全 803,254

　■畜犬等管理事業；環境課
（款項目：04 01 05）

＜畜犬等管理事業＞ 850  

〔985〕

《△135》

　■公害対策等事業；環境課
（款項目：04 01 06）

＜公害対策等事業＞ 1,384  

〔1,539〕

《△155》

　■新エネルギー推進事業；企画財政課
（款項目：02 01 08）

＜ハイブリッド街路灯点検事業＞ 622  

〔332〕

《290》

　■清掃事業；環境課
（款項目：04 02 01）

新 ＜災害廃棄物対応マニュアル策定事業＞ 1,556  

〔0〕

《1,556》

＜南濃衛生施設利用事務組合負担金＞ 546,017  

〔546,727〕

《△710》

 自動車騒音等の状況調査、公共水域水質検査（23ヶ所）及び工
場等公害検査の実施。

【財源:県 48・一般 1,336】

　南濃地域に設置してあるハイブリッド街路灯の維持管理。

【財源:一般 622】

　災害発生後の早期復旧・復興を果たすよう、災害が発生した
際の廃棄物の迅速かつ適正な処理に資するため、対応マニュア
ルを策定する。

【財源:県 562・一般 429】

　庭田山頂公園及び養老山頂登山道で、年間を通して快適に利
用できるよう施設等の管理を行う。

【財源:その他 850】

【財源:一般 1,556】

【財源:その他 35,100・一般 510,917】

　狂犬病予防注射の実施
飼い犬・猫避妊等手術費補助金
・犬　雄13件、雌24件
・猫　雄12件、雌48件
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

＜西南濃粗大廃棄物処理組合負担金＞ 47,898  

〔58,104〕

《△10,206》

＜ごみステーション施設整備事業補助金＞ 500  

〔1,500〕

《△1,000》

　■ごみ減量化対策事業；環境課
（款項目：04 02 01）

＜生ごみ処理機器設置事業補助金＞ 450  

〔450〕

《0》

＜リサイクル奨励金交付事業＞ 7,440  

〔9,150〕

《△1,710》

　■不法投棄対策事業；環境課
（款項目：04 02 01）

＜不法投棄対策事業＞ 5,611  

〔5,667〕

《△56》

　■ごみ収集事業；環境課
（款項目：04 02 02）

＜ごみ収集運搬及び処理等委託事業＞ 88,906  

〔91,289〕

《△2,383》

【財源:一般5,611】

　不法投棄されにくい環境づくりの為、市内一斉美化運動を年
２回（６月第１日曜日・１０月第３日曜日）実施。また、環境
パトロール員等による監視により、不法投棄の防止を図る。

　一般家庭から排出されるごみを、「燃やせるごみ」、「燃や
せないごみ」、「有害ごみ」、「陶磁器類」、「粗大ごみ」に
分けて収集し、処理施設等において適正に処理する。

【財源:その他 85・一般 88,821】

【財源:その他2,116・一般 45,782】

　ごみステーション施設の整備に対し補助する。
・新設： 100千円×2件
・修繕： 50千円×6件

【財源:一般 500】

　生ごみ処理機器設置に対し補助する。
・コンポスト： 3千円×30台
・電気式生ごみ処理機： 20千円×18台

【財源:一般 450】

　ごみの減量化と再資源化を促進するため、分別回収事業を実
施した団体等にリサイクル奨励金を交付する。
・事務費割： 3,000円×120団体×4回
・回収量割： 5円×1,200,000㎏

【財源:一般 7,440】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅱ　安全で快適な　住み良い　まちづくり

　■リサイクル対策事業；環境課
（款項目：04 02 02）

＜リサイクルごみ収集運搬及び処理等委託事業＞ 79,058  

〔83,115〕

《△4,057》

＜エコドーム管理運営事業＞ 9,055  

〔9,077〕

《△22》

　■処分場管理事業；環境課
（款項目：04 02 02）

＜処分場管理事業＞ 9,608  

〔11,679〕

《△2,071》

　■し尿・浄化槽対策事業；環境課
（款項目：04 02 03）

＜合併浄化槽設置費補助金＞ 1,900  

〔2,200〕

《△300》

　■西勝賀浄化槽管理事業；環境課
（款項目：04 02 03）

＜西勝賀浄化槽管理事業＞ 2,399  

〔2,133〕

《266》

　リサイクル資源の回収拠点としての管理運営費。
・日日雇用職員賃金等     7,697千円
・需用費等　　　　　   　1,358千円

【財源:その他 2,480・一般 6,575】

【財源:その他 817・一般 78,241】

【財源:国 162・県 162・一般 1,576】

　西勝賀浄化槽の維持管理を行う。

【財源:その他 1,352・一般 1,047】

・最終処分場地下水分析業務委託　　 2,198千円
・最終処分場残容量調査業務委託　　 1,699千円
・最終処分場の維持管理等　　　 　　5,711千円

【財源:その他 2,220・一般 7,388】

・設置事業：7人槽 1基
・接続事業：4基

　一般家庭から排出されるリサイクルごみを、「空瓶・空
缶」、「ペットボトル」、「発泡スチロール・トレイ」、「プ
ラスチック製容器包装」に分けて収集し、処理施設等において
適正に処理する。

-38 -



予算額（単位：千円）

１　学校教育環境の充実 880,508

　■教育総務事務事業；教育総務課
（款項目：10 01 02）

新 ＜海津市教育振興基本計画策定＞ 423  
〔0〕

《423》

　■教育総務事務事業；教育総務課
（款項目：10 01 02）

新 ＜海津市小中学校適正規模等に関する検討委員会＞ 258  
〔0〕

《258》

　■教育総務事務事業；教育総務課
（款項目：10 01 02）

新 ＜旧南濃学校給食センター解体工事＞ 70,881  
〔0〕

《70,881》

　■教職員住宅管理事業；教育総務課
（款項目：10 01 04）

＜教職員住宅管理費＞ 2,352  

〔1,939〕

《413》

　■教育研究所設置事業；学校教育課
（款項目：10 01 03）

＜不登校児適応指導教室相談員設置事業（1人）＞ 1,914  

〔1,916〕

《△2》

＜教育専門指導員設置事業（2人）＞ 4,625  

〔4,671〕

《△46》

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　不登校児童生徒の学校復帰を目指し、児童生徒の体験活動、学
習支援活動、カウンセリング事業など、様々な面からの支援活動
を行う。

　教育研究所に配置し、教員の研修、講座を開設するなど教員指
導にあたり、教員の資質向上を図る。また、不登校、いじめ等に
対応する相談活動を行う。

　教職員住宅の管理・運営を行う。
・内装改修工事
・１棟　世帯用…２戸、単身用…８戸

【財源:その他 2,352】

【財源:一般 1,914】

【財源:一般 4,625】

　現行の計画が平成30年度をもって終了することから、今後5年
間（平成31年度～平成35年度）の基本計画を策定する。

【財源:一般 423】

　小中学校の規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方と、
適正化に向けた方策について協議を行う。

【財源:一般 258】

　旧南濃学校給食センターの解体工事　　　　　　 68,721千円
　旧南濃学校給食センターの解体工事監理          2,160千円

【財源:地方債 67,300・一般 3,581】
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■教育支援充実事業；学校教育課
（款項目：10 01 03）

＜教育支援充実事業＞ 2,610  

〔2,754〕

《△144》

　■学校教育指導等設置事業；学校教育課
（款項目：10 01 03）

＜郷土学習推進事業＞ 1,221  

〔3,000〕

《△1,779》

＜いじめ問題等対策学校サポート事業＞ 64  

〔64〕

《0》

　■小・中学校管理事業；学校教育課

＜英語指導助手設置事業＞ 19,668  

〔19,256〕

《412》

＜学級支援員設置事業＞ 29,998  

〔24,355〕

《5,643》

＜少人数支援員設置事業＞ 9,394  

〔8,804〕

《590》

　英語指導助手（4人）を配置し、児童生徒に生きた英語を身に
つけさせるとともに、外国の文化や生活習慣を理解させ、国際理
解教育の一助とする。
・小学校： 6,884千円
・中学校：12,784千円

　通常学級や特別支援学級において、学級担任以外に、支援員を
配置することにより、児童生徒に寄り添った、きめ細かな指導を
行うため、学級支援員を配置する。
・小学校：14人　22,877千円
・中学校： 5人　 7,121千円

　いじめ等、学校の抱える諸問題に対する各学校の取組を支援
し、解決に向けた適切な対策を行う。

【財源:一般 2,610】

【財源:一般 64】

（款項目：10 02 01）
（款項目：10 03 01）

【財源:一般 19,668】

　ふるさと海津の歴史にふれ、地域を知り郷土愛を育むために
「海津市郷土学習の手引き」（歴史編）及び「海津市郷土学習の
手引き」（自然編）を活用する。

【財源:一般 1,221】

　市の学校教育方針や重点、各学校の教育目標を達成するため、
各種の事業を行い学校教育の振興と充実に努める。

【財源:一般 29,998】

【財源:一般 9,394】

　少人数指導の授業を実施し、一人一人を大切にした個へのきめ
細かな指導援助や、互いに学びあう学習集団への指導につなげ、
基礎基本の定着を図るため、支援員を配置する。
・小学校：3人　4,180千円
・中学校：4人　5,214千円

-40 -



予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

＜特別支援教育アシスタント事業＞ 17,176  

〔24,289〕

《△7,113》

＜スクールカウンセラー設置事業＞ 400  

〔400〕

《0》

　 ＜心の教室相談員設置事業＞ 7,630  

〔8,720〕

《△1,090》

拡 ＜英語活動インストラクター派遣事業＞ 5,700  

〔4,000〕

《1,700》

＜学校安全サポーター委託事業＞ 2,554  

〔2,464〕

《90》

＜メール配信システム委託事業＞ 472  

〔528〕

《△56》

【財源:一般 17,176】

　通常学級に在籍する軽度発達障がいの児童生徒の行動や様態に
個別に対応し、当該児童生徒及び学級の他の児童生徒が落ち着い
て学習や生活ができるように、アシスタントを配置する。
・小学校：12人　13,707千円
・中学校： 3人　 3,469千円

　不登校やいじめ等の悩みをもつ児童生徒の相談、家庭訪問、学
習支援などを行い、児童生徒とのコミュニケーションを図り、学
校・家庭・地域との連携を大切にした支援活動を行うスクール相
談員を配置する。
・小学校：4人　4,360千円
・中学校：3人　3,270千円

　登下校の安全確保のため、通学路の要所において、交通指導や
パトロール等を実施する。また学校周辺において適時パトロール
を実施し、不審者等への対策を図る。
・小学校：1,964千円
・中学校：　590千円

【財源:一般 7,630】

　不登校及び不登校傾向の児童生徒やその保護者を対象とした専
門的カウンセリングや校内教育相談活動、授業参観等を通しての
環境面を含めた指導など、学校の実態に応じた支援要望に応えな
がら多面的に活動するスクールカウンセラーを配置する。
・小学校：200千円
・中学校：200千円

【財源:一般 400】

　新学習指導要領への移行に伴い小学校外国語活動の授業時数が
増加（小3･4年で15時間/年の新設、小5･6年で35時間/年から50時
間/年への増加）することにあわせ、小学校外国語活動の時間の
より一層の充実と効果的な授業推進のため、英語活動インストラ
クターの配置の充実を図る。

【財源:一般 5,700】

【財源:一般 472】

　不審者情報の提供や緊急時の小中学校の保護者への連絡手段と
して、市として統一のメール配信により、児童生徒の安全な生活
を確保する。
・小学校：300千円
・中学校：172千円

【財源:一般 2,554】
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

＜教育用パソコン活用事業＞ 45,833  

〔44,796〕

《1,037》

＜電子黒板等活用事業＞ 3,093  

〔4,811〕

《△1,718》

＜スクールバス運行事業＞ 20,428  

〔19,203〕

《1,225》

＜フッ化物洗口実施事業＞ 654  

〔809〕

《△155》

＜野外活動補助金＞ 1,085  

〔1,223〕

《△138》

＜職場体験学習補助金＞ 313  

〔348〕

《△35》

　市内3中学校。市内の事業所等で実践体験を通し、仕事の厳し
さや、やりがいを学ぶとともに、地域の人と共に働き、社会人、
職業人としての常識やマナー、礼儀を身につけ、将来の自分自身
の進路について考える学習活動に補助する。

　遠距離より通学している下記地区児童を対象に、スクールバス
を運行する。また、通学の他、校外学習や部活動での送迎に活用
する。
・南濃町上野河戸、山﨑（小学1年生～6年生）
・平田町西島、蛇池（小学1年生・2年生）
・海津町平原内野、平原平和台、内記、五町、札野、深浜、
油島、金廻（小学1年生・2年生）

　電子黒板や大型テレビを導入し、児童生徒の学習意欲を高め、
学力の育成を図る。
・小学校：2,245千円
・中学校：　848千円

【財源:一般 3,093】

【財源:一般 45,833】

【財源:一般 313】

　生涯を通じて健康な生活を送る基礎を培うための健康教育とし
て、歯・口の健康つくりに関する「むし歯」の予防のため、市内
全小、中学校で実施する。
・小学校　447千円
・中学校　207千円

【財源:一般 654】

【財源:一般 20,428】

【財源:一般 1,085】

　市内10小学校。学校と異なる環境において、見聞を広め、自然
や文化などに親しむとともに、集団生活のあり方や、公衆道徳な
どについて望ましい体験を積むことができるような学習活動に補
助する。

　パソコン操作技能の指導援助、教職員に教育の情報化推進に向
けての提案・指導を行う。校内ネットワーク運営、市イントラ
ネットとの調整及びサポートを行う。
・小学校：学校ＩＣＴ支援員業務託料　1,161千円
　　　　　パソコン借上　　　　　　 28,730千円
・中学校：学校ＩＣＴ支援員業務託料　　783千円
　　　　　パソコン借上　　　　　 　15,159千円
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

＜校外活動補助金＞ 1,815  

〔1,983〕

《△168》

　■小・中学校運営事業；学校教育課

＜小・中学校管理費（小学校10校、中学校3校）＞ 207,808  

〔215,269〕

《△7,461》

　■小・中学校管理事業；教育総務課

＜既存小・中学校施設改修事業＞ 26,444  

〔568,577〕

《△542,133》

　

　■教育振興事業；学校教育課
（款項目：10 03 02）

新 ＜英語検定料補助事業＞ 380  

〔0〕

《380》

　■幼稚園管理事業；こども課
（款項目：10 04 01）

 新 ＜下多度幼稚園解体設計委託事業＞ 1,944  

〔0〕

《1,944》

　■学校給食センター運営管理事業；給食センター
（款項目：10 06 03）

＜給食センター管理運営費＞ 393,371  

〔399,663〕

《△6,292》

　市内3中学校。学校と異なる環境において、見聞を広め、自然
や文化などに親しむとともに、集団生活のあり方や、公衆道徳な
どについて望ましい体験を積むことができるような学習活動に補
助する。

（款項目：10 02 01）
（款項目：10 03 01）

【財源:その他 195,345・一般 198,026】

・小学校管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　18,018千円
・大江小学校屋上避難用階段等改修工事設計　　　   1,960千円
・中学校管理事業　　     　 　　　　　　　　　　 6,466千円

・調理、配送業務委託　　114,480千円
・その他管理運営費　　　278,891千円

（款項目：10 02 01）
（款項目：10 03 01）

　下多度幼稚園の廃園に伴い、施設解体のための設計を委託す
る。

【財源:一般 1,944】

【財源:県 979・その他 12,231・一般 13,234】

【財源:一般 207,808】

　生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、公益財
団法人日本英語検定協会が実施する、実用英語技能検定を受験す
る生徒に検定料を補助する。

【財源:一般 380】

【財源:一般 1,815】

・小学校管理事業費　126,348千円
・小学校運営事業費　 14,097千円
・中学校管理事業費　 52,663千円
・中学校運営事業費　 14,700千円
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

２　生涯学習環境の充実 188,779

　■社会教育総務事務事業；社会教育課
（款項目：10 05 01）

＜家庭教育支援事業＞ 2,982  

〔3,064〕

《△82》

　■働く女性の家管理事業；社会教育課
（款項目：05 01 01）

＜働く女性の家管理運営費＞ 11,071  

･施設改修工事費（給水設備、区画線等） 1,056 千円 〔12,690〕

･その他管理運営費 10,015 千円 《△1,619》

　■勤労青少年ホーム管理事業；社会教育課
（款項目：05 01 02）

＜勤労青少年ホーム管理運営費＞ 7,137  

963 千円 〔6,316〕

・その他管理運営費 6,174 千円 《821》

　■農村環境改善センター管理事業；社会教育課
（款項目：06 01 06）

＜農村環境改善センター管理運営費＞ 12,657  

（海津・平田・南濃の3ヶ所） 〔20,839〕

《△8,182》

　■農業コミュニテイ施設管理事業；社会教育課
（款項目：06 01 07）

＜農業コミュニテイ施設管理運営費＞ 843  

〔969〕

《△126》

　施設の維持管理を行う。

【財源:国 400・県 400・一般 2,182】

　にこにこ子育て支援事業を構築する。
「あたりまえのことができる家庭教育支援」として、地区行事、
オープン講座等を実施する。
  家庭教育支援員を配置し、相談業務を行う。

【財源:その他 321・一般 10,750】

【財源:その他 380・一般 6,757】

【財源:その他 1,920・一般 10,737】

【財源:その他 40・一般 803】

・海津農村環境改善センター施設改修工事　　　1,799千円
・その他管理運営費　　　　　　　　　　　　 10,858千円

・施設修繕（区画線、誘導灯他）
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■公民館管理事業；社会教育課
（款項目：10 05 02）

＜公民館管理運営費＞ 51,826  

（海津公民館、海西公民館、プラザしもたど、福祉センター） 〔52,756〕

・海津公民館改修工事 4,713 千円 《△930》

（給水ポンプ、トイレドア等修繕）

・海西公民館施設整備工事 6,018 千円

（駐車場舗装、側溝等外構整備）

・その他管理運営費　 41,095 千円

　■文化会館管理事業；社会教育課
（款項目：10 05 03）

＜文化会館管理運営費＞ 16,476  

〔17,001〕

《△525》

　■生涯学習センター管理事業；社会教育課
（款項目：10 05 04）

＜生涯学習センター管理運営費＞ 16,240  

〔17,056〕

《△816》

　■生涯学習講座運営事業：社会教育課
（款項目：10 05 01）

　 ＜学級講座運営費＞ 4,234  

〔5,426〕

《△1,192》

　■図書資料購入事業；図書館
（款項目：10 05 05）

＜図書館管理運営費＞ 55,303  

〔53,168〕

《2,135》

＜新刊図書・ＡＶ資料等の購入費＞ 9,230  

〔9,322〕
《△92》

【財源:その他 360・一般 16,116】

【財源:一般 9,230】

【財源:その他 754・一般 3,480】

【財源:その他 126・一般 16,114】

【財源:一般 55,303】

　市民の多様な学習活動ができるように各種学級、講座の指導者
の発掘・養成を図る。
・ふるさと楽校、成人教養（悠々楽習）講座、子ども講座、高齢
者学級、趣味の講座、情報講座、異国食科講座等

　施設の維持管理を行う。

　施設の維持管理・運営を行う。

　海津、平田、南濃の３館の維持管理・運営を行う。

　図書資料の充実、読書環境の整備を行う。

【財源：その他 2,243・一般 49,583】
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■読書支援事業；図書館
（款項目：10 05 05）

＜ブックスタートパック購入費 等＞ 780  

〔474〕

《306》

３　青少年の健全育成支援 7,237

　■新成人の集い事業；社会教育課
（款項目：10 05 01）

＜新成人の集い開催事業＞ 2,411  

〔2,411〕

《0》

　■青少年健全育成事業；社会教育課
（款項目：10 05 01）

＜青少年健全育成活動事業＞ 4,826  

〔5,250〕

《△424》

４　文化の振興 94,354

　■文化振興事業；社会教育課
（款項目：10 05 06）

＜芸術文化振興事業＞ 4,879  

〔16,275〕

《△11,396》

　■文化財保護管理事業；社会教育課
（款項目：10 05 07）

＜指定文化財保護補助金及び保護事業＞ 6,681  

〔8,015〕

《△1,334》

【財源:一般 6,681】

【財源:一般 2,411】

【財源:一般4,826】

【財源:その他 780・一般 4,099】

　青少年非行防止活動の推進や家庭・学校・地域がこれまで以上
に連携を図り、青少年が健やかに育つ環境づくりの事業と団体活
動への助成。
・青少年育成市民大会
・子ども会、子ども支援センターの活動援助
・スクールサミットの開催
・「海津市あったかい絆宣言」の周知

　新成人による実行委員会によって企画運営する「成人の集い」
を開催する。

【財源:一般 780】

　指定文化財の保護保存に要する経費補助及び北部浄水公園（ハ
リヨ生息地）駐車場の整備

　豊かな芸術文化に接する機会を提供する。
・杉並児童合唱団・かいづっち合唱団合同発表会の開催
・文化展の開催
・市民創作劇（脚本・音楽作成）

　赤ちゃんと保護者が絵本を介して心触れ合うひと時を持つきっ
かけとなるよう乳児健診時に絵本を手渡す。
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■文化財資料作成活用事業；社会教育課
（款項目：10 05 07）

＜遺跡調査事業＞ 8,641  

〔5,296〕

《3,345》

　■歴史民俗資料館管理事業；歴史民俗資料館
（款項目：10 05 08）

＜歴史民俗資料館管理運営費＞ 65,244  

〔50,968〕

《14,276》

　■歴史資料調査活用事業；歴史民俗資料館
（款項目：10 05 08）

＜資料調査費及び企画展の開催＞ 6,339  

〔4,979〕

《1,360》

　■歴史の教育普及事業；歴史民俗資料館
（款項目：10 05 08）

2,570  

〔2,570〕

《0》

５　スポーツ活動の振興 103,807

　■社会体育振興事業；スポーツ課
（款項目：10 06 01）

＜スポーツ推進委員設置事業＞ 2,376  

〔2,178〕

《198》

＜高校総体実行委員会負担金＞ 12,808  

拡 〔2,038〕

《10,770》

【財源:一般 2,376】

【財源:国 1,534・一般 7,107】

【財源:一般 6,339】

【財源:その他 400・一般 2,170】

　歴史教育資源を活用しての講座開設や伝統芸能である能・狂言
の公演を行う。

　歴史認識を深めるため資料収集及び資料保存、企画展の開催
「（仮題）ふるさとの学び舎」、歴史講演会「テーマ：明治１５
０年」の開催をする。

　スポーツ推進委員相互の連携を密にし、資質の向上と活動の活
性化を図る。市民の体育・スポーツ振興並びに地域スポーツの振
興を図る。

【財源:その他 41,820・一般 23,424】

　全国高等学校総合体育大会カヌースプリント競技が長良川サー
ビスセンターで開催され、高校生の技能の向上とスポーツ精神の
高揚を図るとともに、高校生活動も含め生徒相互の親睦を深め、
心身共に健全な青少年を育成する活動を支援する。

【財源:一般 12,808】

・施設管理維持修繕・工事　41,165千円
・その他管理運営費　24,079千円

＜海津の能・狂言の公演（子ども狂言含む）及び歴史体験講座の開設費＞

　出土遺物整理作業委託、その他開発に伴う遺跡包蔵地の試掘調
査を実施する。
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

＜全日本中学選手権競漕大会負担金＞ 2,500  

新 〔0〕

《2,500》

＜体育協会補助金＞ 6,500  

〔6,600〕

《△100》

＜トライアスロン大会補助金＞ 2,500  

〔2,500〕

《0》

＜体育振興会補助金＞ 1,200  

〔1,000〕

《200》

＜ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会代表チーム補助金＞ 700  

〔700〕

《0》

＜かいづっちマラソン大会実施事業＞ 770  

〔770〕

《0》

＜２０２０ターゲットエイジ選手支援補助金＞ 300  

〔300〕

《0》

　17団体（市中体連、市スポーツ少年団を含む）、約3,000人が
加盟。市民の心身の健康を促進する健全なスポーツ活動や、競技
スポーツにおける競技力の向上と選手育成を行う協会の活動を補
助する。

【財源:一般 6,500】

　スポーツイベントを開催することにより、地域の活性化と市民
のスポーツ意識向上の啓発を図る。また、ジュニア大会では、若
年層からの競技者確保と青少年の健全育成を目的に開催される大
会を補助する。

【財源:一般 1,200】

　東京オリンピック・パラリンピックに向け、日本オリンピック
委員会が承認する大会の開催種目で同委員会が認定する強化指定
選手に選ばれた個人を支援する。

　ぎふ清流郡市対抗駅伝海津市代表チームにユニフォーム等の補
助を行う。

【財源:その他 170・一般 600】

【財源:一般 2,500】

【財源:一般 300】

　全日本中学選手権競漕大会が長良川サービスセンターで開催さ
れ、中学生の技能の向上とスポーツ精神の高揚を図るとともに、
生徒相互の親睦を深め、心身共に健全な青少年を育成する活動を
支援する。

　子どもから大人の方まで参加できるマラソン大会を実施し、市
民マラソンの拡大につなげる。

【財源:一般 2,500】

　平田地区及び南濃３小学校区で延べ約1,500人が参加。春にソ
フトボール大会・軽スポーツ大会、秋に軽スポーツ大会などが開
催され、それらの活動を補助する。

【財源:一般 700】
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予算額（単位：千円）

Ⅲ　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■体育施設管理事業；スポーツ課
（款項目：10 06 02）

＜体育施設管理費＞ 39,153  

〔43,188〕

《△4,035》

＜市民プール運営管理費＞ 35,000  

　市民プール運営管理について民間の力を指定管理委託料 〔35,000〕

《0》

６　地域間交流・多文化共生の推進 4,163

　■地域間交流事業；市民活動推進課
（款項目：02 07 01）

＜姉妹都市交流会補助金＞ 550  

〔600〕

《△50》

＜中学生・高校生海外研修事業参加費助成金＞ 50  

〔100〕

《△50》

　■霧島市、酒田市生徒児童交流事業；社会教育課
（款項目：10 05 01）

＜姉妹都市生徒・友好都市児童交流事業＞ 3,563  

〔3,549〕

《14》

【財源::その他 464・一般 3,099】

　地域間交流を通して文化や歴史、習慣等を学び、友情を育て相
互の理解を深めながら、心豊かな人間の育成を図るとともに、両
市の友好・親善に寄与する。
・霧島市交流事業　　　　2,439千円
・酒田市交流事業　　　　1,124千円

　姉妹都市の鹿児島県霧島市との相互理解・友好親善を深めるた
め、市民訪問団による交流を支援する。

【財源:一般 550】

【財源:一般 50】

　指定管理者制度を市民プールに導入して、市民の皆さんの多様
化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間の力
を活用し、市民サービスを向上させるとともに、経費の節減など
を図る。

【財源:一般 35,000】

　グラウンド（海津、平田、南濃、南部、養南）、体育館（平
田、南濃、平田５地区体育館）、テニスコート（海津、平田、南
濃、南部）、その他（武道館、柔道場、グラウンドゴルフ場、市
民プール）計20の体育施設の管理運営を行う。

【財源:その他 4,821・一般 34,332】

　青少年が異なる地域・文化に直接ふれあい、国際的な視野を広
め国際交流を推進することを目的として、国・県や県内の社会教
育団体、農林業団体、商工業団体等が主催する海外研修に要する
費用の一部（1/2以内、上限50,000円）を助成する。
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予算額（単位：千円）

　１　農林漁業の振興 741,815

　■農業委員会運営事業；農業委員会
（款項目：06 01 01）

拡 ＜農業委員会運営事業＞ 11,728

〔11,267〕

《461》

　■機構集積支援事業；農業委員会
（款項目：06 01 01）

＜機構集積支援事業＞ 541  

〔989〕

《△448》

　■土地利用型農業推進事業；農林振興課
（款項目：06 01 03）

＜農業振興対策事業補助金＞ 14,264  

〔16,141〕

《△1,877》

＜元気な農業産地構造改革支援事業補助金＞ 67,998  

〔87,560〕

《△19,562》

＜農業制度資金利子補給金＞ 2,380  

〔3,170〕

《△790》

＜農業次世代人材投資事業費補助金＞ 16,500  

〔14,250〕

《2,250》

　農業委員会に関する法律が一部改正され、担い手への農地利
用の集積・集約化、遊休農地の発生防止等が農業委員会の必須
業務として位置づけられたことから、農地利用の最適化を図
る。

【財源:県 120・一般 2,260】

【財源:県 16,500】

　国の基準を満たす新規就農者に対し、最長５年間、国から給
付金が給付される。

【財源:一般 14,264】

【財源:県 67,998】

Ⅳ　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　地域の水田営農の活性化を図るために導入される農業用機械
施設の経費に対し、その一部を助成する。
・コンバイン

　産地農業の生産拡大を目的とする農業用機械施設の導入計画
のうち、岐阜県が認める計画に対し、その経費の一部を助成す
る。
・冬春トマト独立ポット耕栽培施設、播種機、トラクターの導
入等

　農業協同組合等の融資機関が貸し付ける資金のうち、国・県
が利子補給を行う事業等については、市も同様に一部利子補給
を行う。

　農地法第３０条に基づき、すべての農地を対象とした利用状
況調査及び遊休農地を対象とした利用意向調査を実施し、農地
利用の最適化を図る。

【財源:県 7,268・その他 306・一般 4,154】

【財源:県 268・その他 273】
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予算額（単位：千円）

Ⅳ　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

新 ＜競争力強化生産総合対策条件整備事業費補助金＞ 93,781  

〔0〕

《93,781》

＜新規就農者支援事業費補助金＞ 3,000  

〔4,500〕

《△1,500》

　■中山間地域支援事業；農林振興課

（款項目：06 01 03）

＜中山間地域等直接支払事業交付金＞ 1,986  

〔1,988〕

《△2》

　■園芸特産品等支援事業；農林振興課

（款項目：06 01 03）

＜農業団体組織育成事業補助金＞ 1,647  

〔1,937〕

《△290》

＜施設園芸廃棄ビニール処理事業補助金＞ 1,500  

〔1,500〕

《0》

　■有害鳥獣駆除・病害虫防除事業；農林振興課

（款項目：06 01 03）

＜有害鳥獣駆除・防護施設設置事業＞ 5,156  

〔4,036〕

《1,120》

＜鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金＞ 2,982  

〔2,982〕

《0》

　土地利用型作物の生産・流通体制の整備等産地競争力の強化
に必要な共同利用施設の整備に要する経費に対し、その一部を
助成する。

【財源:県 93,781】

【財源:一般 1,647】

　環境汚染の防止を図る活動のうち、認可処理業者に委託して
施設園芸用廃プラスチック処理を行っている農業者に対し、そ
の経費の一部を助成する。

【財源:一般 1,500】

　野生鳥獣の増加に伴う農作物被害の防止を目的として駆除活
動及び防護施設の設置を行う。

【財源:県 2,982】

【財源:県 1,086・一般 4,070】

　野生鳥獣の増加に伴う農作物被害を防止するため、個体数抑
制のための有害獣捕獲等の活動経費に対し助成する。

　集落協定及び個別協定に基づく中山間地域に限り、その営農
活動に対し、経費の一部を助成する。

　農業生産集団の運営のうち、生産物の消費拡大、生産組織の
技術向上を図る活動に対し、その経費の一部を助成する。

　市の担い手の育成・確保を図ることを目的に新規就農者の初
期の施設整備等負担を軽減して円滑な就農を促進するため、事
業の一部を助成する。

【財源:一般 3,000】

【財源:県 1,428・一般 558】
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予算額（単位：千円）

Ⅳ　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■畜産振興事業；農林振興課

（款項目：06 01 04）

＜畜産施設等整備支援事業補助金＞ 11,428  

〔647〕

《10,781》

　■市土地改良事業；農林振興課
（款項目：06 01 05）

＜県単農道舗装事業＞ 12,500  

〔9,960〕

《2,540》

＜県単かんがい排水事業＞ 12,000  

〔29,000〕

《△17,000》

＜市単農道整備・舗装等事業＞ 5,200  

〔16,400〕

《△11,200》

＜農業用揚排水機維持管理費補助金＞ 50,018  

〔50,017〕

《1》

　■多面的機能支払事業；農林振興課

（款項目：06 01 05）

＜多面的機能支払交付金＞ 189,220  

〔147,652〕

《41,568》

【財源:県 5,000・その他 1,051・一般 5,949】

　土地改良区等が管理・運営する農業用揚排水機場の維持管理
に要した経費の一部を助成する。

（農地維持支払）
・地域資源の基礎的な保全活動や地域資源の適切な保全管理の
ための推進活動を支援
（資源向上支払：共同活動）
・施設の軽微な補修、農村環境保全活動や多面的機能の増進を
図る活動を支援
（資源向上支払：長寿命化）
・水路、農道、農地に係る施設の破損部分や老朽化部分の補
修・更新を行う活動を支援

【財源:一般 50,018】

【財源:国 94,608・県 47,304・一般 47,308】

【財源:県 5,000・一般 7,500】

【財源:その他 520・一般 4,680】

　地域集落の環境整備及び営農活動の向上を図るため、農道整
備・舗装等を行う。

　志津地区は老朽化した水路橋の改修により、漏水の防止、落
橋の防止を図る。境地区は老朽化した護岸改修により、ため池
の漏水防止や周辺の地盤沈下を防止する。下池西部ポンプ地区
はポンプの取替により営農環境の改善を図る。

　下池西部、駒野山下地区の農作業用機械の運行と農産物の荷
傷み防止並びに、維持管理費の軽減により農業経営の改善を図
るため、舗装等を行う。

　農業法人及び認定農業者等が規模拡大・飼料自給率向上等を
目的として機械導入や施設増築等を行う場合に対し助成する。

【財源:県 11,428】
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予算額（単位：千円）

Ⅳ　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■林業維持管理事業；農林振興課
（款項目：06 02 01）

新 ＜林道整備事業＞ 4,800  

〔0〕

《4,800》

　■林業振興事業；農林振興課
（款項目：06 02 02）

＜分収造林事業委託料＞ 5,086  

〔5,019〕

《67》

　■河川魚類環境保全対策事業；農林振興課

（款項目：06 03 01）

＜河川魚類環境保全対策事業交付金＞ 2,000  

〔2,000〕

《0》

　■クレール平田運営特別会計；農林振興課
クレール平田運営特別会計　歳入歳出予算総額 111,600  

〔107,000〕

《4,600》

クレール平田施設運営管理事業 千円

千円

千円

千円

千円

千円

　■月見の里南濃運営特別会計；農林振興課
月見の里南濃運営特別会計　歳入歳出予算総額 114,500  

〔118,000〕

《△3,500》

月見の里施設運営管理事業 千円

千円

千円

【財源:一般 2,000】

89,839  

〔86,086〕

　海津市漁業協同組合による、河川における魚類等の生物資源
の基礎的な保全管理活動を支援する。

【財源:その他 5,086】

 庭田奥谷地区の生物害防除・除伐・裾枝払等を実施する。
（30.26ｈａ）

　林道橋梁の補修を行い長寿命化を図る。（3橋）

【財源:県 2,880・一般 1,920】

《3,753》

　市の情報発信の拠点施設として、地元特産品のＰＲや地産地
消を推進し道の駅の運営を行う。
　道の駅再振興計画に基づき、経営改善を実施する。

《△3,457》

クレール平田運営特別会計に対する一般会
計からの繰入金

2,272  

〔1,875〕

《397》

71,388  

〔74,845〕
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予算額（単位：千円）

Ⅳ　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

千円

千円

千円

　２　商業の振興 49,848

　■商店街活性化事業；商工観光課
（款項目：07 01 02）

＜商工会等補助金＞ 47,148  

〔46,791〕

《357》

＜金融対策特別支援事業補助金＞ 2,700  

〔3,000〕

《△300》

　３　工業の振興 181,808

　■企業誘致事業；商工観光課
（款項目：07 01 02）

拡 ＜企業誘致事業＞ 181,808  

〔592〕

《181,216》

　工場立地の適地を検討し、企業進出を希望する事業者に対し
て積極的な紹介を行う。
　また、岐阜県土地開発公社による駒野工業団地造成工事の着
手に合わせ、アクセス用道路の整備など、付帯工事を実施す
る。
・上水道工事設計業務　　　　　　　　　　　　9,288千円
・アクセス用道路工事設計、施工管理業務　　　9,830千円
・アクセス道路整備工事　　　　　　　　　　161,950千円

月見の里南濃運営特別会計に対する一般会
計からの繰入金 〔63,908〕

　市の情報発信の拠点施設として、地元特産品のＰＲや地産地
消を推進し道の駅の運営を行う。
　道の駅再振興計画に基づき、経営改善を実施する。

《△7,431》

56,477  

　商工会の運営に対する補助金並びに商工会等が行う各種事業
費に対する補助金。
・商工会運営補助金 　　　　　　　　　　 26,200千円
・プレミアム付商品券発行事業補助金　　　 8,948千円
・海津市産業感謝祭補助金　　 　　　　　　8,000千円
・海津市夏祭り運営事業補助金　　　　     4,000千円

【財源:地方債 163,100・その他 140・一般 18,568】

【財源:その他 16,948・一般 30,200】

　中小企業の地域振興、育成発展を目的に、岐阜県や日本政策
金融公庫の融資を受けた事業者に対して、商工会より利子の一
部の補助を行う。

【財源:一般 2,700】
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予算額（単位：千円）

Ⅳ　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　４　観光の振興 121,287

　■観光ＰＲ事業；商工観光課
（款項目：07 01 03）

＜舟運・周遊事業＞ 354  

〔376〕

《△22》

＜県観光連盟負担金＞ 211  

〔211〕

《0》

　■観光施設管理事業；商工観光課
（款項目：07 01 03）

＜海津市観光協会負担金等＞ 2,450  

〔2,450〕

《0》

　■観光イベント関連事業；商工観光課
（款項目：07 01 03）

＜木曽三川公園観光イベント実行委員会負担金＞ 2,420  

〔26,620〕

《△24,200》

　■観光資源発掘事業；商工観光課
（款項目：07 01 03）

＜観光資源発掘事業＞ 37,215  

〔32,600〕

《4,615》

（舟運事業）
・低地の地理的特徴を活かし、大江川での「舟運観光」を実施
　し、自然・歴史・文化の当市の観光資源としてのイメージの
　定着を図る。
（周遊事業）
・外国人留学生を対象に周遊ツアーを実施、市内の観光資源の
　魅力を体感してもらい、各学生の出身国に向けて情報発信を
　促すことで、インバウンドの増加を目指す。

【財源:その他 48・一般 306】

　県観光連盟が主体となって実施する観光ＰＲや商談会に参加
し、市のＰＲを行う。

  地方創生事業の一環として、既存の観光資源をブラッシュ
アップし、また新たな観光資源の発掘を行い、地理的・歴史的
なストーリー性のある滞在型観光周遊ルートの確立を図り、当
市の魅力の情報発信向け、多方面から取り組む。
　また、チューリップ祭３０周年を記念し、地方創生事業の趣
旨に合致したイベント内容として開催、新たな市への誘客を図
る。

【財源:国 10,400・その他 13,052・一般 13,763】

【財源:一般 211】

・海津市観光協会運営負担金　　　　　　　　2,000千円
・海津市観光情報センター事業補助金　　　　　450千円

【財源:一般 2,450】

　国営木曽三川公園と共に春夏秋冬及び正月のイベントを開催
し、市への誘客を図る。
・木曽三川公園イベント実行委員会負担金 　2,420千円

【財源:一般 2,420】
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予算額（単位：千円）

Ⅳ　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
事　　　業　　　内　　　容

　■水晶の湯管理事業；商工観光課
（款項目：07 01 04）

＜水晶の湯管理費＞ 25,395  

〔27,309〕

《△1,914》

　■月見の森管理・イベント事業；農林振興課

（款項目：06 02 03）

拡 ＜月見の森維持管理費＞ 53,242  

〔9,772〕

《43,470》

　５　働きやすい職場づくりの促進 6,133

　■雇用対策事業；商工観光課
（款項目：07 01 02）

＜就労支援の充実＞ 4,133  

〔4,150〕

《△17》

＜勤労者生活安定資金預託金＞ 2,000  

〔2,000〕

《0》

・無料職業紹介所による職業相談及び職業紹介を行う。
・近隣のハローワークと連携して求人情報を提供する。
・市内企業の会社概要等を掲載した「職場ガイド」を作成し、
求人に関する情報を提供する。

【財源:国 342・その他 120・一般 3,671】

【財源:一般 25,395】

 月見の森の安全性を保つべく月見台の改修や遊歩道の手摺・踏
み板取替等維持管理を行う。また、「日本百名月」の認定を契
機に、イベント事業（観月会等）により、一層のＰＲ・集客を
図る。

  指定管理者制度により、南濃温泉「水晶の湯」の管理運営を
行う。
・指定管理者管理料　　 4,900千円（債務負担行為　H29～33)
・機械設備保守委託料　12,411千円
・各種設備修繕等　　　 8,084千円

【財源:国 250・県 29,000・地方債 17,100・その他 520・一般 6,372】

　勤労者に対する生活資金を、金融機関が融資するにあたり、
損失補償を行うため預託する。
・取扱店：東海労働金庫大垣支店

【財源:その他 2,000】

-56 -



予算額（単位：千円）

　１　市民参画・協働自治の推進 58,345

　■秘書事務事業；秘書広報課
（款項目：02 01 03）

＜表彰事務事業＞ 431  

〔637〕

《△206》

　■広報事務事業；秘書広報課
（款項目：02 01 03）

＜市報かいづ発行事業＞ 12,753  

〔14,328〕

《△1,575》

　■議会情報提供事業；議会事務局

（款項目：01 01 01）

＜議会情報提供事業＞ 1,782  

〔1,910〕

《△128》

　■市民参画推進事業；市民活動推進課
（款項目：02 07 01）

＜市民提案型・行政提案型協働事業＞ 2,771  

〔4,282〕

《△1,511》

　■まちづくり人材育成事業；市民活動推進課
（款項目：02 07 01）

＜まちづくり人材育成事業＞ 32  

〔216〕

《△184》

事　　　業　　　内　　　容

　年４回「議会だより」を発行し、議会における審議や活動内
容を広報することにより、市民が議会への関心を高め、開かれ
た議会を目指す。

　各年齢層に見合った話題提供を行い、地域を愛する心を育
み、自らが暮らす海津市について考え、まちづくりへの積極的
な取り組みを促進することを目的とし実施する。
・海津っ子議会、まちづくり出前講座

　市民の企画提案や市が提案したテーマに対する企画案に基づ
き、市民と市が協働で実施するまちづくり事業に要する費用を
補助する。

　市政の振興に尽力し、また広く市民の模範となる行為を行っ
た方に対し顕彰することにより、市からの感謝の意を表すとと
もに、市民意識の高揚に寄与する。

【財源:一般 431】

【財源:一般 1,782】

【財源:一般 2,771】

【財源:一般 32】

　開かれた市政の一環として、毎月１回広報紙を編集発行。市
の重要施策、市民の関心の深い施策のほか、市に寄せられた
声、各分野で活躍するみなさんの紹介、催しや募集情報などを
掲載し、全世帯に配布する。

【財源:県 244・その他 740・一般 11,769】

Ⅴ　協働による　自主的・自立的な　まちづくり
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅴ　協働による　自主的・自立的な　まちづくり

　■人口減少対策事業；企画財政課
（款項目：02 01 08）

＜同窓会開催助成金交付事業＞ 150  

〔210〕

《△60》

　■集会所整備事業；市民活動推進課
（款項目：02 07 02）

＜集会施設整備事業＞ 8,432  

〔6,600〕

《1,832》

　■自治振興事業；市民活動推進課
（款項目：02 07 02）

＜自治会活動等推進事業＞ 31,994  

〔34,641〕

《△2,647》

　２　平等な社会の推進 2,755

　■同和問題啓発事業；市民活動推進課
（款項目：02 07 03）

＜同和問題啓発事業＞ 1,533  

〔1,873〕

《△340》

　■人権啓発事業；市民活動推進課
（款項目：02 07 03）

＜人権啓発事業＞ 1,096  

〔980〕

《116》

　人権尊重思想の普及高揚を図り、市民に人権問題に対する正
しい認識を広めることにより、基本的人権の擁護に資する。

　同和問題をはじめとした様々な人権問題を、市民が正しく理
解し、人権感覚を更に磨き、差別意識の解消を図るため啓発事
業を行う。

　市内各地域に設置されている集会施設の増改築、修繕にとも
なう費用を負担、補助する。
・集会所整備負担金　6,995千円
・集会所整備補助金  1,437千円

　自治組織における区長、自治会長等に対する謝金及びに区・
自治会・自治連合会における自治会活動を促進するため交付金
を支給する。

【財源:県 188・一般 908】

【財源:一般 8,432】

【財源:県 913・一般 620】

　40歳以下、15人以上、市内開催の同窓会に、参加人数によ
り、2万から3万円の海津市商品券で助成する。

【財源:一般 150】

【財源:一般 31,994】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅴ　協働による　自主的・自立的な　まちづくり

　■男女共同参画推進事業；市民活動推進課

（款項目：02 07 01）

＜男女共同参画啓発事業＞ 126  

〔167〕

《△41》

　３　地域情報化・電子自治体の推進 207,705

　■基幹系管理事業；総務課
（款項目：02 01 09）

＜基幹系システムの安定稼働＞ 112,267  

〔110,109〕

《2,158》

　■情報系管理事業；総務課
 （款項目：02 01 09）

86,290  

〔90,847〕

《△4,557》

　■契約事務事業；総務課
（款項目：02 01 01）

＜電子入札・入札参加資格申請共同化事業＞ 2,068  

〔2,041〕

《27》

　■戸籍住民基本台帳事務事業；市民課
（款項目：02 03 01）

＜マイナンバーカード普及推進事業＞ 7,080  

〔4,063〕

《3,017》

　海津市男女共同参画プラン及び海津市男女共同参画推進条例
に基づき、男女共同参画に関する意識の啓発を図る。

  住民記録システム、税関係、福祉関係等の基幹系システムの
運用管理を行う。また、新元号に対応したシステム改修を行
う。

【財源:一般 126】

【財源:一般 112,267】

＜情報系システムの安定稼働＞

　情報系システム（文書管理、庶務事務、統合型GIS、グループ
ウエア等）の運用管理を行う。また、新元号に対応したシステ
ム改修を行う。

【財源:一般 86,290】

　岐阜県市町村共同電子入札システムを活用し、入札の効率化
を図る。

【財源:一般 2,068】

　マイナンバーカード（個人番号カード）が持つ高い機能を利
活用し、利便性の高い行政サービスの提供体制を構築するた
め、マイナンバーカードの普及を推進する。

【財源:国 6,912・その他 168】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅴ　協働による　自主的・自立的な　まちづくり

　４　広域的な連携体制の確保 440

　■広域行政推進事業；企画財政課
（款項目：02 01 08）

＜西美濃創生広域連携推進協議会負担金＞ 140  

〔240〕

《△100》

＜ツール・ド・西美濃実行委員会負担金＞ 300  

〔300〕

《0》

　５　効率的な行財政運営の推進 237,911

　■職員研修事業；秘書広報課
（款項目：02 01 02）

＜職員研修事業＞ 1,594  

〔2,207〕

《△613》

　■福利厚生事業；秘書広報課
（款項目：02 01 02）

＜福利厚生事業＞ 6,291  

〔6,353〕

《△62》

　■職員交流事業；秘書広報課
（款項目：02 01 02）

＜職員交流事業＞ 10,884  

〔11,184〕

《△300》

　西濃圏域の市町を戦略的パートナーとして、互いの特長や強
みを活かして連携、協力し、相互に高めあうことで、交流の活
性化を図り、圏域全体の魅力を向上させるために必要な事務及
び研修事業を行う。

【財源:一般 140】

　西美濃地域の関係市町・団体が連携して開催するツール・
ド・西美濃に、２市９町が財政支援を行なう。

【財源:一般 300】

　海津市職員研修計画を踏まえ、行政課題に的確な対応ができ
る職員の人材育成を図る。

【財源:その他 1,594】

  職員及び臨時職員の健康診断を実施し、元気回復、職務能率
の向上を図り、その他厚生に関する事業を実施する。
　労働安全衛生法に基づいて、ストレスチェックを実施し、職
員自身のストレスへの気付きを促すとともに、働きやすい職場
づくりを進めることにより、職員のメンタルヘルス不調の未然
防止を図る。

【財源:一般 6,291】

  姉妹都市の鹿児島県霧島市、岐阜県及び養老町と職員を相互
派遣することで、派遣先の優れたところを事務的・技術的な面
から収集し、市行政に活用するとともに職員の相互交流を図
る。

【財源:その他 10,881・一般 3】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅴ　協働による　自主的・自立的な　まちづくり

　■災害支援事業；秘書広報課
（款項目：02 01 02）

＜災害支援事業＞ 525  

〔450〕

《75》

　■財産管理事業；総務課
（款項目：02 01 05）

＜行政運営に伴う土地借上事業＞ 24,153  

〔24,153〕

《0》

　■庁舎管理事業；総務課
（款項目：02 01 06）

＜庁舎管理費＞ 47,400  

〔49,832〕

《△2,432》

　■財政事務事業；企画財政課
（款項目：02 01 08）

＜ふるさと寄附金推進事業＞ 3,900  

〔2,358〕

《1,542》

＜統一的な基準による地方公会計の整備＞ 3,867  

〔3,888〕

《△21》

　■賦課事務事業；税務課
（款項目：02 02 02）

＜固定資産現況調査事業委託事業＞ 6,663  

〔14,079〕

《△7,416》

【財源:一般 6,663】

【財源:その他 2,021・一般 45,379】

　東日本大震災被災地である岩手県釜石市に市長会を通じて職
員派遣(６箇月）を実施し、復興支援を行う。

【財源:一般 525】

　民間所有の土地に対して賃貸借契約を締結し、小学校、文化
施設等の運営を行う。
　・小学校　３個所、文化施設　１２個所、消防関係　５個
所、市営住宅　１個所、駐車場　１０個所、その他　９個所

  地方公会計の統一的な基準による財務書類の作成が求められ
る中、会計に関する専門知識を有する者の支援を受け、統一的
な基準による財務諸表を作成する。

【財源:一般 3,867】

　固定資産税の適正化を図るため次の事業を行う。
・土地・家屋図の加除、修正
・宅地画地関連加除、修正
・固定資産管理システムデータ更新
・公図閲覧システム加除、修正
・償却資産実施調査
・PasCAL固定LGWAN使用料

【財源:一般 24,153】

　海津市役所（東館、西館）の管理を行う。

　ふるさと海津応援寄附金の寄附者へ、市の特産品を贈呈し、
寄附の奨励とともに、市の特産品をＰＲする。

【財源:一般 3,900】
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予算額（単位：千円）事　　　業　　　内　　　容

Ⅴ　協働による　自主的・自立的な　まちづくり

＜標準宅地時点修正業務委託事業＞ 2,638  

〔2,638〕

《0》

＜電算業務委託事業＞ 22,303  

〔21,538〕

《765》

　■財産管理事業；総務課
（款項目：02 01 05）

＜公の施設指定管理者選定委員会＞ 36  

〔36〕

《0》

　■斎苑管理事業；市民課
（款項目：04 01 07）

＜斎苑管理運営費＞ 107,657  

〔55,274〕

《52,383》

　固定資産（土地）の価格修正のために活用する標準宅地の時
点修正業務を不動産鑑定士に委託し実施する。（222地点）

【財源:一般 2,638】

　住民税、固定資産税及び軽自動車税の賦課するための各種作
業、データ管理及びシステム管理を委託し、効率的に運用す
る。

【財源:一般 22,303】

　斎苑施設の維持管理・運営を行う。
・南濃斎苑解体工事　　　　　 　　　　　　　　　69,061千円
・天昇苑火葬炉改修工事　　　　　　 　　　　　 　　551千円
・南濃斎苑解体工事監理委託料　　　　　　　    　1,944千円
・その他斎苑の維持管理等　　　　　　　　　  　 36,101千円

【財源:地方債 67,400・その他 29,844・一般 10,413】

【財源:一般 36】

　指定管理者指定施設のモニタリングを行い、施設が効率的に
運営されているか評価する。

拡
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予算額（単位：千円）

　１　　そ　の　他 3,638

　■住宅・土地統計調査事業；企画財政課
（款項目：02 05 02）

新 ＜住宅・土地統計調査事業＞ 3,638  

〔392〕

《3,246》

　住宅等の建物および居住している世帯に関する実態を調査
し、全国及び地域別の住生活関連施策の基礎資料を得るため
に、５年ごとに調査する。

【財源:県 3,638】

そ　の　他
事　　　業　　　内　　　容
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・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国(県)
支出金

地方債 その他
引上げ分の
地方消費税収 その他

高齢者福祉事業 28,621 113 4,299 24,209

障害者福祉事業 658,834 475,309 433 27,612 155,480

福祉医療事業 336,050 126,025 1,140 31,503 177,382

母子福祉事業 95,175 34,179 9,199 51,797

児童手当事業 479,990 405,841 11,182 62,967

生活保護事業 184,601 137,787 665 6,960 39,189

小　　計 1,783,271 1,179,141 0 2,351 90,755 511,024

国民健康保険事業（繰出金） 288,053 144,233 21,690 122,130

介護保険事業（繰出金） 466,261 3,118 69,847 393,296

後期高齢医療事業（繰出金） 438,601 55,604 57,760 325,237

小　　計 1,192,915 202,955 0 0 149,297 840,663

予防事業 123,690 1,998 850 18,224 102,618

母子衛生事業 25,241 550 3,724 20,967

小　　計 148,931 2,548 0 850 21,948 123,585

3,125,117 1,384,644 0 3,201 262,000 1,475,272

社
　
会
　
福
　
祉

社
　
会
　
保
　
険

合計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】

262,000

【歳出】

3,125,117

事　業　名 経 費

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

保
 
健
 
衛
 
生
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入湯税の使途状況

・入湯税収入見込額 現年度課税分 千円

・入湯税充当事業費 千円

【入湯税充当事業】 （単位：千円）

国(県)
支出金

地方債 その他 入湯税 その他

4,900 5,873 7,185

0 4,900 0 5,873 7,185

3,636 4,448

0 0 0 3,636 4,448

10,400 13,052 6,191 7,572

10,400 0 13,052 6,191 7,572

10,400 4,900 13,052 15,700 19,205

63,257

　入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設
その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、課税するものと
されている。

　海津市においては、地方税法に基く海津市市税条例の規定により、入湯客1人1日について40円を
課税している。

【歳入】

15,700

【歳出】

事　業　名 事　業　費

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

小　　計 17,958

観
光
施
設
の
整
備

水晶の湯設備改修事業 8,084

小　　計 8,084

消
防
施
設
等
の
整
備

消防水利整備事業 17,958

合計 63,257

観
光
振
興

観光資源発掘事業 37,215

小　　計 37,215
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