
（１４）　商工観光課
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 商業の振興

事業名

□ 義務 ■ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

0

その他 0

一般財源 616

県支出金

令和７年度

１　消費者行政に関する事業
　　・消費者相談（電話・窓口）
　　・消費生活啓発（市報・HP)
　　・成年年齢（18歳）に向けた消費生活啓発のリーフレット配布
　　・製品４法に基づく検査

２　公用車管理３台分
　　・公用車車検（１台）、修繕整備

12回

50件

予算額 国庫支出金 0

市債 0
616

4 活動指標 指標の
説明

消費者問題に係る相談例等を市報等で啓発し
消費に関する知識を深めるため周知した件数

担当課名

消費者問題に係る周知（市報・HP）回数 商工観光課

4-2 成果指標 指標の
説明

市民からの電話・窓口での消費者に係る相談件
数

係名

消費者相談件数 商工振興係

重点

根拠法令

関連
計画

なし

会計名

商工総務事務事業
一般会計

事務事業
概要

・公用車等管理業務
・消費者行政に関わる事務

款項目 070101

事業 1

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　消費者行政に関する事業
　　・消費者相談（電話・窓口）
　　・消費生活啓発（市報・HP)
　　・成年年齢（18歳）に向けた消費生活啓発のリーフレット配布
　　・製品４法に基づく検査

２　公用車管理３台分
　　・公用車車検（２台）、修繕整備

３　負担金
　　・温泉協会負担金　30千円

１　消費者行政に関する事業
　　・消費者相談（電話・窓口）
　　・消費生活啓発（市報・HP)
　　・成年年齢（18歳）に向けた消費生活啓発のリーフレット配布
　　・製品４法に基づく検査

２　公用車管理３台分
　　・公用車車検（２台）、修繕整備

12回 12回目
標
値

活動指標

成果指標 50件 50件

事業の財源
（千円）

予算額

1,031

0 予算額

一般財源 902

国庫支出金 0

129

国庫支出金

0 その他 0

市債

県支出金

その他

0

一般財源 802

835

県支出金 33

市債 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 商業の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

1,500

県支出金 0

その他 0

一般財源 1,500

令和７年度

１　大垣地域経済戦略推進協議会　1,265千円
　　西美濃３市９町による事業
　　・大垣ビジネスサポートセンター運営事業
　　　企業の経営支援等含めた経営相談
　　・スタートアップシティ大垣支援事業
　　　起業後の育成、地域経済の活性化、雇用の創出
　　・大垣地域経済戦略推進事業
　　　新たな創業や雇用の創出を図るために推進
　　・連携事業
　　　大垣商工会議所、商工会、金融機関、大学等と連携
　　・情報発信事業
　　　ホームページなどSNSを活用し情報発信

２　産業活性化広域連携事業　75千円
　　・西美濃３市９町が連携し、企業支援を実施
　　・地域の産業育成と経営基盤の強化及び雇用

1,500件

担当課名

商工観光課

1件

予算額 国庫支出金 0

市債 0

4-2 成果指標 指標の
説明

商工会等に創業した事業所の件数を確認
係名

市内で創業した件数 商工振興係

重点

根拠法令

関連
計画

なし

会計名

商工業振興事務事業
一般会計

事務事業
概要

起業や経営等の相談件数（海津市分）

4 活動指標 指標の
説明

商工会等で開催する経営相談で相談した件数

・姉妹都市と隔年で物産交流並びに市のPRを実施
・西美濃３市９町により連携し、企業支援等を実施、地域の産業育成と経営基盤
の強化に取り組む及び雇用の安定を目的に事業を実施

款項目 070102

事業 1

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　大垣地域経済戦略推進協議会　1,26４千円
　　西美濃３市９町による事業
　　・大垣ビジネスサポートセンター運営事業
　　　企業の経営支援等含めた経営相談
　　・スタートアップシティ大垣支援事業
　　　起業後の育成、地域経済の活性化、雇用の創出
　　・大垣地域経済戦略推進事業
　　　新たな創業や雇用の創出を図るために推進
　　・連携事業
　　　大垣商工会議所、商工会、金融機関、大学等と連携
　　・情報発信事業
　　　ホームページなどSNSを活用し情報発信

２　産業活性化広域連携事業　75千円
　　・西美濃３市９町が連携し、企業支援を実施
　　・地域の産業育成と経営基盤の強化及び雇用

１　友好都市産業交流事業　350千円
　　山形県酒田市
　　・「ひらた産業まつり」に商工会と参加し物産交流並びに市のPRを
　　　実施
　　鹿児島県霧島市
　　・「霧島ふるさと祭」に商工会と参加し物産交流並びに市のPRを
　　　実施

２　大垣地域経済戦略推進協議会　1,265千円
　　西美濃３市９町による事業
　　・大垣ビジネスサポートセンター運営事業
　　　企業の経営支援等含めた経営相談
　　・スタートアップシティ大垣支援事業
　　　起業後の育成、地域経済の活性化、雇用の創出
　　・大垣地域経済戦略推進事業
　　　新たな創業や雇用の創出を図るために推進
　　・連携事業
　　　大垣商工会議所、商工会、金融機関、大学等と連携
　　・情報発信事業
　　　ホームページなどSNSを活用し情報発信

３　産業活性化広域連携事業　75千円
　　・西美濃３市９町が連携し、企業支援を実施
　　・地域の産業育成と経営基盤の強化及び雇用

1,500件 1,500件目
標
値

活動指標

成果指標 1件 1件

事業の財源
（千円）

予算額

1,465

0 予算額

一般財源 1,465

国庫支出金 0

0

国庫支出金

0 その他 0

市債

県支出金

その他

0

一般財源 1,850

1,850

県支出金 0

市債 0
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 商業の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

0

その他 11,960

一般財源 28,741

県支出金

令和７年度

１　商工会等補助金
　　商工会の運営に対する補助金並びに各種事業補助金
　　・商工会運営補助金　25,000千円
　　・商工振興事業補助金　10,700千円
　　　（商品券発行事業、産業感謝祭事業）
　　・活性化事業補助金（夏祭り事業）　2,000千円
　　・金融対策特別支援事業補助金　2,000千円

２　負担金
　　・西美濃ブロック商工会協議会負担金　18千円
　　・県中小企業団体中央会負担金　20千円
　　・ジェトロ岐阜負担金　240千円
　　・西美濃創生広域連携事業（創業支援事業）　30千円

３　土地借上料
　　・今尾商店街駐車場借上料　119千円

1,240人

88%

予算額 国庫支出金 0

市債 0
40,701

4 活動指標 指標の
説明

商工会の発行するプレミアム付商品券事業で発
行、市民に販売した人数

担当課名

プレミアム付き商品券販売者数 商工観光課

4-2 成果指標 指標の
説明

商品券利用加盟店において、使用者が利用した
店舗数の割合（使用店舗÷加盟店舗）

係名

プレミアム付き商品券の使用された店舗数（割合） 商工振興係

重点

根拠法令

関連
計画

なし

会計名

商店街活性化事業
一般会計

事務事業
概要

・海津市商工会の運営や商工会等が行う各種事業費に対する補助金
・中小企業で融資を受けた事業者に対して商工会より利子の一部補助
・商店街の土地借上料

款項目 070102

事業 2

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　商工会等補助金
　　商工会の運営に対する補助金並びに各種事業補助金
　　・商工会運営補助金　25,000千円
　　・商工振興事業補助金　10,700千円
　　　（商品券発行事業、産業感謝祭事業）
　　・活性化事業補助金（夏祭り事業）　2,000千円
　　・金融対策特別支援事業補助金　2,000千円

２　負担金
　　・西美濃ブロック商工会協議会負担金　18千円
　　・県中小企業団体中央会負担金　20千円
　　・ジェトロ岐阜負担金　240千円
　　・西美濃創生広域連携事業（創業支援事業）　30千円

３　土地借上料
　　・今尾商店街駐車場借上料　119千円

４　【新】商店街案内板撤去工事
　　・今尾商店街案内看板撤去工事　　734千円

１　商工会等補助金
　　商工会の運営に対する補助金並びに各種事業補助金
　　・商工会運営補助金　25,000千円
　　・商工振興事業補助金　10,700千円
　　　（商品券発行事業、産業感謝祭事業）
　　・活性化事業補助金（夏祭り事業）　2,000千円
　　・金融対策特別支援事業補助金　2,000千円
　　・交流事業補助金　500千円

２　負担金
　　・西美濃ブロック商工会協議会負担金　18千円
　　・県中小企業団体中央会負担金　20千円
　　・ジェトロ岐阜負担金　240千円
　　・西美濃創生広域連携事業（創業支援事業）　30千円

３　土地借上料
　　・今尾商店街駐車場借上料　119千円

1,240人 1,240人目
標
値

活動指標

成果指標 86% 87%

事業の財源
（千円）

予算額

40,911

0 予算額

一般財源 27,951

国庫支出金 0

0

国庫支出金

12,960 その他 11,960

市債

県支出金

その他

0

一般財源 28,741

40,701

県支出金 0

市債 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 工業の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

企業の誘致　（既存企業の拡張案件含む）拡張件数 企業誘致係

重点

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度 令和７年度

4-3 成果指標 指標の
説明

市外からの企業の誘致案件、及び、市内の既存
企業の事業拡張案件の件数

係名

根拠法令

関連
計画

・海津市都市計画マスター
プラン

会計名

4 活動指標 指標の
説明

誘致に向けた営業のため、交渉を図った企業の
件数

担当課名

誘致に伴う営業件数 商工観光課

企業誘致事業
一般会計

事務事業
概要

１　企業（主に工場立地法の対象となる製造工場）の誘致。
２　既存企業（主に工場立地法の対象となる製造工場）の施設拡
張、事業強化等の支援。

款項目 070102

事業 4

1件 1件

20件 20件 20件

１　駒野工業団地開発事業関連
・県公社への貸付金の精算
・企業側による工場建築中の諸対応
・従業員確保のための支援
・アクセス道路法面の維持管理

２　企業誘致等土地利活用推進本部の運用
・新規工業団地の候補地選定
・未利用市有地の利活用方針の検討
・小学校跡地利用方針の検討
・住宅用地確保に関する施策の検討

３　新規工業団地の整備に関する方針策定
・官民連携による開発に向けた進出企業・開発企業の発掘
・【新】農産法に基づく実施計画の策定
・地権者、土地改良区、営農組織、地元自治会等との調整

４　企業立地施策の促進
・進出企業に対する固定資産税の減免、雇用促進奨励金等、優遇措置の推
進
・駒野工業団地への誘致企業も対象になる
・既存企業の事業拡張も条件が合えば対象となる

５　市内における工場適地の斡旋・探索

６　【新】新規雇用確保・工業団地PRチラシ印刷
　　・新規雇用確保PRチラシ作成
　　・新規工業団地PRチラシ作成

１　駒野工業団地開発事業関連
・工場完成後の残務
・企業側による工場建築中の諸対応等
・操業開始後の支援（地盤沈下関連補助金含む）
・従業員確保のための支援
・アクセス道路法面の維持管理

２　企業誘致等土地利活用推進本部の運用
・新規工業団地の検討
・未利用市有地の利活用方針の検討
・住宅用地確保に関する施策の検討

３　新規工業団地の整備に関する方針策定
・下記①または②を実施する
　①進出企業及び開発企業が決まっている場合は、官民連携に
　　 よる開発支援を行う
　　　　民間：団地開発に係る測量、その他試験調査等
　　　　行政：用地買収に係る地元調整、インフラ整備等
　②企業が決まっていない場合は、公共による開発を検討する

４　企業立地施策の促進
・進出企業に対する固定資産税の減免、雇用促進奨励金等、優遇措置の推
進
・駒野工業団地への誘致企業も対象になる
・既存企業の事業拡張も条件が合えば対象となる

５　市内における工場適地の斡旋・探索

１　駒野工業団地開発事業関連
・工場完成後の残務
・企業側による工場建築中の諸対応等
・操業開始後の支援（地盤沈下関連補助金含む）
・従業員確保のための支援
・アクセス道路法面の維持管理

２　企業誘致等土地利活用推進本部の運用
・新規工業団地の検討
・未利用市有地の利活用方針の検討
・住宅用地確保に関する施策の検討

３　新規工業団地開発事業
・令和６年度の状況により下記を実施する
　①の場合は、引き続き官民連携による開発支援を行う
　　　　民間：団地開発に係る測量、その他試験調査等
　　　　行政：用地買収に係る地元調整、インフラ整備等
　②の場合は、事業化に向けた本格検討を行う（測量、地質調
　　 査、基本設計等）

４　企業立地施策の促進
・進出企業に対する固定資産税の減免、雇用促進奨励金等、優遇措置の推
進
・駒野工業団地への誘致企業も対象になる
・既存企業の事業拡張も条件が合えば対象となる

５　市内における工場適地の斡旋・探索

事業の財源
（千円）

予算額 国庫支出金

1件

8

一般財源 15,756

市債 0

目
標
値

活動指標

成果指標

0

15,764

県支出金 0

0 予算額 国庫支出金 0 予算額 国庫支出金

その他
3,000

県支出金 0

4,000

一般財源 3,000

その他 0

市債 0 市債

県支出金 0

0

一般財源 4,000

その他 0
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 観光の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 □ 市規定 ■ なし

0

その他 0

一般財源 160

県支出金

令和７年度

１　観光事務業務
　　・バリケード購入
　　・郵便料
　　・メール便送料
　　・有料道路、駐車場代金等

27,400件

100件

予算額 国庫支出金 0

市債 0
160

4 活動指標 指標の
説明

海津市観光協会のホームページへのアクセルし
た件数

担当課名

観光協会ホームページアクセス数 商工観光課

4-4 成果指標 指標の
説明

市外から市の観光パンフレット等の送付要望に
より送付した件数

係名

観光パンフレット送付数 観光振興係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市観光振興長期基本
計画

会計名

観光事務事業
一般会計

事務事業
概要

観光事務に関する経費
款項目 070103

事業 1

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　観光事務業務
　　・バリケード購入
　　・郵便料
　　・メール便送料
　　・有料道路、駐車場代金等

１　観光事務業務
　　・バリケード購入
　　・郵便料
　　・メール便送料
　　・有料道路、駐車場代金等

26,800件 27,100件目
標
値

活動指標

成果指標 100件 100件

事業の財源
（千円）

予算額

175

0 予算額

一般財源 175

国庫支出金 0

0

国庫支出金

0 その他 0

市債

県支出金

その他

0

一般財源 160

160

県支出金 0

市債 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 観光の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

0

その他 1,060

一般財源 1,732

県支出金

令和７年度

1　周遊事業
　　・市ツアー造成事業　1,050千円
　　　市観光地を目的とするツアーを造成し催行した旅行会社へ
　　　補助旅行参加者へお土産代も補助する

２　商談会等への参加負担金　50千円
　　・旅行会社との商談会会場へ参加し市のツアー造成の周知す
　　　る

３　観光PR事業
　　・東海圏域や関西圏域への観光PRと物販の実施
　　・観光案内看板(占用料　10千円

４　各種団体等へ補助負担金等
　　・FC岐阜団体観光PR報償品　13千円
　　・岐阜県観光連盟負担金　211千円
　　・西美濃広域推進協議会　150千円
　　・西美濃北伊勢サミット　90千円

５　海津市観光情報センター委託料　500千円
　　・市の観光PRとなるパンフレットやゆるキャラグッズを作成

40社

20件

予算額 国庫支出金 0

市債 0
2,792

4 活動指標 指標の
説明

商談会（名古屋・大阪）等に参加し、旅行会社へ
市のツアー造成等PRした件数

担当課名

商談会を含む旅行会社へのPR件数 商工観光課

4-4 成果指標 指標の
説明

旅行会社よりツアー造成補助の申請及び実績報
告の件数

係名

ツアー造成の催行した件数 観光振興係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市観光振興長期基本
計画

会計名

観光ＰＲ事業
一般会計

事務事業
概要

・SNSなどで情報発信を促しインバウンドに繋げる
・観光を目的としたツアー造成事業補助金を旅行会社へ周知
・ゆるキャラのグッズや観光パンフレットを作製

款項目 070103

事業 2

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

1　周遊事業
　　・市ツアー造成事業　1,050千円
　　　市観光地を目的とするツアーを造成し催行した旅行会社へ
　　　補助旅行参加者へお土産代も補助する

２　商談会等への参加負担金　50千円
　　・旅行会社との商談会会場へ参加し市のツアー造成の周知する

３　観光PR事業
　　・東海圏域や関西圏域への観光PRと物販の実施
　　・観光案内看板占用料　10千円
　　・観光パンフレット印刷　1,177千円
　　・観光アプリ情報入力及び更新委託　495千円
　　【新】オンライン販売支援補助金　200千円
　　【新】にしみのライナーリレーバス利用促進事業補助金　1,500千円
　　【新】観光アプリによるスタンプカード誘客促進事業　350千円

４　各種団体等へ補助負担金等
　　・FC岐阜団体観光PR報償品　17千円
　　・岐阜県観光連盟負担金　211千円
　　・西美濃広域推進協議会　150千円
　　・西美濃北伊勢サミット　90千円

５　海津市観光情報センター委託料　500千円
　　・市の観光PRとなるパンフレットやゆるキャラグッズを作成

1　周遊事業
　　・市ツアー造成事業　1,050千円
　　　市観光地を目的とするツアーを造成し催行した旅行会社へ
　　　補助旅行参加者へお土産代も補助する

２　商談会等への参加負担金　50千円
　　・旅行会社との商談会会場へ参加し市のツアー造成の周知す
　　　る

３　観光PR事業
　　・東海圏域や関西圏域への観光PRと物販の実施
　　・観光案内看板(占用料　10千円

４　各種団体等へ補助負担金等
　　・FC岐阜団体観光PR報償品　13千円
　　・岐阜県観光連盟負担金　211千円
　　・西美濃広域推進協議会　150千円
　　・西美濃北伊勢サミット　90千円

５　海津市観光情報センター委託料　500千円
　　・市の観光PRとなるパンフレットやゆるキャラグッズを作成

35社 40社目
標
値

活動指標

成果指標 15件 20件

事業の財源
（千円）

予算額

5,913

0 予算額

一般財源 4,853

国庫支出金 0

0

国庫支出金

1,060 その他 1,060

市債

県支出金

その他

0

一般財源 1,732

2,792

県支出金 0

市債 0

183
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 観光の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

478

その他 800

一般財源 8,307

県支出金

令和７年度

1　観光施設管理事業
　　・海津市観光協会運営負担金　1,800千円
　　　観光案内所の管理及び市の観光PRの実施
　　・海津市観光情報センター事業補助金　350千円
　　　市の観光PRを実施

２　公衆トイレ管理事業　5,034千円
　　・公衆トイレ（大尻・三郷・行基寺）管理・清掃委託等
　　・観光案内所・観光施設及び公衆トイレ建物火災保険

３　東海自然歩道整備事業
　　・自然歩道整備管理委託　478千円
　　・東海自然歩道連絡協会費　10千円

４　千代保周辺年末年始雑踏警備事業
　　・年末年始の雑踏警備費　180千円

５　土地借上料
　　・大尻駐車場、トイレ、公園　1,230千円

260日

180万人

予算額 国庫支出金 0

市債 0
9,585

4 活動指標 指標の
説明

海津市観光案内所を開所し、観光案内等を実施
した日数（実績）

担当課名

観光案内所の活動日数 商工観光課

4-4 成果指標 指標の
説明

毎月報告集客数を確認している数（岐阜県報
告）

係名

千代保稲荷神社参拝者数 観光振興係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市観光振興長期基本
計画

会計名

観光施設管理事業
一般会計

事務事業
概要

・観光協会、情報センターの運営管理
・観光地でのトイレの管理、清掃等委託管理
・東海自然歩道の整備管理委託　　　　・観光地での土地借上料

款項目 070103

事業 3

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

1　観光施設管理事業
　　・海津市観光協会運営負担金　1,800千円
　　　観光案内所の管理及び市の観光PRの実施
　　・海津市観光情報センター事業補助金　350千円
　　　市の観光PRを実施
　　【新】喫煙所整備工事
　　　千代保稲荷神社参道喫煙所整備工事　3,795千円

２　公衆トイレ管理事業　5,272千円
　　・公衆トイレ（大尻・三郷・行基寺）管理・清掃委託等
　　・観光案内所・観光施設及び公衆トイレ建物火災保険

３　東海自然歩道整備事業
　　・自然歩道整備管理委託　478千円
　　・東海自然歩道連絡協会費　10千円

４　千代保周辺年末年始雑踏警備事業
　　・年末年始の雑踏警備費　180千円

５　土地借上料
　　・大尻駐車場、トイレ、公園　1,230千円

1　観光施設管理事業
　　・海津市観光協会運営負担金　1,800千円
　　　観光案内所の管理及び市の観光PRの実施
　　・海津市観光情報センター事業補助金　350千円
　　　市の観光PRを実施

２　公衆トイレ管理事業　5,034千円
　　・公衆トイレ（大尻・三郷・行基寺）管理・清掃委託等
　　・観光案内所・観光施設及び公衆トイレ建物火災保険

３　東海自然歩道整備事業
　　・自然歩道整備管理委託　478千円
　　・東海自然歩道連絡協会費　10千円

４　千代保周辺年末年始雑踏警備事業
　　・年末年始の雑踏警備費　180千円

５　土地借上料
　　・大尻駐車場、トイレ、公園　1,230千円

260日 260日目
標
値

活動指標

成果指標 170万人 180万人

事業の財源
（千円）

予算額

14,038

0 予算額

一般財源 12,753

国庫支出金 0

478

国庫支出金

807 その他 800

市債

県支出金

その他

0

一般財源 8,307

9,585

県支出金 478

市債 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 観光の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

0

その他 0

一般財源 18,840

県支出金

令和７年度

１　木曽三川公園イベント補助金
　　・チューリップ祭の開催　15,000千円
　　　毎年３月末から４月中旬に実施
　　・季節（春夏秋冬、お正月）のイベントを実施　2,000千円
　　　四季の草花鑑賞や冬季夜間開園によるイルミネーション

２　イベント事業
　　・今尾の左義長　667千円
　　　（写真コンテスト、イベントPR、警備等）
　　・彼岸花まつり（草刈り、警備等）　687千円

３　活性化事業
　　・薬草研究会補助金　60千円

４　映えスポット業務　238千円

50件

500万人

予算額 国庫支出金 0

市債 0
18,840

4 活動指標 指標の
説明

報道関係・ラジオ等を通じて、イベント等のPR活
動した件数

担当課名

SNSやメディア等で周知（PR)した件数 商工観光課

4-4 成果指標 指標の
説明

各施設より確認した毎月の岐阜県に報告してい
る観光地の集客数

係名

観光地への集客人数 観光振興係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市観光振興長期基本
計画

会計名

観光イベント関連事業
一般会計

事務事業
概要

・観光イベント関連のPR事業
・イベント時における写真コンテストを実施

款項目 070103

事業 4

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　木曽三川公園イベント補助金
　　・チューリップ祭の開催　14,000千円
　　　毎年３月末から４月中旬に実施
　　・季節（春夏秋冬、お正月）のイベントを実施　2,000千円
　　　四季の草花鑑賞や冬季夜間開園によるイルミネーション

２　イベント事業
　　・今尾の左義長　812千円
　　　（写真コンテスト、イベントPR、警備等）
　　・彼岸花まつり（草刈り、警備等）　787千円

３　活性化事業
　　・薬草研究会補助金　60千円

４　映えスポット業務　360千円

１　木曽三川公園イベント補助金
　　・チューリップ祭の開催　15,000千円
　　　毎年３月末から４月中旬に実施
　　・季節（春夏秋冬、お正月）のイベントを実施　2,000千円
　　　四季の草花鑑賞や冬季夜間開園によるイルミネーション

２　イベント事業
　　・今尾の左義長　667千円
　　　（写真コンテスト、イベントPR、警備等）
　　・彼岸花まつり（草刈り、警備等）　687千円

３　活性化事業
　　・薬草研究会補助金　60千円

４　映えスポット業務　238千円

50件 50件目
標
値

活動指標

成果指標 450万人 500万人

事業の財源
（千円）

予算額

18,074

0 予算額

一般財源 2,074

国庫支出金 0

0

国庫支出金

16,000 その他 0

市債

県支出金

その他

0

一般財源 18,840

18,840

県支出金 0

市債 0

185
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 観光の振興

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

0

その他 0

一般財源 9,769

県支出金

令和７年度

１　水晶の湯管理委託　8,000千円
　　・指定管理者（クアリゾート湯舟沢）
　　　指定管理期間　令和３年３月から令和１２年３月まで
　　水晶の湯
　　　営業時間　１０：００～２１：００
　　　休館日　　毎月第一木曜日
　　　料金　　　一般　大人　平日６５０円　　休日７５０円
　　　　　　　　　　　　　小人　平日３５０円　　休日４００円
　　　　　　　　　市民　大人５５０円　　小人３００円

２　土地借上料　1,389千円
　・水晶の湯関係借地

３　重機借上料　　40千円
　　・水晶の湯駐車場除雪

４．施設保険料　102千円

12件

143,000人

予算額 国庫支出金 0

市債 0
9,769

4 活動指標 指標の
説明

水晶の湯への来館者数を増加するため、指定管
理者と連携し、相談指導する回数

担当課名

水晶の湯への運営相談指導件数 商工観光課

4-4 成果指標 指標の
説明

水晶の湯への入館者を指定管理者へ確認（毎
月実績報告より）

係名

水晶の湯入館者数・リピーター人数 観光振興係

重点

根拠法令

関連
計画

なし

会計名

水晶の湯管理事業
一般会計

事務事業
概要

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。

款項目 070104

事業 1

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　水晶の湯管理委託　11,000千円
　　（源泉予備ポンプ購入含む）
　　・指定管理者（クアリゾート湯舟沢）
　　　指定管理期間　令和３年３月から令和１２年３月まで
　　水晶の湯
　　　営業時間　１０：００～２１：００
　　　休館日　　毎月第一木曜日
　　　料金　　　一般　大人　平日６５０円　　休日７５０円
　　　　　　　　　　　　　小人　平日３５０円　　休日４００円
　　　　　　　　　市民　大人５５０円　　小人３００円

２　土地借上料　1,389千円
　・水晶の湯関係借地

３　重機借上料　40千円
　　・水晶の湯駐車場除雪

４．施設保険料　109千円

５　浄化槽ポンプ入替工事　2,085千円

１　水晶の湯管理委託　8,000千円
　　・指定管理者（クアリゾート湯舟沢）
　　　指定管理期間　令和３年３月から令和１２年３月まで
　　水晶の湯
　　　営業時間　１０：００～２１：００
　　　休館日　　毎月第一木曜日
　　　料金　　　一般　大人　平日６５０円　　休日７５０円
　　　　　　　　　　　　　小人　平日３５０円　　休日４００円
　　　　　　　　　市民　大人５５０円　　小人３００円

２　土地借上料　1.389千円
　・水晶の湯関係借地

３　重機借上料　40千円
　　・水晶の湯駐車場除雪

４．施設保険料　102千円

12件 12件目
標
値

活動指標

成果指標 120,000人 130,000人

事業の財源
（千円）

予算額

14,623

0 予算額

一般財源 14,623

国庫支出金 0

0

国庫支出金

0 その他 0

市債

県支出金

その他

0

一般財源 9,769

9,769

県支出金 0

市債 0
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基本目標 自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

施策 働きやすい職場づくりの促進

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

40人

予算額 国庫支出金 539

市債 0
6,140

県支出金 0

その他 3,370

一般財源 2,231

令和７年度

１　職業紹介所運営事業　355千円
　・消耗品等
　・職場ガイド等作成経費

２　負担金等
　・職業紹介責任者講習会負担金　14千円
　・就労支援広域連携事業負担金　150千円
　・勤労者支援事業負担金　80千円

３　貸付金
　・勤労者生活安定資金預託金　1,000千円

４　補助金等
　・若年層雇用奨励金　3,000千円
　・子育て世帯雇用奨励金　2,000千円

350人

4 活動指標 指標の
説明

市の無料職業紹介所で相談に来訪された人数
担当課名

職業紹介所の相談利用者数 商工観光課

4-5 成果指標 指標の
説明

市の無料職業紹介所を利用し、就職した人数
係名

職業紹介所から紹介し就職した人数 商工振興係

根拠法令

関連
計画

なし

会計名

雇用対策事業
一般会計

事務事業
概要

無料職業紹介所開設に伴い、市民や市内に就職を希望する人を
対象に、市内の事業者への職業斡旋や市民の就職活動の相談
業務

款項目 070102

事業 3

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　職業紹介所運営事業　362千円
　・消耗品等
　・職場ガイド等作成経費

２　負担金等
　・就労支援広域連携事業負担金　150千円
　・勤労者支援事業負担金　80千円

３　貸付金
　・勤労者生活安定資金預託金　1,000千円

４　補助金等
　・就業・起業支援事業補助金　1,000千円
　・【拡】若年層雇用奨励金　1,000千円
　・スタートアップ起業支援事業補助金　1,800千円
　・【新】子育て世帯雇用奨励金　2,000千円

１　職業紹介所運営事業　355千円
　・消耗品等
　・職場ガイド等作成経費

２　負担金等
　・職業紹介責任者講習会負担金　14千円
　・就労支援広域連携事業負担金　150千円
　・勤労者支援事業負担金　80千円

３　貸付金
　・勤労者生活安定資金預託金　1,000千円

４　補助金等
　・就業・起業支援事業補助金　1,000千円
　・若年層雇用奨励金　4,500千円
　・スタートアップ起業支援事業補助金　1,800千円
　・子育て世帯雇用奨励金　2,000千円

350人 350人目
標
値

活動指標

成果指標 40人 40人

事業の財源
（千円）

予算額

7,406

539 予算額

一般財源 67

国庫支出金 539

750

国庫支出金

6,050 その他 9,170

市債

県支出金

その他

0

一般財源 2,231

11,940

県支出金 0

市債 0

187


