
見たい知りたい

今年の予算
平成２７年度美濃加茂市当初予算の概要



 

 

 

 

当市を取り巻く近年の環境は、長引く不況の影響から収入の根幹となる市税収入が減少する

など厳しい状況が続いていましたが、ようやく明るい兆しが現れてきました。  

 このような状況の中、この美濃加茂市を「住みよいまち」から「孫子の代まで住み続けられ

るまち」にするために、「依存ではなく自律、自立した美濃加茂」「自然との共生ができる美濃

加茂」「人と社会が強い絆で結ばれた美濃加茂」を推進するとともに、第５次総合計画に掲げ

る諸施策を計画的に実施します。 

 今回発行いたしました「見たい 知りたい 今年の予算」では、市の主な事業を第５次総合

計画の体系や、これまでの重点項目である「もっと教育」「もっと活力」「もっと安心」に、新

たに「もっと交流」を加え、項目ごとに分類し、市民の皆さんにわかりやすく市の予算や事業

内容をお知らせしています。 

 これからも、市民の皆さんに、少しでも市の予算をご理解いただけるよう、わかりやすい財

政情報の公表を積極的に進めていきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願

いします。 

 

 平成２７年２月      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ●予算は、お金の使い道などによって、大きく次の３つに分かれています。 

 

 

 

 

 

 平成２７年度 平成２６年度 増減額 増減率 

一 般 会 計 １８，３６０，０００ １７，７７０，０００ ５９０，０００ ３．３ 

特 別 会 計 １０，５０６，１９３ ９，３０７，４３９ １，１９８，７５４ １２．９ 

企 業 会 計 ５，８５４，０１３ ６，４１８，８６６ △５６４，８５３ △８．８ 

合 計 ３４，７２０，２０６ ３３，４９６，３０５ １，２２３，９０１ ３．７ 

 はじめに 

 当初予算の規模 

（単位：千円、％） 

福祉や教育、道路整備な
ど、市政運営の中心とな
る会計 

国民健康保険や介護保険
など、一般会計と区分す
る必要がある特定事業の
ための会計 

水道や下水道事業で、民
間企業と同様に利用料金
による収入を中心とする
会計 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市税 

43.2% 

地方交付税 

11.0% 
国庫支出金 

10.9% 県支出金 

6.9% 

市債 

6.1% 

諸収入 

5.1% 

繰入金 

4.2% 

地方消費

税交付金 

3.9% 

繰越金 

2.4% 
その他 

6.3% 

民生費                                                      

37.0% 

教育費                                                      

11.3% 
総務費                                                      

11.2% 

土木費                                                      

11.1% 

公債費                                                      

10.9% 

衛生費                                                      

7.8% 

商工費                                                      

4.2% 

消防費                                                      

2.7% 

農林業費                                                    

2.6% 
その他                                                     

1.2% 

 平成２７年度 歳入歳出構成比（一般会計） 

歳入構成比 

歳出構成比（目的別） 

■民生費・・・各福祉事業を行うためのお金 

■総務費・・・まちづくりや一般事務などに使うお金 

■教育費・・・学校教育や生涯学習などに使うお金 

■公債費・・・借入金の返済や利息を支払うお金 

■土木費・・・道路や公園などの工事に使うお金 

■衛生費・・・市民の健康管理やゴミ処理などに使うお金 

■商工費・・・観光や商工業の振興に使うお金 

■消防費・・・消防設備や消防団の運営に使うお金 

■農林業費・・農業、林業の振興に使うお金 

■自主財源・・・市税や施設使用料など、市が自主的に収入できるお金 

■依存財源・・・国や県からの補助金など、市が自主的に収入できないお金 

■市 税・・・市民税や固定資産税、たばこ税など 

■地方交付税・・・市の財政状況に応じて国から交付されるお金 

■国庫支出金・・・国からの負担金や補助金 

■県支出金・・・県からの負担金や補助金 

■市 債・・・事業を行うために借りるお金 

■繰入金・・・積立している基金（貯金）を取り崩したお金 

■諸収入・・・預金利子やそのほかの収入 

■地方消費税交付金・・・地方消費税の一部を財源として、市に交付されるお金 

■繰越金・・・前年度から繰り越されたお金 

 歳入の中心となる市税や、地方交付税、国庫
支出金など基幹となる収入について、制度改正
などに配慮し予算計上しました。 
 歳入のうち自主財源では、個人市民税や固定
資産税の増加により前年度と比べて０．５％増

の７７億９００万円となりました。 
 依存財源では、地方交付税が前年度と比べて
２．６％増の２０億円、国庫支出金では加茂野
交流センターなどの影響により、前年度と比べ
て１０．３％増の２１億２，８３８万円となっ
たことから前年度と比べて依存財源の割合が

２．０％上昇し、歳入全体では、約６割（５７．
１％）が市の自主財源となりました。 

 歳出では、厳しい財政状況の中、歳出全般に
わたる事業の見直しを行い、平成２７年度の予
算編成の重点項目である「もっと教育」、「もっ
と活力」、「もっと安心」「もっと交流」に重点
を置くなどソフト、ハード事業を織りまぜた予

算となるよう配慮しました。 
 目的別の予算では、福祉事業などを行うため
の予算である民生費が歳出全体の約４割（３
６．３％）を占め、続いて教育費、土木費、総
務費の順となっています。教育費は、生涯学習
施設整備事業が増加したことにより、前年度と

比べて１２．２％増の２２億４，７２９万円と
なったことから、歳出全体では、前年度と比べ
３．３％増の１８３億６，０００万円となりま
した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年度 経営理念 

 平成２７年度 経営方針（みのかもビジョン）ごとの主な事業＜目次＞ 

健康で安心して暮らせるまちづくり≪もっと安心≫ 

 

P.5 

未来を担う子どもたちを育てる≪もっと教育≫ 

 

     

教育 P.1 

いきいきと活躍できるまちづくり≪もっと活力≫ 

 

     

活力 P.3 

人と人との連携によるまちづくり≪もっと交流≫ 

 

交流 

安心 

P.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

地域の力とやる気を 
エネルギーとして 
まちをつくります 

～わたしたちが大切にしていくこと～ 

みみんんななががそそれれぞぞれれのの役役割割
ををももっってて、、だだれれももがが活活躍躍
ででききるるままちちををつつくくりりまますす！！  

産産業業のの振振興興にによよりり  
新新たたなな価価値値ののああるるままちちをを  
つつくくりりまますす！！  

安安心心ししてて暮暮ららせせるるままちちをを  
つつくくりりまますす！！  

快快適適ででここここちちよよくく定定住住  
ででききるるままちちををつつくくりりまますす！！  

美美ししいい風風景景がが残残るるままちちをを  
つつくくりりまますす！！  

市市役役所所のの経経営営方方針針  

上上記記のの政政策策体体系系にに  
基基づづかかなないいそそのの他他のの  
主主なな事事業業  

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業＜目次＞ 

 
 
 

将来もずっと輝き続けることが 
できるまちをつくります 

～市役所が大切にしていくこと～ 

基本理念 

P.9 

P.12 

P.14 

P.18 

P.23 

P.25 

P.28 

基本理念 

共通目標 

基本目標１ 

基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 



 

 

 

■公立保育園施設管理運営事業 
款項目：03 02 04 
事 業：61 04 05 

担当課：こども課 

               １２１，４５３千円 
保育園施設の総合的な管理運営による保育環境の整備を行い、乳幼

児の健やかな発達を保障するとともに、子ども・子育て支援新制度に

基づき保育内容の充実を図る。 

 

■私立保育園運営費等補助事業 
款項目：03 02 03 

事 業：61 04 06 

担当課：こども課 
               ６９２，２７７千円 
家庭での保育に欠ける児童を民間保育園にて保育を委託するため

の運営委託及び補助金の交付を行う。 
児童福祉の増進を図るため、民間保育園に対し、保育内容の充実と

円滑な運営を図るため、保育所が行う事業等に要する経費に対し、補

助金等を交付する。 

 

■少子化対策環境整備事業 
款項目：03 02 01 

事 業：61 04 29 

担当課：こども課 
                １８，５００千円 
子どもの防災対策や保育園の環境整備をするなど、子育て環境の改

善を行い、子育て家庭が安心・安全に子育てができるまちづくりを行
う。（平成２６年度補正予算対応） 

 

■フロム０歳プラン推進事業 
款項目：09 01 02 

事 業：31 21 02 
担当課：学校教育課 

                １７，７７３千円 
「自己にきびしく、人にやさしく、たくましい子ども」の育成をめ

ざした市民参画の子育て政策として、「ロングスパン教育」「面による

指導」「授業改革」の三つの重点の具現化を図る活動を推進していく。 

 

■小学校耐震補強及び大規模改造事業 
款項目：09 02 01 
事 業：31 16 01 

担当課：教育総務課 

               ５５７，６６９千円 
山手小学校の耐震化及び大規模改造工事を行う。（平成２６年度補

正予算対応） 

 

■いじめ対策事業 
款項目：09 01 02 
事 業：61 30 29 

担当課：学校教育課 

                 ３，７７４千円 
○質問紙検査によるいじめの未然防止・早期発見・生徒指導を行う。 

○生徒会サミットによる「いじめ撲滅宣言」に基づく各校の取り組み

の交流を行う。 
○いじめ問題対策連絡協議会の充実を行う。 

■地域教育推進事業 
款項目：09 05 01 
事 業：61 13 15 

担当課：生涯学習課 

                 ２，４３４千円 
地域教育コーディネーターを配置し、学校との連携を図り、小学校

低学年の児童を主対象に、地域資源をいかした地域教育推進事業（楽

習ひろば）を実施する。 
平成 27年度の実施計画は次のとおり。 

土曜日通常教室：年間４０回、１日体験活動）年間７回を予定 

・牧野交流センター教室 ４５名（東中学校校区） 講師６名対応 
・生涯学習センター教室 ４０名（西中学校校区） 講師６名対応 

・蜂屋交流センター教室 １５名（西中学校校区 サテライト会場） 

講師２名対応 

 

■地域活性化スクール事業（新規） 
款項目：09 05 01 

事 業：03 03 02 

担当課：生涯学習課 
                 １，００４千円 
平成 27年度地域活性化スクール事業として下記の 2 事業を展開す

る。 
・社会や地域課題をテーマにしたワークショップ（8月） 

 高校生ら 50人を対象に交流機会の提供と社会や地域への意識づけ

プログラム 
・高校生が興味関心のある分野の職業人を講師に招いた講演会、パネ

ルディスカッション（12月） 

 高校生ら 100 人を対象に自己実現にむけた将来イメージを構築す
るプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年度 経営方針（みのかもビジョン）ごとの主な事業① 

 



■英語教育推進事業 
款項目：09 01 02 
事 業：31 25 01 

担当課：学校教育課 

                １５，６９６千円 
○小学校５・６年生外国語活動におけるネイティブスピーカーによる

英語指導を行う。 

○小学校１年から４年までの国際理解教育の時間におけるネイティ
ブスピーカーによる英語指導を行う。 

○中学校英語授業におけるネイティブスピーカーによる英語指導を

行う。 

 
 

■話せる英語教育事業（新規） 
款項目：09 01 02 

事 業：31 21 06 

担当課：学校教育課 
                   ６９０千円 
外国人と話したいことを英語で話す人材を育成するために、日ごろ

から英語に慣れ親しむ教育活動を実践する。そのため、教育課程上の
時間（５・６年生 週１時間）だけでなく、朝や昼の放送の時間・休

み時間など、教育活動全般にわたって英語に慣れ親しむ活動を位置付

ける。具体的には、英語ブロードキャストやミニワールドルームを開
設し、日常的に英語に触れ、馴染む場を設定する。 

 

■情報教育推進事業 
款項目：09 01 02 

事 業：61 30 24 
担当課：学校教育課 

                ３０，７５６千円 
○情報機器活用の意図及び活用場面を明確にした上で、フロム０歳プ
ランの３本柱の一つである「授業改革」を実現できる情報機器・ソ

フトウエアを選定し配置する。機器設置後は、配置校の職員に研修

を実施し、活用能力を高める。 
○教職員ＰＣのグループウェア導入により、校務を助け、効率的に進

められるよう活用を図る。 

○図書館蔵書管理システムの更新を図り、学校図書の管理の効率化と
ともに児童生徒の興味関心を高める。 

 

■学習活用事業 
款項目：09 05 07 
事 業：31 21 04 

担当課：文化振興課 

                 ７，２２４千円 
文化の森ならではの学習を、効果的に行うために、学校の授業に合

わせた活動（学校活用）を行なっている。 

現在、中学校の活用が小学校に比べて少ないので、中学校の総合的
な学習の授業に活用できる学習教材を購入する。各学校へ文化の森で

可能な学習活動の周知を図り、さらに内容を精査し、深めて、学校に

とってより来館しやすいような体制の整備を行う。 
また、意図的に行われる学校活用のほかに、児童・生徒が休日や長

期の休暇を使って自ら博物館を訪れ、生涯にわたって博物館と関わっ

ていける子どもを育てるため、フロム０歳プランの実現の場として
「文化の森子どもわくわくプログラム」を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■みのかも定住自立圏推進事業 
款項目：02 01 13 
事 業：53 01 01 

担当課：地域振興課 

                 ５，３９６千円 
○圏域のリーダーとして、住民・形成団体・他地域との連携を促進す

る。 

○圏域の現状と推移、グローバルな動向を分析し、将来計画に反映す
る。 

○それぞれの市町村の個性を活かした事業を計画・推進する。 

 

■みのかもつながる力創造事業（定住） 
款項目：02 01 13 
事 業：53 01 38 

担当課：地域振興課 

                １１，７７６千円 
○住民・事業者提案による事業（定住自立圏つながる事業）を募集し

サポートする。 

○支援の域内循環の仕組みを研究する。 

 

■市民活動サポートセンター事業 
款項目：02 01 07 

事 業：02 11 01 

担当課：生涯学習課 
                 １，１１６千円 
生涯学習センター３階に設置している「みのかも市民活動サポート

センター」に職員を配置し、市民活動を行う団体や個人を支援する。 
[主な活動内容] 

・市民活動アドバイザーを配置し、市民活動団体・事業のサポートを

行う。 
・ボランティア活動者と依頼者間とのコーディネートを行う。 

・様々な市民活動に関する情報を掲載したセンターの情報誌を年間６

回発行し活動の周知を図る。 
・新たな市民活動団体を育成するため、市民活動に関する養成講座や

研修会を開催する。 

・ボランティアまつりや座談会などを開催することにより、市民活動
を行う団体・個人間の相互交流を図る。 

 

 

 

 

■バス路線対策事業 
款項目：02 01 06 
事 業：34 01 01 

担当課：地域振興課 

                ３３，２９３千円 
将来にわたって市民の生活を支える重要な移動手段として、公共交

通に求められる役割やあり方を整理・検討するとともに、まちづくり

と連携した持続可能な交通ネットワークを実現するため、地域公共交
通網形成計画を策定する。 

○岐阜バスコミュニティ㈱と運行協定を結び、市内９路線を車両２台

であい愛バスを運行する。 
  岐阜バスコミュニティ㈱の「あい愛バス」運行経費の欠損額に対し

補助を行う。 

○新太田タクシー㈱と運行契約を結び、タクシー車両を利用したデマ
ンドバス方式のあい愛予約バスを運行運行１台ごとに委託料を支

払う。 

 
 

■機構集積協力金事業 
款項目：05 01 03 
事 業：61 03 41 

担当課：農林課 

                 ２，０００千円 
農地中間管理機構を活用した農地の長期的な利用を促進するため、

農地の貸し手及び借り手に対して交付金を交付する。 

0.5ha 以下      ３０万円/戸 
 0.5ha 超 2.0ha 以下 ５０万円/戸 

 2.0ha 超       ７０万円/戸 

 

 平成２７年度 経営方針（みのかもビジョン）ごとの主な事業② 

 



■多面的機能支払推進事業（新規） 
款項目：05 01 03 
事 業：61 06 44 

担当課：農林課 

                １０，０９１千円 
地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動や

質的向上活動に対して交付金を支払うことで、農業・農村の有する多

面的機能が維持・発揮されるよう支援する。 

 

■里山再生事業 
款項目：05 02 01 

事 業：61 06 42 

担当課：農林課 
                ２２，１７０千円 
平成記念公園未利用地地区の森林維持管理整備を行うとともに、自

然体験や教育の場や地域連携、健康づくりなど里山を利活用して産業
活性化のモデル地区として推進していく。 

 
 

■里山再生プロジェクト事業（定住）（新規） 
款項目：05 02 01 

事 業：53 01 46 
担当課：農林課 

                ２０，０００千円 
圏域の里山林を伐採・植樹して整備するとともに、自然との共生を

学ぶ交流の場を作る。 

里山資源を有効活用するため、近隣の学校等と提携し製品の制作、

販売を考え持続可能な里山整備体制を推進する。 

 

■姫Ｂｉｚ戦略事業 
款項目：06 01 01 

事 業：61 07 15 

担当課：産業振興課 
                １４，７４２千円 
中山道太田宿は人、物、情報が交流する拠点として発展してきた経

緯があり、ターゲットを「女性」、コンテンツを「中山道」とした平
成姫街道の復活をさせるために、「姫 Biz」の設立を行い、新規起業

家の支援や起業化へのセミナーなど開催し、女性を中心に多くのモノ

やコトが発信できる場所として事業を展開していく。 

 

 

 

 

 

 

 

■企業工業振興事業 
款項目：06 01 02 
事 業：12 04 01 

担当課：産業振興課 

               １４２，８７７千円 
市内に工場を新設・増設・移設する企業に対して、投下固定資産相

当分について、奨励金を支払い、工業振興を図る。 

 

 

■中小企業支援事業 
款項目：06 01 02 
事 業：12 11 01 

担当課：産業振興課 

               ４６６，９７０千円 
中小企業振興のための各種負担金・補助金の支出と預託金事業を行

う。 

・住宅工事等補助 
・小規模企業者事業所等整備補助 

・事業活性化支援等利子補助 

・中小企業資金融資貸付金 

 

■プレミアム付商品券発行事業 
款項目：06 01 02 

事 業：61 07 17 

担当課：産業振興課 
                ７０，０００千円 
プレミアム付商品券の発行を商工会議所が実施し、補助することで、

地域の消費拡大及び地域経済の活性化に繋げる。（平成２６年度補正
予算対応） 

 

■かわまちづくり整備事業 
款項目：07 04 04 

事 業：42 14 01 
担当課：土木課 

                ８９，１１８千円 
国土交通省の「かわまちづくり支援制度」の実施にあわせ、木曽川

及び中山道周辺の整備を実施する。 

 



 

 

■地域情報放送事業（定住）（新規） 
款項目：02 01 06 
事 業：53 01 48 

担当課：市政情報課 

                １４，８１６千円 
○みのかも定住自立圏で協定している市町村が、地域で放送されてい

るケーブルテレビ局やＦＭラジオ局を通じて情報を提供すること

で、身近な情報を得る機会を作るとともに市町村間の情報の共有化
を図る。 

○行政からの情報だけでなく、定住自立圏事業に関連するＮＰＯ・企

業・民間団体の活動の情報発信の場として放送局を活用する。 
○実施機関 

 テレビ：中部ケーブルネットワーク（株）（通称：ＣＣＮet） 

 ＦＭラジオ：ＦＭラインウェーブ（株）（通称：ＦＭらら） 

 
 

■防犯活動推進事業 
款項目：02 01 08 

事 業：21 12 03 

担当課：防災安全課 
                １２，９７６千円 
みのかも防犯まちづくり推進計画に基づき、市民・事業者・市の３

者が協働して防犯活動を推進し、安全で安心して暮らせる、明るいま
ちづくりを推進する。 

 

■交通安全対策事業 
款項目：02 01 08 

事 業：21 12 04 
担当課：防災安全課 

                １７，１７１千円 
明るく住みよいまちづくりを目指して、各種交通安全対策を推進す

る。 

・交通教室の実施 

・交通安全施設の設置及び維持管理の実施 
・道路のカラー着色の実施 

・のぼり旗等啓発事業の実施 

 

 

 

 

 

 

■妊婦健康診査･特定不妊治療費助成事業 
款項目：04 01 02 
事 業：31 07 01 

担当課：健康課 

                ６６，４００千円 
○妊婦健康診査：母子健康手帳交付時に妊婦に対し健康診査受診票を

交付し、受診勧奨することで、妊婦の健康管理及び健全な出産を図

る。 
 内容・・(基本健診+初回血液検査+がん検診)1回分     

      (基本健診＋血算・血糖)1回分 

     (基本健診＋血算)1回分 
     (基本健診＋GBS)1回分 

     (基本健診＋クラミジア)1回分        

     (基本健診+超音波検査) 4回分           
     (基本健診) 5回分   

○妊婦歯周疾患健診：出産を迎える妊婦に対し、妊娠期より歯科の面

での健康管理を行う。 
○不妊治療費助成：不妊治療者の経済的心理的負担の軽減を図る。 

 

■とびだせ保健師事業（新規） 
款項目：04 01 03 

事 業：22 03 08 
担当課：健康課 

                   ３６８千円 
地域の団体、組織等からの要望に応じ、保健師等の専門職が地域へ

出向き、住民の一人ひとりが健やかに生活していくための知識を得る

とともに、実践ができるよう支援する。 

 さらに、地区の実情に合った健康づくりの実行と継続支援をするこ
とで、“健康”な地域づくりにつなげる。 

 

■予防接種事業 
款項目：04 01 04 

事 業：22 05 01 
担当課：健康課 

               １４０，４８３千円 
対象年齢の者に予防接種を行い、感染の恐れのある疾病の発生及び

蔓延を予防し、市民の健康維持と公衆衛生の向上及び増進を図る。 

※定期予防接種数見込み 

(主なもの)  
DPT-IPV（四混） 2,100人    

  麻しん風しん  1,000人    DPT(三混）100人  

  日本脳炎    2,000人    ポリオ 200人  
  インフルエンザ 6,800人    BCG  600人     

DT               470人    水痘 2,000人 

  ヒブワクチン       2300人(延）   
  小児用肺炎球菌ワクチン  2300人(延)  

 

■スポーツ振興事務費 
款項目：09 06 01 

事 業：61 14 02 
担当課：スポーツ振興課 

                 ５，６０５千円 
全国大会に出場する団体、個人に報奨金を交付し激励会を実施する。 
各種スポーツ団体（各地区体育振興会、市体育協会、スポーツ少年

団）に補助金を交付しスポーツの振興を図る。 

 

 平成２７年度 経営方針（みのかもビジョン）ごとの主な事業③ 



 

■みんなで子育て応援事業（定住）（新規） 
款項目：03 02 01 
事 業：53 01 50 

担当課：こども課 

                   ９７２千円 
○子育てに携わる人材の育成を行う。 

 ボランティア、利用者支援員、ファミリーサポート提供会員等を育

成し、活動の場を提供し、地域プライドの熟成を図る。 
○子育て世代に関心のある情報の発信、子育て情報の共有を図る。 

 

■バリアフリー事業 
款項目：07 02 02 

事 業：41 14 32 
担当課：土木課 

                ４１，５１２千円 
美濃太田駅周辺地区バリアフリー構想に基づき、中心市街地内の歩

道の再整備を行い、バリアフリー化を図る。 

 島深田線    延長Ｌ＝１４４０ｍ 

 

■地下道冠水通報システム整備事業 
款項目：07 02 02 
事 業：41 14 33 

担当課：土木課 

                １６，０００千円 
地下道に、豪雨等による冠水注意を電光掲示板で通報するシステム

を設置する。地下道冠水通報システム N=１箇所（北一東地下道） 

 

■道路施設補修点検事業 
款項目：07 02 02 
事 業：61 09 44 

担当課：土木課 

                ５０，０００千円 
国土交通省が進める、「道路ストック総点検実施要領」に基づき、

市が管理する道路ストック（舗装・歩道橋・街路灯・標識等）の点検・

データーベース化・長寿命化計画作成・修繕を進め、持続可能な社会
資本の維持管理を実現する。 

 

■橋りょう補修事業 
款項目：07 02 03 

事 業：41 14 11 
担当課：土木課 

                ９３，０００千円 
橋りょう耐震補修工事  Ｎ＝１橋（西町路線橋） 
橋りょう定期点検  Ｎ＝１６５橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■加茂川総合内水対策事業 
款項目：07 03 01 
事 業：41 14 41 

担当課：都市計画課 

                ９７，６００千円 
○ 加茂川流域の浸水被害を軽減するため小中学校の校庭やグラウン

ドを利用して雨水の一時的貯留施設を整備する。 

【整備箇所】 
 ①山之上小学校運動場 ②山手小学校運動場 ③西中学校運動場 

 ④前平運動公園運動場 ⑤西総合運動場 ⑥東総合運動場 

 貯留浸透施設面積合計 45,600㎡ 
○ 加茂川に水位計を設置しリアルタイムな情報発信をすることによ

り水防活動や避難時の判断基準に役立てる。 

 光徳橋の上流部と下流部に１つずつ設置 
○ 市道新池 431号線を保水性舗装にし雨水の加茂川への流入を緩和

する。 

 

■消防施設整備事業 
款項目：08 01 02 
事 業：21 04 03 

担当課：防災安全課 

                ２７，２４７千円 
消防力の強化・維持を図るため、消防施設や消防用機械器具を整備

する。 

 

 

■災害時情報伝達体制確立事業 
款項目：08 01 03 
事 業：21 03 01 

担当課：防災安全課 

                ３７，２１１千円 
防災に関する適切な情報を市民に伝達するため、防災行政無線の設

備の充実と適正な管理運営を図る。 

河川の情報や雨量情報、危機管理に関する情報を収集するため、気
象観測システム等情報機器の整備をする。 

 



 

 

 

■まちづくり協議会事業 
款項目：02 01 07 
事 業：03 15 01 

担当課：地域振興課 

                １０，１０１千円 
まちづくり協議会活動を通し、地域のことは地域が考え、行動でき

るコミュニティの形成を図る。 

地域の抱える課題、問題の整理と解決のための自主的活動を行い、
元気に楽しく活発な地域づくりを図って行く。 

 

 

■自治会活動推進事業 
款項目：02 01 12 

事 業：03 12 01 
担当課：地域振興課 

                ２１，８８９千円 
地域住民の融和と地域の活性化を図るため、また地域自治会活動を

活性化させるため、次により算出した金額を交付する。 

○自治会交付金算出基礎 

 ①均等割  地区割  200,000円 
 ②自治会割 自治会割  12,000円 

 ③班数割        1,000円 

 ④世帯割          600円 
 ⑤自治会長研修費    15,000円 

 ⑥広報配布手数料（１部）    1円 

 ⑦消防団員割      20,000円 
○自治会活動活性化のために、自治会活動保険に加入し、安心して活

動できるようにする。 

○消防団員を選出している自治会に対し、団員勧誘活動支援策として、
交付金を交付する。 

○自治連合会に対して、自治会加入促進補助金を交付する。 

 

■みのかも魅力発信！名古屋交流拠点事業

（定住）（新規） 
款項目：06 01 01 
事 業：53 01 44 

担当課：産業振興課 

                 ６，０００千円 
定住自立圏事業を活用し、みのかも圏域内にある素材の発掘及び見

せ方などのブラッシュアップを図り、名古屋圏域が求めるコトやモノ

を洗い出すことで、既存の小規模な特産品の販売ではなく、名古屋圏
域の住民を対象に直接的に体感できる一定規模のイベントを定期的

に開催し、みのかも圏域の認知度を高める。 

■交流センター施設維持管理事業 
款項目：09 05 02 
事 業：61 13 01 

担当課：生涯学習課 

                ３４，４６０千円 
地域活動の拠点となる牧野交流センター・下古井交流センターの適

切な施設維持管理を行う。 

 

■生涯学習施設整備事業（加茂野交流センタ

ー） 
款項目：09 05 02 
事 業：02 03 04 

担当課：生涯学習課 

               ３３５，１４８千円 
建築年数等の様々な事項を検討し、計画的に生涯学習施設を整備す

る方針のもと、加茂野交流センターの建設を行う。 

 

■平成姫街道プログラム事業 
款項目：06 01 01 
事 業：61 07 16 

担当課：産業振興課  

                 ９，５００千円 
中山道太田宿は、人、物、情報が交流する拠点として発展してきた

経緯があり、それを踏まえた上で営業戦略として、ターゲットを「女

性」、コンテンツを「中山道太田宿」とした「平成姫街道事業」を展
開する。（平成２６年度補正予算対応） 

 

 

■里山アートプロジェクト事業（定住）（新規） 
款項目：02 01 13 

事 業：53 01 60 
担当課：地域振興課 

                 ３，０００千円 
定住自立圏事業 3ヶ年事業となる。 
平成 27年度 里山アートイベントを活かした地域づくりの研究、実 

    施 

平成 28年度 里山アートフェスティバルの開催 
平成 29年度 里山アートフェスティバルの開催 

 

 

 

 平成２７年度 経営方針（みのかもビジョン）ごとの主な事業④ 



■Ｋｉｓｏジオパークにぎわい創出事業（定

住）（新規） 
款項目：07 04 04 
事 業：53 01 47 

担当課：土木課 

                 ５，２６０千円 
坂祝町と連携し、木曽川と中山道を活用した、賑わい創出事業 

木曽川と中山道沿線一帯を、「Kisoジオパーク」と称し、地域一帯

に賑わいを創出するため、人と人、人と自然が交わるプログラムを全
国に発信する。それによって、拠点において賑わいを創り出し、その

賑わいを地域へさらには圏域へ広げることを目指す。 

 

 

■生物多様性地域連携促進事業（定住）（新規） 
款項目：04 02 03 
事 業：53 01 49 

担当課：環境課 

                 ２，９７７千円 
美濃加茂市及び加茂郡７町村の加茂圏域の生物多様性保全のため、

自然環境調査を行う。また、環境フェアを開催し、加茂圏域はもとよ

り県内外に生物多様性の問題意識を広める。 

 

 

■名古屋市民をみのかも定住自立圏域へ招く

ツアー事業（定住）（新規） 
款項目：06 01 01 

事 業：53 01 58 

担当課：産業振興課 
                 １，８２８千円 
名古屋圏域の人々を観光ツアーとしてみのかも圏域に招き、都会で

は味わえない魅力を知ってもらい、定住に結びつける。 

 

 

 

 

■Ｒ４１カード事業（定住）（新規） 
款項目：06 01 01 
事 業：53 01 59 

担当課：産業振興課 

                   ６５２千円 
美濃加茂市民をはじめ、東白川村民及び名古屋圏域住民に対して、

（仮称）Ｒ４１カードを発行し、事業に参加した施設でカードの利用

があった場合に、利用料金を割り引きすることで利用者の拡大を図り、
市内の事業者などの活性化を図る。 

 

■野外フェスティバルからはじまるあたらし

い地域コミュニティ事業（定住）（新規） 
款項目：09 05 07 

事 業：53 01 57 
担当課：文化振興課 

                 １，１１５千円 
例年定期開催できる野外フェスティバルの開催 

○日本昭和村、八百津町蘇水公園を会場とし音楽や自然に携わるワー

クショップ、出店を行う。 

○美濃太田駅～日本昭和村～蘇水公園にシャトルバスを定期的に走
らせ、駅、会場だけでなく観光名所なども知ってもらう。 

○様々なジャンルのアーティストを募り、幅広い客層を集める。 

○東日本大震災原発事故被災者の保養活動支援につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1   みんなで力を合わせられる環境をつくる 

 

■地域情報化事業 
款項目：02 01 06 

事 業：01 01 01 
担当課：市政情報課 

                   １４３千円 
携帯電話難聴対策のため三和町川浦地区に整備した携帯電話伝送

路の保守（電柱共架料、修繕料）を行う。 

 

■広報事業 
款項目：02 01 07 

事 業：01 01 02 
担当課：市政情報課 

                 ８，５１４千円 
○広報紙の発行 
 ・日本語版毎月１日号を発行 

 ・ポルトガル語版を毎月１回発行 

○行事などを取材し、日刊紙へ記事提供（パブリシティ） 
○23 年度に出資したコミュニティラジオ放送局「ＦＭらら」に、番

組制作を委託して市政情報を放送する。また、災害発生時に身近な

災害発生情報や避難情報等を提供し、減災に寄与する。 
◇目標達成に向けての取り組み 

 ※広報活動として、CCNetの行政情報番組に職員が出演し広報紙の

掲載内容を PRしたり、スマートホンやホームページで広報紙が
見られることを PRしたり、美濃太田駅自由通路にポスターと広

報紙を置きフリーペーパー感覚で手に取ってもらったりするほ

か、積極的な取り組みを行う。 

 

 

■共創のまちづくり事業 
款項目：02 01 07 

事 業：01 01 06 

担当課：市政情報課 
                   ６９３千円 
市が現在抱えている課題について、インターネット上でアイデアを

募集するほか、はがきやワークショップなどでもアイデアを募集し、
集まったアイデアを基に事業化をする。 

 行政が提供するサービスを市民とともに創り上げる「共創」という

新たなしくみを展開する。 

 

■広聴推進事業 
款項目：02 01 07 

事 業：01 13 01 

担当課：市政情報課 
                   ５４５千円 
○市民意識調査アンケート 

平成 19年度から市民意識調査アンケートを実施。総合計画中の実
施計画に掲げられる施策の重要度、満足度を経年比較することに

より、時代に即した施策の展開ができることを目的に行う。また、

各課が直面している課題も取り上げ、施策に反映する判断材料と
する。年１回実施 調査客体 １，５００人 

○とびだせ市長室 

市長と市民が直接、意見交換を行い、その中から市民ニーズを的
確に把握し、それを政策に反映するために行う 

○市長への提案（広報紙を活用した手紙版、市民アンケート版） 

○パブリックコメント手続 
 平成 18年度から実施。各課から出された政策案の周知から最終的

な意思決定までの適正な運用を図る。 

○市民の声 
 ホームページなどで市民からいただいた意見等、情報の一元化を図

り、関係各課の適切な対応に結びつける。 

 
 

2   個性を活かし、まちを愛して行動できる市民を育む 

 

■中央図書館資料等整備事業 
款項目：09 05 04 
事 業：02 03 02 

担当課：生涯学習課 

                 ５，９２０千円 

■東図書館資料等整備事業 
款項目：09 05 04 

事 業：02 03 03 

担当課：生涯学習課 
                 ５，９５０千円 
図書館は、地域住民の知的情報活動の拠点施設として、図書資料の

充実を図り、利用者の多様な要望に応える必要がある。 
○図書館資料の収集 図書、新聞、雑誌をはじめとして、CD 等のマ

ルチメディアを計画的に収集していく。 

○図書館資料の整理 収集された資料は、利用されやすいように整理
する。 

○図書館資料の保存 各種資料は、適切に保存する。また、図書等の

劣化については、市民ボランティアの協力により、補修を行う。 
○図書館資料の提供 図書館資料の貸出、レファレンスサービス、ま

た、司書の専門性を発揮して、情報検索サービス等も行っている。 

 

■中央図書館施設管理事業 
款項目：09 05 04 
事 業：61 13 03 

担当課：生涯学習課 

                 ８，５５４千円 
施設を良好な状態に保ち、市民及び利用者が快適に利用できるよう

維持管理を行う。 

平成 27年度はビデオモニターの更新を行う。 

 

 

 

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業① 



■東図書館施設管理事業 
款項目：09 05 04 
事 業：61 13 04 

担当課：生涯学習課 

                １３，４７６千円 
○施設の良好な状態に保ち、市民及び利用者が快適に利用できるよう

維持管理を行う。 

 

 

■まちじゅう図書館推進事業（新規） 
款項目：09 05 04 
事 業：02 03 05 

担当課：生涯学習課 

                   ４７５千円 
店や家、商店街にある本を紹介することなどにより、本を仲立ちと

した交流の輪を広げます。 

 

■加茂野交流センター関連事業（新規） 
款項目：05 01 06 
事 業：02 03 06 

担当課：土木課 

                １０，０００千円 
加茂野交流センター建設事業において支障となる農業用排水路を

改修するもの。 

 

■スポーツ推進委員・体育委員活動事業 
款項目：09 06 01 
事 業：02 05 01 

担当課：スポーツ振興課 

                 ２，６２７千円 
各種市民大会の開催運営 

各種軽スポーツの普及推進 

各地区体育振興会の円滑な運営 
各種研修会に参加し、スポーツ推進委員としての資質向上 

 

■市民大会開催事業 
款項目：09 06 01 

事 業：02 04 03 
担当課：スポーツ振興課 

                 １，５５５千円 
各種市民大会を開催し、市民の体力の向上と自治会住民の融和と親

睦を図る。 

大会種目は、バレーボール・水泳・バドミントン・陸上・卓球・ソ

フトバレーボール(女子、混合)、自治連合会大会として、野球・ソフ
トボール 

大会の運営については、各種目ともに市体育協会に協力いただいて

いるが、今後は運営自体も協会に移行するよう働きかけている。 
平成２３年度は、水泳・卓球・バドミントンの３大会が協会主導に

移行でき、平成２４年度はソフトバレーボールが移行 

また、定住自立圏協定に基づき、圏域住民の参加も検討していく。 

 

■中体クラブ事業 
款項目：09 06 01 
事 業：02 04 04 

担当課：スポーツ振興課 

                 ２，４６７千円 
各年齢層を対象に中体クラブを開設し、多くの市民に参加してもら

うことで、生涯スポーツ人口の拡大、スポーツ技術の向上を目指す。 

【クラブ種目(１２種目)】 
軽体操(１年生～６年生)・卓球Ａ(１６歳以上)・卓球Ｃ(中学生以

上)・寿卓球Ａ・Ｂ(５０歳以上)・バドミントン(１６歳以上)・ソフ

トバレー(中学生以上)・硬式テニスＡ(１６歳以上)・硬式テニスＢ(中
学生以上)・ジュニアテニス(小学３年生～６年生)・ジュニアバドミ

ントン(小学４年生～中学３年生)・健康体操(１６歳以上) 

参加者から会費徴収 
 １期会費１，５００円・保険料３００円（１期は３ヶ月間） 

 

■生涯学習活動推進事業 
款項目：09 05 03 

事 業：02 04 05 
担当課：生涯学習課 

                 １，９９０千円 
市民に多様で豊富な生涯学習機会を提供するため、次のような講座

を企画・実施する。 

①「市民企画講座」市民が自分の知識や技術を活かして企画から運営

までを主体的に行う講座 
②「まちかどセミナー」現代的な課題を学んでもらうため、大学や企

業などと連携した市主催専門講座 

③「生涯学習アシスタント会企画講座」生涯学習推進支援組織である
生涯学習アシスタント会の企画講座 

④「まちづくり出前講座」行政から市民までひろく講師が集会などに

出向き、地域や暮らしに役立つことを学ぶまちづくり出前講座 
⑤「交流センター講座」地域の交流センターが主体となって地域住民

に生涯学習機会を提供するための講座 

 

■グラウンド管理事業 
款項目：09 06 02 
事 業：61 14 07 

担当課：スポーツ振興課 

                １０，６４０千円 
市民スポーツの振興を図るため、市内６箇所のグラウンドの利用調

整と施設管理を行う。 

平成 27年度は、牧野ふれあい広場下流流域検討業務を行う。 

 

■前平・東総合運動場事業 
款項目：09 06 02 

事 業：61 14 08 

担当課：スポーツ振興課 
                １０，０７６千円 
市民のスポーツ振興を図るため、前平・東総合運動場（野球場・テ

ニスコート）の利用調整をする。 
安全な施設維持管理のために、設備の保守点検や修繕を行う。 

 

■体育館管理事業 
款項目：09 06 02 

事 業：61 14 04 
担当課：スポーツ振興課 

                ６５，９５４千円 
市民スポーツ（競技スポーツ、生涯スポーツ、健康スポーツ）の振

興を図るため、中央体育館及び西体育館の利用調整をする。 

施設を安全・快適に使用していただくために、設備の保守点検、修

繕、改修工事を実施する。体育器具の点検と修繕をする。 
 

 

 
 

 

 



3   地域がいきいきと活動できるしくみをつくる 

 

■自治コミュニティ施設建設整備補助事業 
款項目：02 01 12 

事 業：61 12 04 

担当課：地域振興課 
                 ５，１２０千円 
○自治コミュニティ施設整備補助金（自治コミュニティ施設整備補助

金交付要綱） 
 ・新築（改築）増築 第３条第１号及び第２号に定める経費の２分

の１以内（１平方メートル当たり４万円を限

度とする。） 
 ・修理       第３条第１号及び第２号に定める経費の１０

分の４以内 

 ・給排水設備    第３条第２号及び第５号に定める経費の２分
の１以内 

 ・建設用地     第３条第６号に定める経費の３分の２以内 

           （１，５００万円を限度とする。） 
 ・その他      災害復旧費用、耐震診断、耐震工事に係る補

助有り 

○自治会掲示板設置事業 
 ・新設・・補助率２分の１（補助金交付限度額１０万円） 

 ・修繕・・補助率２分の１（補助金交付限度額５万円）ただし、設

置後５年を経過した掲示板の修理 

 

■生涯学習センター施設維持管理事業 
款項目：09 05 03 

事 業：61 13 02 

担当課：生涯学習課 
                ８４，６７８千円 
生涯学習の推進において中心的な役割を担う施設である生涯学習

センターの維持管理を行う。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

1   新たな「美濃加茂ブランド」を創造する 

 

■地域ブランド創出事業 
款項目：06 01 01 

事 業：11 01 01 

担当課：産業振興課 
                 ５，１３０千円 
○「美濃加茂堂上蜂屋柿」をもっと全国にＰＲし、ブランド力の向上

に取り組む。 
○新たな「美濃加茂ブランド」の開発、市のＰＲ事業への支援をして

いく。 

○アンテナショップ「みのかもん」の有効活用を図る。 
○美濃加茂市の魅力あるコンテンツを発見し、それらを有効活用し市

内の交流人口、企業を増やす。 

○イタリアミラノで開催される万博に堂上蜂屋柿の出展し、美濃加茂
市と堂上蜂屋柿のＰＲを行う。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2   商工業活動が活発になる環境をつくる 

 

■産業集積地区開発事業推進費 
款項目：07 04 05 

事 業：12 03 01 
担当課：都市計画課 

                 ２，４０３千円 
新たな工業団地の創設 
 良好な道路網を活用し、中蜂屋の産業集積地の中に土地区画整理の

手法などにより周辺環境と調和のとれた工業団地を整備する。 

 土地区画整理事業面積  ３０．２８ｈａ 
平成 27年度は、土地区画整理組合の解散を目標に事業を推進する。 

 

■勤労者労働者支援事業 
款項目：06 01 01 

事 業：12 21 01 
担当課：産業振興課 

                １０，３００千円 
勤労者のための生活資金の預託事業や、勤労者や労働者に対する施

策を実施する各種団体に助成を行うことにより、側面的な支援を実施

する。 

 
 

 

 

3   賑わいのある「まちなか」を再生する 

 

■商業振興事業 
款項目：06 01 02 

事 業：13 14 01 

担当課：産業振興課 
                ２２，５６３千円 
 市内の商工業者が活性化し、市全体が賑わいある「まちなか」とな

るよう商工会議所に対し経営指導や助言などの活動事業に対する補
助を行う。 

 商店街の活性化や各店舗の活性化を目指すとともに商業振興を図

るため、商業活性化事業補助金を交付し、活動支援を行う。 
 

 

4   農業と地元産の農作物の魅力を高める 

 

■青年就農給付金事業 
款項目：05 01 03 

事 業：14 01 02 

担当課：農林課 
                 １，５００千円 
新規就農者に対して経営が不安定な経営開始直後の所得を確保す

るため、給付金（経営開始型：1人あたり年間 1,500千円、夫婦共に
就農する場合は 1.5人分 2,250千円）を給付することにより、青年就

農者の定着、増加を図る。 

給付期間は最長で５年間で、平成 20年 4月以降に農業経営を開始
した者を対象とする。 

 

■農業再生支援事業 
款項目：05 01 03 

事 業：14 03 01 
担当課：農林課 

                 １，４０８千円 
美濃加茂市農業再生協議会（市、農協、農業共済など農業関係団体

が構成する）では、行政と農業者団体等が連携し、経営所得安定対策

の啓蒙普及、実施に取組むとともに、担い手の育成確保や農地の利用

集積、耕作放棄地の再生など農地の有効利用に関する取組みの円滑か
つ効果的な推進を図る。 

 

 

 

 

 

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業② 



■有害鳥獣捕獲対策事業 
款項目：05 02 01 
事 業：14 15 01 

担当課：農林課 

                 ８，３３３千円 
農林水産物等への被害防止のため、美濃加茂市猟友会へ有害鳥獣捕

獲対策業務を委託すると共に実施した経費の一部を補助する。 

 最近の有害鳥獣ではイノシシの繁殖が目立ち農作物への被害が急
増している。また、ヌートリア、アライグマ等外来動物による被害も

多く発生しているため、鳥獣対策が急務である。個体数調整のための

鳥獣捕獲が増加することによる銃器の散弾購入費用、わなの購入費用
等、捕獲隊員個人への負担軽減を図る。 

○鳥獣被害防止対策補助金 

  サル、イノシシによる農作物への被害防止のため、市鳥獣被害防
止対策補助金交付要綱に基づき、電柵の購入に伴う費用の一部を助

成する。 

 
 

5   もてなしの心を育み、交流人口を増やす 

 

■市内観光推進事業 
款項目：06 01 04 
事 業：15 04 01 

担当課：産業振興課 

                １０，３４０千円 
○イベントによる観光振興を推進するために、本市の代表的イベント

である、おん祭みのかもの継続・発展と推進役としての観光協会の

育成を図る。（おん祭実行委員会、美濃加茂市観光協会） 
○各団体の事業補助により、本市観光資源の充実を図る。（美濃加茂

踊り保存会、小山公園・奥山自然遊歩道整備など） 

○観光ＰＲ事業として観光情報の発信を行う。（観光パンフレット印
刷、観光誘客イベント、損害保険料） 

 

 

■観光施設整備事業 
款項目：06 01 04 

事 業：15 14 01 
担当課：産業振興課 

                 ４，０８８千円 
観光施設の管理における光熱水費支払いや修繕、観光案内所等施設

の管理委託を行う。 

観光客の利便を図るための観光施設用地の借用や、中山道太田宿へ

の案内看板を設置し、その使用料を支払う。 
また、中山道太田宿の景観を保全する修景事業を推進する。 

 

 

 

 

 

■中山道観光推進事業 
款項目：06 01 04 
事 業：15 11 01 

担当課：産業振興課 

                １５，３４０千円 
中山道会館の管理運営を指定管理者へ委託し、効率的かつ効果的な

運営を推進する。 

中山道会館の企画展示、ＰＲにより太田宿の観光を推進する。 
中山道を通じての広域的連携により、効率的なＰＲを推進する。 

太田宿本陣跡地の日本庭園を新たな観光スポットとして整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

  



 

 

 

 
 

1   地域ぐるみで安全な環境をつくる 

 

■防災意識高揚事業 
款項目：08 01 03 
事 業：21 01 01 

担当課：防災安全課 

                   ６３２千円 
防災訓練や講演会・研修会を開催し、災害に関する危機意識と市民

の防災・減災の意識を高める。 

 

 

■地域防災力強化事業 
款項目：08 01 03 
事 業：21 02 01 

担当課：防災安全課 

                 ２，５２２千円 
自主防災組織、自治会、自警隊等が行う防災訓練、防災器具庫整備、

防災設備設置、防火水槽補修などの防災施設の整備に係る費用に対し

補助金を交付する。 
○防災訓練 防災訓練に要した消火器の詰め替え費用、燃料代など 

補助割合 10分の 10（限度額 10万円） 

○地域防災リーダー育成 防災士資格取得に要する費用  
補助割合 10分の 10 

○防災器具庫整備 消防防災器具庫の新設及び補修に要する費用 

補助割合 3分の 2 
○防災設備設置 器具格納庫、消火栓開閉ハンドル、ホース、ノズル、

媒介器具、消火器、消火器収納箱、ヘルメット、腕章、はんてん並

びに非常持ち出し袋及び持ち出し袋に充てんする防災装備品の購
入費 補助割合 3分の 2（ただし、ヘルメット、腕章、はんてん並

びに非常持ち出し袋及び持ち出し袋に充てんする防災装備品や防

災啓発グッズの購入費は 2分の 1） 
○防火水槽補修 地元管理の防火水槽の補修費用 補助割合 3分の 2 

○夜警詰所・待機室等の新設及び改築 夜警詰所の新設及び改築に要

する費用 補助割合 2分の 1（1平方メートル当たり 4万円を限度） 
○防災器具庫・器具格納庫・夜警詰所・待機室等の建設用地 新規に

取得する用地の費用 補助割合 3分の 2（限度額 1,500万円） 

 

 

 

 

■消防団活動事業 
款項目：08 01 01 

事 業：21 07 01 

担当課：防災安全課 
                ４７，５４３千円 
地域住民の生命と財産を守る消防団活動に対し、消防団条例に基づ

き報酬及び出動手当の支払い、被服などの貸与を行う。 
消防団は、消防本部や消防署と同様に、消防組織法に基づき、それ

ぞれの市町村に設置される消防機関です。 

地域における消防防災の要として、平常時・災害時を問わずその地
域に密着し、地域の安全・安心を守っています。 

消防団員の身分は非常勤の公務員です。 

○消防団員 293人 
本部 7人、第 1分団 33人、第 2分団 33人、第 3分団 33人、 

第 4分団 33人、第 5分団 33人、第 6分団 66人、第 8分団 33人、

消防音楽隊 22人 

 

 

■消防団大会事業 
款項目：08 01 01 

事 業：61 18 06 

担当課：防災安全課 
                   ９３６千円 
消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図り、消防団員として火

災の鎮火にあたって迅速適切な消火活動が行えるよう実践で必要な
消防技術の向上を図るための大会を行う。 

 

 

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業③ 



■ちびっこ防災意識普及事業 
款項目：08 01 01 
事 業：21 07 10 

担当課：防災安全課 

                   ２４５千円 
幼少期から火に対する正しい知識などを身に付け、家庭からの火災

の減少を図るとともに、火災予防に関する基礎を養い育てる。 

 

■防災・災害時対策強化事業 
款項目：08 01 03 
事 業：61 18 10 

担当課：防災安全課 

                 １，４３７千円 
市の防災体制の整備と見直しを行い、防災・災害時の対策の強化を

図る。 

防災会議委員・国民保護協議会委員 19人 
○美濃加茂市防災会議 

災害対策基本法に基づき組織され、地域防災計画の作成及び実

施の推進、災害時の情報収集、各機関の連絡調整、非常災害にお
ける緊急措置の計画及び実施の推進を行う。 

○美濃加茂市国民保護協議会 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
に基づき組織され、国民保護計画の作成及び実施の推進を行う。 

 

 
2   だれもが健康でいられるようにする 

 

■食生活改善業務 
款項目：04 01 01 

事 業：22 01 01 
担当課：健康課 

                   ７１４千円 
○食生活改善推進員養成講座として栄養教室を開催し、講話や調理実
習を通じて、食生活改善推進員としての知識、技術を習得する。 

○習得した知識を食生活改善推進員として地域で、地区伝達講習等の

機会を活用して、広く市民に普及啓発し、市民の食生活改善の推進
を図る。 

 

■保健指導事業 
款項目：04 01 03 

事 業：22 01 03 
担当課：健康課 

                 ２，６９２千円 
健康増進法に基づいた健康相談･健康教育･家庭訪問により健康意

識を高め、生活習慣を改善し健康度を高める。 

 ・つくばウエルネス事業 カラダ革命 club 

 ・健康づくり教室 
 ・疾病予防教室（高血圧・脂質異常症・高血糖・歯周病・更年期） 

 

■健康づくり事業 
款項目：04 01 01 

事 業：22 01 02 
担当課：健康課 

                 ２，１３９千円 
○市民の健康意識を高め、維持増進を図ることを目的に、健康福祉す
こやかフェスティバル等を開催する。 

 医師による健康相談、薬の相談、歯科検診、各種健康測定などのコ

ーナーを設け、健康について学ぶ・体験する・チェックすることで健
康への関心を高める場としている。 

○健康増進計画の中でウォーキングを重点プロジェクトとしており、

健康ウォーキング活動の周知・推進を実施する。 

 

 

 

■がん検診事業 
款項目：04 01 03 
事 業：22 02 02 

担当課：健康課 

                ２３，７３３千円 
○がん検診 

 ・対象者  40歳以上の市民 

 ・実施回数 35回／年 （2回実施する日曜検診を含む） 
 ・検診項目・実施方式・内容 

   胃がん検診  集団検診（胃Ｘ線検査） 

   肺がん検診  集団検診（肺Ｘ線検査、必要者に喀痰細胞診検
査） 

   大腸がん検診 集団検診（便潜血検査、事前に採便容器を配布） 

・がん検診推進事業の対象となる大腸がん検診受診希望者(40・45・
50・55・60歳）の人は、無料で検診を受けることができる。 

 ・検診の一部負担金 胃がん検診：1,000円  

大腸がん検診：500円 
           肺がん検診：胸部レントゲン撮影 500円 

喀痰検査 500円 

 

 

■婦人検診事業 
款項目：04 01 03 
事 業：22 02 03 

担当課：健康課 

                １６，８９２千円 
○婦人検診  

 ・実施方式：集団検診（保健センター）または個別検診（指定医療

機関） 
 ・対象・検診内容： 

   □子宮頸部がん検診 対象：20歳以上偶数年齢の女性 

 検診方法：細胞診、内診 
   □乳がん検診    対象：40歳以上偶数年齢の女性  

検診方法：視触診、乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ） 

   □骨密度検診    対象：30～70歳（5歳間隔）の女性  
検診方法：Ｘ線による骨量測定、指導 

  

 ・検診の一部負担金 子宮頸部がん検診：1,000円  
乳がん検診：1,000円  

骨密度検診：1,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■生きがい通所事業 
款項目：03 01 03 
事 業：22 03 04 

担当課：長寿支援センター 

                ２３，３０７千円 
高齢者が、「ふれあいサロン福寿草（加茂野町）」や「ふれあいサロ

ンさわやか（中富町）」を利用することにより、高齢者同士及び地域

または、異世代との交流を図り、閉じこもりの解消や生きがいのある
生活を送るための支援をする。 

 

 

■健寿会活動事業 
款項目：03 01 03 

事 業：22 03 06 
担当課：長寿支援センター 

                 ２，４３６千円 
○高齢者の老人クラブ活動支援 
・健寿連合会高齢者福祉大会：高齢者福祉大会及び作品展を１０月に

文化会館で開催する。 

・単位老人クラブ補助：年度当初に健寿連合会に一括交付し、総会で
配布。各単位老人クラブの活動費となる。 

・健寿連合会補助金：年度当初に交付。健寿連合会活動経費を補助す

ることによって、老人クラブ活動を支援する。 
・高齢者健康文化活動事業：健寿連合会文化活動、各種軽スポーツ大

会開催等の活動を補助する。 

 

■病院群輪番制病院補助金 
款項目：04 01 01 
事 業：22 13 02 

担当課：健康課 

                ２６，７１５千円 
日曜日、祝日及び年末年始の昼間における救急診療体制を確保する

ため、可茂地域の 8病院に対し運営補助を行い、輪番制にて第２次救

急診療業務にあたってもらう。 
可茂管内 10市町村で、均等割及び人口割により、運営補助を行う。 

 

■公的病院等補助事業 
款項目：04 01 01 

事 業：22 13 03 
担当課：健康課 

                ８３，８１０千円 
市内に所在する公的病院等が行う救急医療に要する経費の一部を

補助する。 

 

 

 

 

 

■かかりつけ医健診事業 
款項目：04 01 03 
事 業：22 11 01 

担当課：健康課 

                 ４，３７３千円 
○かかりつけ医健診 

 ・健診会場：市内及び近隣の指定医療機関 

 ・健診期間：約 2ヶ月間 
 ・健診項目・内容 

   ■特定健診等に準じた健診：メタボリックシンドローム等に注

目した健診(医師の診察、血圧・身長体重腹囲測定、尿検査、
血液検査等）該当者は、40歳以上の無保険者 

   ■肝炎ウイルス検診：HBｓ抗原検査 HCV抗体検査等の血液検

査 39・44・49・54・59 歳の人は無料で検診を受けること
ができる。 

   ■前立腺がん検診 ：PSA血液検査 

   ■結核健診    ：胸部レントゲン直接撮影  
 ・検診の一部負担金   肝炎ウイルス検診 500円  

前立腺がん検診 500円 

 

 

■シルバー人材センター助成事業 
款項目：03 01 03 
事 業：61 03 12 

担当課：長寿支援センター 

                １１，４２２千円 
高齢者労働能力の活用に取り組むシルバー人材センターの事務事

業援助を行う。 

・全国シルバー人材センター賛助会費 
・県シルバー人材センター連合会賛助会費 

・市シルバー人材センター事業補助金 

 （公社）市シルバー人材センターの高年齢者労働能力活用事業に対
する補助 

国庫補助金は、シルバー人材センターに対して市と同額が直接交付

される。 
 

 

3   支援が必要な人を、みんなで見守り、支えられるよう
にする 

 

■民生児童委員活動推進事業 
款項目：03 01 01 

事 業：23 05 01 
担当課：福祉課 

                 ３，２６４千円 
見守りと支えあいによる地域福祉社会を実現を図るため、民生児童

委員協議会の活動を支援する。 

重点目標（主なもの） 

○民生児童委員協議会の運営強化－行政機関・社会福祉協議会・小中
学校等教育機関等との連携強化など 

○協議会情報紙の発行－活動の周知など 

○各地区単位民生児童委員協議会の運営強化－委員相互の情報共有 
など 

○研修事業の充実－市主催研修の実施、県主催研修への参加など 

○災害時要援護者の把握－要援護者台帳への登録、安否確認支援など 



■自立支援費介護給付事業 
款項目：03 01 05 
事 業：61 03 33 

担当課：福祉課 

               ４９５，３４６千円 
身体、知的、精神障がい児者を対象に、各種障がい福祉サービスを

提供して障がいの軽減と生活支援を行い、併せて介助者の負担軽減を

図る。 

 

■地域生活支援事業 
款項目：03 01 05 

事 業：61 03 35 

担当課：福祉課 
                ８６，６１４千円 
障がい児者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業
を効率的かつ効果的に実施し、障がい児者の福祉の増進を図るととも

に、障がいの有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し、安

心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。 

 

■市社会福祉協議会補助金 
款項目：03 01 01 

事 業：61 03 47 

担当課：福祉課 
                ３０，４９１千円 
社会福祉協議会活動事業補助金を交付する。 

・福祉活動専門員設置費 
・一般職員設置費 

・嘱託職員設置費 

・遺族会活動推進費 
・心配ごと・結婚相談事業費 

・福祉フェスティバル事業費 

 

■特障手当支給事業 
款項目：03 01 04 
事 業：61 03 27 

担当課：福祉課 

                ２５，１１４千円 
日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、重度障

がい児者の経済的負担の軽減を図る。 

特別障がい者手当等給付費 
（参考） Ｈ２６年４月以降の単価（月額） …  

     特別障害者 26,000円 、障害児福祉手当 14,140円、 

経過的福祉手当 14,140円 
     重度心身障害児福祉手当 

在宅児童 6,000円、施設入所児童 3,000円 

 

■自立支援医療費給付事業 
款項目：03 01 05 
事 業：61 03 38 

担当課：福祉課 

                ２０，９４２千円 
障害者自立支援法に基づく医療費の助成を行う。 

医療の対象例 

 ①肢体不自由 動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節
形成術など。 

 ②目（視力） 角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔

閉鎖に対する手術など。 
 ③耳（聴覚） 外耳性難聴に対する形成術など。 

 ④心臓    弁口、心室心房中核に対する手術、ペースメーカー

埋込術など。 
 ⑤腎臓    慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎移植術など。 

 ⑥小腸    小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など。 

 ⑦免疫    抗 HIV療法など。 
育成医療は岐阜県からの移譲事務であり、２５年度から市で実施 

 

■福祉医療費助成事業 
款項目：03 01 06 
事 業：61 03 42 

担当課：福祉課 

               ５４６，８３４千円 
重度障がい者（児）、乳幼児（中学校卒業時まで）、母子・父子家庭

に対して、福祉医療費受給者証を交付し、健康保険診療を受けた場合

の自己負担額を助成する。 

 

■在宅高齢者サービス事業 
款項目：03 01 03 

事 業：61 03 49 

担当課：長寿支援センター 
                 ６，１３５千円 
ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯等に在宅生活を支えるための援

助を行う。 
○安心生活用具給付事業 

・火災報知器取付・家具転倒防止器具取付 

 ひとり暮らし高齢者及び７５歳以上高齢者のみ世帯（住民税非課税）
を対象に給付 

・シルバーカー給付・電磁調理器給付 

 ひとり暮らし高齢者（住民税非課税世帯）を対象に給付する。 
○ひとり暮らし高齢者（住民税非課税）への上下水道料金等助成事業 

・上水道料金を月額６００円助成する。 

・下水道料金を月額５００円助成又はし尿汲取料金の半額を助成する。 
・ごみ袋等を配布することで、廃棄物処理手数料を減免する。 

 

 

■生活困窮者自立支援事業（新規） 
款項目：03 03 03 

事 業：61 03 60 
担当課：福祉課 

                １１，２７８千円 
生活保護受給に至る前段階での自立支援を強化する。 
○自立相談支援事業  

 就労支援等について生活困窮者からの相談、情報提供、助言を行う。 

○住宅確保給付金 
 離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の給付金を

支給する。 

 

■カナリヤの家管理運営事業 
款項目：03 02 05 
事 業：61 04 01 

担当課：こども課 

                 ７，２３２千円 
平成２５年度から、福祉型児童発達支援センターとして新たに開設

し、心身障がい児の日常生活における基本的動作の指導、独立自活に

必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。 
 

 

 



 

 

1   未来を担う、心豊かでたくましい子を育む 

 

■児童保育対策事業 
款項目：03 02 03 

事 業：31 01 01 
担当課：こども課 

                 ５，２０９千円 
病児・病後児保育事業 
 病気の子どもを預けて、安心して働きに行ける環境を整備するため、

木沢記念病院へ委託する。 

 定員は４人/日  
保育研究協議会補助 

 保育研究協議会へ補助金を交付する。協議会は、市内全保育園の保

育士を対象に、全体及び各部会別研修会等を開催し、保育の向上に努
めている。 

 

■子育て支援事業 
款項目：03 02 01 

事 業：31 05 01 
担当課：こども課 

                 ２，５９８千円 
在宅で子育てをする母親の子育て不安や孤独感を軽減し楽しく子

育てができるように、乳幼児を持つ母親の交流の場を作ったり、自分

なりの子育ての方法をみつける手助けをする。また、ボランティアを

活用することで地域資源を掘り起こし、地域子育てネットワークの構
築を図る。 

 

■地域子育て支援拠点施設運営事業 
款項目：03 02 01 

事 業：31 05 03 
担当課：こども課 

                 １，７７３千円 
子育て相談、子育てサークル活動等を通じて、地域における子育て支
援を行う。 

○乳児又は幼児及びその保護者の相互の交流の促進に関する事業 

○子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助に関する事
業 

○子育てサークル及び地域における親子の育ちを支援する団体（子育

てサークル）並びに子育てボランティアの育成及び支援に関する事
業 

○上記に掲げるもののほか、子育て支援に関する事業 

 

■乳幼児健康診査事業 
款項目：04 01 02 
事 業：31 07 02 

担当課：健康課 

                 ５，８６３千円 
母子保健法に基づき各種乳幼児健康診査を実施する。 

・乳幼児健康診査 

  乳児健康診査(月 2回年 24回）、1歳 6カ月児健康診査(月 2回年
24回)、3歳児健康診査(月 2回年 24回)において、身体的精神的疾

患の早期発見と心身の成長発達を確認し、健全な成長発達を促す。 

 また、育児に関する情報提供を行う。 
・新生児聴覚検査助成 

 新生児期に実施する聴覚検査費用の一部助成を行う。 

・母子１か月健診費用助成 
 母子（乳児）１か月健診費用の一部助成を行う。 

■母子教育訪問相談事業 
款項目：04 01 02 

事 業：31 07 03 

担当課：健康課 
                 ３，６０８千円 
母子に関する教育、訪問、相談等を通し、妊娠・出産・育児に関す

る正しい知識の普及を図り、安心して育児ができる環境を整える。 
 また、相談や訪問、教室に参加することで育児等に関する不安の軽

減を図り、仲間作りの場ともなる。 

 主な事業内容 
  ・もうすぐパパママ教室  ・マタニティクラス 

  ・もぐもぐ離乳食教室   ・なかよし教室 

  ・乳児訪問        ・育児相談 
  ・乳幼児相談       ・電話相談等 

  ・9・10ヶ月あそびの教室 

 
 

■青年教育支援事業 
款項目：09 05 01 
事 業：31 23 02 

担当課：生涯学習課 

                 １，０３２千円 
将来の地域活動の原動力となる青年等に対して、次の事業を実施す

ることによって青年教育を推進し、若者の力を活かした地域活動の活

性化を図る。 
○「成人式の開催」 新成人による実行委員会が、青年団など地域団

体や実行委員会ＯＢ団体などの支援のもと、成人式を企画・開催す

る。 
○市連合青年団によって、青年のアイデアなどを活かし、子ども達に

夢を与える地域貢献事業を展開する。 

・児童生徒を対象にした野外体験プログラム  
・サンタになってクリスマスプレゼントを配達するプログラム等 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業④ 



■子ども健全育成推進事業 
款項目：09 05 01 
事 業：31 24 02 

担当課：生涯学習課 

                 １，２７５千円 
美濃加茂市子ども会育成連絡協議会（みのかもジュニアリーダーズ

クラブ）の活動を支援することによって、各単位子ども会活動の活性

化をはかり、ジュニアリーダー（年少指導者）を育成する次の事業を
展開する。 

【主な事業内】 

○チャレランみのかも～遊びのチャレンジ体験～  
年間７回 みのかも健康の森 

○子ども会のつどい～ドッジビー市大会～ 

 ９月下旬 プラザちゅうたい 
○アドベンチャーキャンプ ８月中旬 市内外キャンプ場 

○クリスマス交流会 １２月中旬 生涯学習センター 

○ジュニアリーダーズクラブによる子ども会活動支援（レク指導） 
随時 

 

■小学校運営事業 
款項目：09 02 01 

事 業：61 29 38 
担当課：教育総務課 

                ７７，６１１千円 
○児童が安心して教育を受けられるよう教育環境の維持、整備を目的
として、きめの細かい学校運営を支援することで、適正な学校運営

を進める。 

○学校医に報酬を支払い児童の健康管理を行う。（児童健康診断、新
入学児童就学時健康診断） 

○三和小学校児童の登下校の安全性を確保するため、スクールバスの

運行を行う。 

 

■中学校運営事業 
款項目：09 03 01 

事 業：61 29 40 

担当課：教育総務課 
                ３３，３８１千円 
○中学校の運営全般にわたる事業 

○学校施設の保守点検委託や修繕工事等の実施 
○学校備品の充実 

○中学校の学校医報酬の支払い（生徒健康診断の実施） 

 

■学校給食センター維持管理事業 
款項目：09 06 03 
事 業：61 31 08 

担当課：教育総務課 

               ２０５，８６７千円 
学校給食センターの施設保守管理業務を行う。 

学校給食の調理及び配送業務の委託事業を行う。 

学校給食配送車の車検等整備を行う。 
保菌検査・食品検査を行う。 

 

■児童就学援助・奨励事業 
款項目：09 02 02 

事 業：61 29 22 
担当課：教育総務課 

                １７，０００千円 
○教育の機会均等の趣旨で経済的な理由から義務教育への就学が困
難又は特別支援学級に通級する児童の保護者等の経済的負担を軽

減するため経費の一部を補助する。 

 

 

 

 

■児童館管理運営事業 
款項目：03 02 07 
事 業：61 04 02 

担当課：こども課 

                   ７７８千円 
児童の健全育成や情操を豊かにすることを目的に、健全な遊びを提

供する。 

 ・「囲碁クラブ」や季節にあわせた遊びの講座を開く等、健全な遊
びを児童に提供する。 

 ・「リトミック」「食育講座」等を開催し、乳幼児を持つ親子に交流

の場を提供し、子育てを支援する。 
 ・児童館祭り、もちつき会など、地域との交流を図り、児童の健全

育成を図る。 

 

 

■幼稚園就園奨励補助事業 
款項目：09 04 01 
事 業：61 30 23 

担当課：学校教育課 

                ８３，２４０千円 
○幼稚園と保育所の「負担の平準化」を図ることとし、「幼稚園就園

奨励費補助」において低所得世帯と多子世帯の保護者負担の軽減を

行う。 
  １．生活保護世帯の保護者負担を無償にする。 

  ２．第２子の保護者負担を半額にした上で所得制限を撤廃し、第

３子以降についても所得制限を撤廃する。 
  補助条件 

   ・生活保護世帯・市民税所得割非課税世帯・市民税非課税・所

得割課税額 77,100円以下の世帯 
   ・所得割課税額 211,200 円以下の世帯・市民税所得割課税額

211,200円以上の世帯 

 

■生徒就学援助・奨励事業 
款項目：09 03 02 
事 業：61 29 30 

担当課：教育総務課 

                １３，７５０千円 
○教育の機会均等の趣旨で経済的な理由から、義務教育への就学が困

難又は特別支援学級に通級する生徒の保護者等の経済的負担を軽

減するため経費の一部を補助する。 
○遠距離通学費補助金 

5～6km：4,500円、6～7km：5,000円、7km以上：5,500円 

 

 

 

 

 

 

 



■児童虐待予防対策事業 
款項目：03 02 01 
事 業：61 04 03 

担当課：こども課 

                   ６６５千円 
 育児不安や児童虐待の早期発見に努め、訪問等による援助・育児指

導や相談体制の充実を図る。 

○児童虐待予防対策事業 
・美濃加茂市要保護児童対策地域協議会の推進 

 代表者会議、実務者会議、ケース会議、支援会議の開催 

・児童虐待防止講演会の開催 
・オレンジリボンキャンペーン等の児童虐待予防の啓発 

○育児支援家庭訪問事業の実施 

 赤ちゃん訪問事業等で発見された要支援家庭への育児支援訪問員
の派遣 

○子育て短期支援事業 

 保護者がさまざまな理由で子どもを監護できないとき、一時的に児
童養護施設で預かる。 

○家庭児童相談室の開設 

 育児・児童・家庭（ＤＶを含む）の相談受付  相談員２名配置 

 

■母子家庭等支援事業 
款項目：03 02 01 

事 業：61 04 04 

担当課：こども課 
                 ２，９３５千円 
ひとり親家庭に経済的支援を実施し、児童の健全な育成を図る。 

○ひとり親家庭入学祝（単独） 
ひとり親家庭の児童が小中学校へ入学するときに入学祝いとして、

その児童一人につき 5,000円分の図書カードを贈る。 

○母子生活支援施設入所措置委託（補助） 
ＤＶ等によって生活が困難になった母子の保護と自立支援のため、

母子の希望により母子生活支援施設への入所措置委託を行う。 

○母子寡婦福祉会活動補助金（単独） 
美濃加茂市母子寡婦福祉会の活動費の助成を行う。 

○母子家庭等自立支援交付金事業（補助） 

・教育訓練講座の受講費用の助成（受講費の上限 25万円に対し 20％
の助成） 

・高等技能訓練促進費 就業に有利な資格取得のため、養成機関で就

学する母に 1月 100,000円（非課税世帯）、1月７0,500円（課税世
帯）を最長 24カ月（2年分）支給する。 

○下水道使用料助成、市ゴミ袋の無料配布 

年 2回（9月、3月）母子家庭等に対する助成 
○田口福寿会育英金の推薦    

○母子寡婦父子等福祉資金の斡旋 

 
 

2   国籍や文化の違いに関係なく、共に暮らせるまちをつ
くる 

 

■外国人児童生徒学習支援事業 
款項目：02 01 07 

事 業：32 03 01 

担当課：地域振興課 
                 １，８３０千円 
小中学校に通学している外国人児童・生徒の就学意欲を維持するた

め、放課後に日本語学習や家庭学習を支援する。 

 

■外国人児童生徒就学促進事業（定住） 
款項目：09 01 02 

事 業：32 03 02 

担当課：学校教育課 
                 ２，７３４千円 
日本語の理解が不十分だが，市内小中学校への入学を希望する児童

生徒に対して，日本語や日本の文化，学校生活の基礎について教える。 

 

 

■定住外国人生活講座開催事業（新規） 
款項目：02 01 07 
事 業：32 12 02 

担当課：地域振興課 

                   ８４７千円 
市内に定住・永住する外国人及び定住等を予定する外国人を対象に、

日本の生活文化やマナーを学び、暮らしに役立つ情報を提供する講座

を開催する。 
 

 
3   文化・芸術活動を活発にする 

 

■人物顕彰事業 
款項目：09 05 07 

事 業：33 03 01 

担当課：文化振興課 
                 ６，９５８千円 
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館正面には、ラテン語の格言「世

界はすべて劇場である」という坪内逍遙が理想としていた言葉が掲げ
られている。この言葉のもとにさまざまな市民活動がつながり、市す

べてが劇場となり、市民の人生が物語となり、市民が役者としてそれ

ぞれの舞台で活躍できるまちづくりをすすめる。 
また、市内の坪内逍遙顕彰活動から熱海市、早稲田大学等との交

流・連携が育まれてきたように、津田左右吉など人物顕彰活動をとお

して、自治体や団体、教育機関等他機関との交流・連携を深める。 
坪内逍遙大賞では逍遙の業績を紹介するとともに、人物顕彰を生か

したまちづくりを推進する。 

 

■市民ミュージアム活動事業 
款項目：09 05 07 
事 業：33 03 02 

担当課：文化振興課 

                 ２，０１５千円 
市民ミュージアム活動事業は市民の魅力ある文化活動が活発に行

われることを願い、市民と協働で事業を行っている。市民の自ら進ん

で行う創造的な文化・芸術活動を推進するものである。市民講座は、
ボランティアとの協働で事業メニューを開発する。また、ボランティ

アが講師役を務める講座を設けて、市民が主体となる事業を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■展示事業 
款項目：09 05 07 
事 業：33 04 01 

担当課：文化振興課 

                 ６，２１０千円 
○展覧会準備段階からの資料の調査・研究の推進、関係機関との連携

により、さらに広く深く調査、研究をすすめ、その成果を展示や図

録・関連資料としてまとめることにより、市民に公開する。そして、
文化の森の蓄積とする。 

○歴史、民俗、考古、自然史、美術など幅広い分野の展覧会を開催し、

最新の研究の紹介、研究成果の発表、市民参加、学校教育への活用
を図る。 

＜ねらい＞ 

・地域性が高いこと・自然に関すること・市民（子ども）を対象とす
ること・市民の知的欲求、好奇心を満たすこと 

＜目的＞ 

・調査研究のまとめをする 
・教育普及をはかる 

 

 

■文化会館自主事業 
款項目：09 05 05 

事 業：33 13 03 
担当課：生涯学習課 

                 ９，８４７千円 
市民の芸術、文化及び社会教育の振興を図るため、次の自主事業を

開催する。 

○上質な音楽と文化を広く市民に提供する。 

 要望、各連盟等と連携を図りながら各年代層をも考慮し、多くの市
民にバランスの取れたプログラムを提供する。 

 ・フロム０歳プランを基本に置き、親子向けコンサート、中高校生・

若い世代向けコンサートの開催や一般を対象とした事業の開催 
 ・坪内逍遙大賞関連事業の開催 

○音楽と文化をまちじゅうに 

 ・ロビーコンサート（ドリームコンサート）の開催 
 ・まちかどライブの開催 

○音楽と文化は、人を、そしてまちを活性化･･･市民の自主的音楽、

創作活動の支援を行う。 
 ・ダンスフェスタの開催 ②バンドフェスタの開催  

・ホールピアノ開放事業 ④ワークショップの開催 

 

■文化活動推進事業 
款項目：09 05 05 
事 業：61 32 01 

担当課：生涯学習課 

                 １，０４８千円 
全国大会へ出場する団体や個人を報奨金を交付し激励することに

より、市民芸術・文化の振興と社会教育活動の高揚を図る。 

公立文化施設協議会に加入することにより、最新の情報を得、文化
施設の維持管理運営等について研究、研修を行うことにより、より良

い施設運営管理を図る。 

 

 

■市美術展事業 
款項目：09 05 07 
事 業：33 13 04 

担当課：文化振興課 

                 １，１８３千円 
美濃加茂市美術展は、地域の文化振興と自己の技術向上を期して毎

年開催している。 

募集内容は、日本画、洋画、彫刻・工芸、書、写真の５部門があり、
毎年３００点ほどの創造性あふれる力作が寄せられ、展覧している。 

平成 27 年度美濃加茂市美術展は、60 周年を迎える。平成 27 年度

のみ、記念賞の創設と記念冊子を作成する。 

 

 

■文化会館施設管理事業 
款項目：09 05 06 

事 業：61 32 03 

担当課：生涯学習課 
                ２９，８６５千円 
文化会館の維持・運営を安全で快適な状態に保つため、清掃、機器

保守点検、補修、改修等を行う。 
 ・環境測定、清掃、夜間管理、舞台管理等会館の維持管理 

 ・空調、防災設備、舞台設備等設備保守管理 

 ・各設備の修繕等 
 昭和 55年 11月開館以降、これまでに会館の大規模改修（空調整備

もあわせて実施）工事を行ってきたが、当初からの施設・設備も多く、

全体的には老朽化が進んでいる。 
 そうした中で、東日本大震災を契機に、施設の安全性が見直され、

特に平成２５年度には国土交通省から、いわゆる吊り天井である「特

定天井」についての脱落対策に係る基準が定められた。 
 これを受け、今後は施設のより高い安全性確保の観点から、市内公

共施設の耐震完了年次である平成３１年度までの耐震不足解消を目

指し、改修をはじめ様々な選択肢について、広く市民の皆さんの意見
も確認しながら、総合的に文化会館のあり方を検討していく。 

 

■資料調査整理事業 
款項目：09 05 07 

事 業：33 01 01 
担当課：文化振興課 

                 ２，４９０千円 
○文化の森に集まってくる数々の「モノ」「コト」を整理し、資料・
財産として活用する。 

○研究の成果を研究紀要等にまとめ、刊行する。 

○地域関連資料を収集する。 
○収蔵している古文書、古地図等のデジタル化を進める。 

○収蔵品の絵画作品の修復。 

○地域の歴史・文化を紹介する冊子を制作する。 
○民俗芸能、伝承行事、生業等の記録撮影を行う。 

 

 

 

 



■埋蔵文化財調査･整理事業 
款項目：09 05 07 
事 業：33 01 02 

担当課：文化振興課 

                 １，２００千円 
文化財保護法に基づく埋蔵文化財保護行政の展開 

発掘された出土品の調査・整理・研究、保存・管理・台帳整理及び

デジタルアーカイブ化を行う。 

 

■文化財保護管理事業 
款項目：09 05 07 

事 業：33 02 01 

担当課：文化振興課 
                 ６，９４７千円 
文化財の保護、活用を図ることにより、市民の文化意識の向上につ

なげることを目的とする。 
また、地域住民による自主的な文化財保護と啓発活動に対し助成を

行うことにより、地域における文化継承活動がより活性化することを

目的とする。 
重要文化財旧太田脇本陣林家住宅 防災設備保守、小修理、隠居家

の公開 

県天然記念物「山ノ上のサクラ」の保護事業を行う。 

 

■文化の森施設管理事業 
款項目：09 05 07 

事 業：61 32 05 

担当課：文化振興課 
                ５２，９９５千円 
清潔、快適かつ安全に利用していただくため、また、収蔵品を管理す

るため、施設の適切な維持管理をする。 
 
 

4   便利に移動できるしくみをつくる 

 

■長良川鉄道経営安定支援事業 
款項目：02 01 06 

事 業：61 12 14 

担当課：地域振興課 
                １４，７４２千円 
○財政支援 

 長良川鉄道（越美南線）は、岐阜県及び沿線市町（美濃加茂市、富
加町、関市、美濃市、郡上市）などからの出資を受け、設立された第

三セクターで運行されている。「市民鉄道」としての長良川鉄道の経

営を支援するため、以下のとおり国、県などとの協調補助として財政
支援を行っている。 

  ・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金（所管：国土交通省） 

  ・鉄道施設総合安全対策事業費補金（所管：独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構） 

  ・岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金（所管：岐阜県） 

  ・経営安定対策補助金（沿線市町補助） 
○利用啓発事業 

 長良川鉄道が実施する企画事業の PR（広報・ＨＰ等への掲載） 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業⑤  

 

 

1   自然環境と優良な農地を守る 

 

■地籍調査委託事業 
款項目：07 04 01 

事 業：41 13 01 

担当課：土木課 
                ３１，７６４千円 
国土調査法に基づく地籍調査であり、計画・準備を行った後、土地

所有者などの協力を得て、土地の境界を確認する調査と、確認された
境界を測量する作業を行う。また、まとめられた成果は一般に閲覧さ

れた後、認証等の手続きを行い、登記所へ送付される。 

 

■一般道路改修事業 
款項目：07 02 02 
事 業：41 14 01 

担当課：土木課 

                ４８，１５５千円 
市民生活の安全確保と交通環境の改善のため道路の新設・改修を行

い、生活環境の改善を図る。 

自治会要望に基づき、より効果的な事業を実施する。 

 

 

■県道改良推進事業 
款項目：07 02 02 

事 業：41 14 13 

担当課：土木課 
                １３，０７０千円 
市内の国道、県道の改良を促進し、利便性と安全性を高める。 

 

■農業用施設事業 
款項目：05 01 06 
事 業：61 09 03 

担当課：土木課 

                １７，６６１千円 
・土地改良施設の維持管理を実施する。 

・自治会要望等に基づいて施工箇所を選択し、県単事業の採択を得て

農道及び農業用施設の整備を促進し、農業基盤の確立を図る。 

 

 

 

■森林整備支援事業 
款項目：05 02 01 
事 業：61 06 26 

担当課：農林課 

                 ３，２８８千円 
長引く木材不況と材価の低迷から林業経営の採算性は悪化の一途

をたどり、森林所有者の経営意欲の減退が進み、適切に管理されない

森林が増加してきている。このため水源のかん養、山地災害の防止な
ど森林の有する公益的機能の低下が危惧されていること、また、地域

住民の森林に対する要請も、鳥獣を含めた生態系の保全、地球温暖化

の防止など、広範に多様化かつ高度化しつつある。このため、関係機
関及び各種団体との連携を密にし、森林・林業関係事業、治山・林道

事業の推進、樹苗対策、間伐対策、森林病害虫対策等の施策を積極的

に推進する。 

 
 

■農地中間管理事業 
款項目：05 01 03 

事 業：61 06 43 

担当課：農林課 
                   １５６千円 
農地中間管理機構が農地の中間受け皿となり、耕作を続けることが

難しくなった農地を借り受け、担い手がまとまりのある形で利用でき
るよう貸し付けを行う。事業の実施にあたり、機構は相談窓口業務や

農地の借受・貸付業務などを市町村に委託する。 

 
 

2   うるおいある、質の高い生活空間をつくる 

 

■景観づくり事業 
款項目：07 04 01 
事 業：42 02 01 

担当課：都市計画課 

                   ４００千円 
「美濃加茂市景観計画」 

本市の良好な景観を保全し､地域の特性にふさわしい景観を形成す

るために、景観計画の周知、啓蒙を行い、地域の景観まちづくり活動
を促進する。 

 

 



■クリーンパートナー事業 
款項目：07 04 04 
事 業：42 12 01 

担当課：土木課 

                 １，２００千円 
都市公園やちびっ子広場などの維持管理に協力してもらう地域住

民や市民団体、企業などを育成する。 

 
 

■ごみ収集事業 
款項目：04 02 02 
事 業：61 05 14 

担当課：環境課 

               １９８，０８６千円 
ごみ袋の作成販売、集積所の管理、ごみ収集運搬業務の円滑な運用

を図る。 

地域のごみ集積所を適正かつ清潔に管理してもらうための管理費を
支給する。 

平成 27年度から自治会未加入者の増加に伴うごみ集積所の管理負

担増加に対応するために、自治会未加入者率に応じた管理費の加算を
行う。 

 

 
3   環境にやさしい暮らし方を進める 

 

■環境保全事業 
款項目：04 01 06 

事 業：61 05 10 
担当課：環境課 

                 ２，１９３千円 
市内小学校の総合学習でのカワゲラウォッチングの実施による河

川水質の継続監視を実施する。 

・きれいな川づくりプロジェクトにて河川水質検査の実施 

・処分場跡地付近の地下水及びゴルフ場調整池等の水質検査 
・市民からの相談に対応するための騒音、振動及び悪臭測定 

・大気汚染状況の継続監視 

 

■環境美化事業 
款項目：04 02 02 
事 業：61 05 09 

担当課：環境課 

                 ６，１８９千円 
・不法投棄回収廃棄物の適正処理を行う。 

・各地域から回収した特別ごみ（廃棄乾電池）の適正処理を行う。 

・環境美化清掃員等による不法投棄物の処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

■クリーン作戦事業 
款項目：04 02 03 
事 業：43 03 02 

担当課：環境課 

                 １，６８５千円 
年１回まちを美しくする運動推進会議で決定する９月中の日曜日

に、市内全域を一斉に、地域住民やボランティア等の協力による地域

清掃活動を実施する。 

 
 

■ごみ減量推進事業 
款項目：04 02 02 

事 業：43 12 01 

担当課：環境課 
                 １，３０７千円 
ごみ減量に有効な生ごみ処理機、堆肥化容器及びぼかしの利用を促

進するため、利用者と製造者に補助を実施する。 
レジ袋有料化に伴い、エコバッグ等の利用を促進するため、製造者

に補助を実施する。 

また、循環型社会への意識付け及び資源回収をより推進するため、
実施団体への奨励金を支給する。 

 

■ヤギさん除草事業 
款項目：07 04 04 

事 業：61 09 50 
担当課：土木課 

                 ７，６９０千円 
環境に優しく低コストな法面除草の手法であるヤギさん除草をさ

くら広場にて実施するとともに、産官学連携による実証実験を通して

ヤギさん除草の手法を確立する。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業⑥  

 

 

 

 

 
1   職員の経営能力を高め、協働の視点に立った、よ
り効果の上がる組織をつくります！ 

 

■人材育成推進事業 
款項目：02 01 02 
事 業：51 04 01 

担当課：秘書課 

                 ９，０００千円 
人（職員）を継続的に育てていくことは組織としての発展につなが

り、高度な専門知識の習得や人間性豊かな職員の育成は、将来の美濃

加茂市にとって大きな財産となり得る。 
専門研修においては、市民ニーズの多様化や複雑化などの外部環境

の変化や、人事異動等による内部環境の変化に対応し、現状のレベル

を維持、あるいはレベルアップを図る必要がある。 
また、一般研修では、人間関係を円滑にするコミュニケーション能

力、新たな問題に対応できる柔軟な発想力や目標に向かい邁進できる

行動力等、どの部署でも発揮できる能力の開発を行う必要がある。 

 
 
2   経営資源を効率よく活用できるしくみをつくります！ 

 

■行政改革推進事業 
款項目：02 01 06 

事 業：52 02 01 
担当課：行政経営課 

                   ３２７千円 
ＩＳＯ９００１システムとも連携し、事務事業配分や事業のあり方

等、事業の選択と集中について検討を進める。 

23 年度では四つの施設が指定管理者制度の更新が行われ、新たに

「ひまわりの家」に指定管理者制度が導入された。また、すべての指
定管理施設のモニタリング結果や行政改革大綱の実施計画の進捗管

理内容を、指定管理者制度評価委員会及び行政改革市民会議に報告し、

聴取した意見を今後の行政運営に役立てている。 
24 年度では、行政改革大綱実施計画の進捗管理及び新たな施設の

民間委託を検討して正職員・嘱託職員の削減を図るとともに、25 年

度の機構改革に向けた研究と調整を行った。 
25 年度には、行政改革大綱実施計画の進捗管理と保育園の給食調

理業務及び放課後児童健全育成事業を民間へ委託するなど市民サー

ビスの向上と業務の効率化を図った。 
26 年度では、引き続き行政改革大綱実施計画の進捗管理と窓口業

務の民間委託を検討した。 

 

 

 

■第５次総合計画進捗管理事業 
款項目：02 01 06 

事 業：52 13 01 

担当課：行政経営課 
                   ４４０千円 
平成 23 年 3 月にＩＳＯ９００１自己適合宣言をし、平成 25 年 3

月には 3回目の適合宣言を行った。このＩＳＯ９００１で培ったノウ
ハウを形骸化させることなく、全ての業務において維持管理（リスク

管理・コンプライアンスなど）の徹底及び継続的な改善を推進するこ

とを目的として、カイゼンアシスト（内部監査）やサーベランス（外
部監査）を継続して実施し、職員の意識の向上を図るとともに行政経

営の評価・改善に資する。 

 また、第 5次総合計画の進捗管理についても、このカイゼンアシス
ト、サーベランスを通じて目標の進捗管理を行うことで、成果指標の

達成状況を確認し、市民満足向上に繋げていく。 

 平成 27年度から第 5次総合計画の後期基本計画がスタートするが、
引き続き「地域の力とやる気をエネルギーとしたまち」、「将来もずっ

と輝き続けることができるまち」の基本理念のもと、基本構想の実現

に向け第 5次総合計画の進捗管理を行う。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■総合行政システム事業 
款項目：02 01 06 

事 業：52 02 02 
担当課：市政情報課 

               １５９，０８１千円 
平成２３年度からクラウド方式の総合行政情報システムを導入し

ており、住民情報系システム（住民記録、市民税、固定資産税、国保、

年金、選挙、住宅、介護、福祉、健康等）及び内部情報系システム（財

務会計、人事給与、企業会計等）合計３５のパッケージシステムを、
他自治体と共同で利用している。 

システムの不正利用対策のため、指紋認証装置を同時に導入した。 

平成２４年度に遠隔地でのデータバックアップ対策、平成２５年度
はバックアップシステムサーバの設置を行い、災害対策を強化した。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



3   周辺市町村との連携により、個性を活かした経営
を行います！ 

 

■ファミリー・サポート・センター事業（定

住） 
款項目：03 02 01 

事 業：53 01 02 
担当課：こども課 

                 １，５３９千円 
子育てを手伝って欲しい人（利用会員）と、子育ての手伝いをした

い人たち（サポート会員）が、会員となって地域でお互いに助け合い

ながら子育てを応援する事業 

 

 

■図書システム広域利用事業（定住） 
款項目：09 05 04 
事 業：53 01 14 

担当課：生涯学習課 

                 ５，１２０千円 
○新しい図書館像を創りだすため、図書資料の IC化を図り利用者へ

のサービス促進を図る。 

○美濃加茂市立図書館・坂祝町中央公民館図書室が、図書館運営を共
同で行うことにより、事務経費の軽減を図り、関連する研修やイベ

ントを共同で開催して身近で利用しやすい図書館を目指す。 

 

■休日急患診療事業（定住） 
款項目：04 01 01 
事 業：53 01 17 

担当課：健康課 

                 ４，５２０千円 
医師会との連携のもと、圏域内の休日急患診療体制を強化し、日

曜・祝祭日及び年末年始の医療体制を整える。 

休日に救急指定病院に患者が集中することのないよう、診療所の医
師に協力いただき、当番制で休日診療を行う。 

 

■外国人地域定住化プラットホーム事業（定

住） 
款項目：02 01 07 

事 業：53 01 19 
担当課：地域振興課 

                 １，５０５千円 
日本語学習事業 
 日本語講座を開講することで外国人住民の日本語学習に対するき

っかけやインセンティブを与えるとともに、圏域内外国人住民の日本

語コミュニケーション能力の向上や資格取得による就労機会の創出
を図る。 

 

 

 

■男女共同参画推進事業（定住） 
款項目：02 01 07 
事 業：53 01 20 

担当課：地域振興課 

                   ４６７千円 
男女共同参画について知る講座を圏域内市町村で開催する。 

圏域内住民の手で自主的な運営による男女共同参画講座企画運営

委員会において、講座等の事業を企画実施する。 

 

■顧問弁護士の活用（定住） 
款項目：02 01 01 

事 業：53 01 21 

担当課：総務課 
                 ３，４０６千円 
定住自立圏の圏域市町村において、顧問弁護士を共同で設置し、次

の業務を実施する。 
○様々な行政課題に対して法律的側面からの指示及び助言を受ける

ことで事業実施における法的リスク管理を行う。 

○行政に対しての訴訟に関する事項について指示及び助言行う。 
○圏域の職員を対象とする、予防法務的な視点から弁護士による職員

研修を行う。 

 

■生涯学習情報誌の共同事業（定住） 
款項目：09 05 01 
事 業：53 01 24 

担当課：生涯学習課 

                 ２，５３３千円 
定住自立圏協定に基づき、美濃加茂市と坂祝町、富加町、川辺町、

七宗町、八百津町、白川町、東白川村が共同で生涯学習情報誌「学び

のとびら」を発行する。（年間２回発行） 
【生涯学習情報誌「学びのとびら」概要】 

○前期（９月１日号）：美濃加茂市・坂祝町・七宗町・八百津町・東

白川村（23,000部発行） 
○後期（３月１日号）：美濃加茂市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗

町・八百津町・白川町・東白川村（31,500部発行） 

 

 

 

 

 

 



■生涯学習ホームページ構築事業（定住） 
款項目：09 05 01 
事 業：53 01 34 

担当課：生涯学習課 

                   ２７５千円 
定住自立圏協定に基づき、美濃加茂市と坂祝町、富加町、川辺町、

七宗町、八百津町、白川町、東白川村が共同で生涯学習情報ホームペ

ージを運営する。なお、ホームページには講座情報に加えて、施設や
サークルの情報も掲載し、市民の生涯学習活動の有効資源として活用

できる。 

 

■おんさいＥＸＰＯ事業（定住）（新規） 
款項目：06 01 01 
事 業：53 01 51 

担当課：産業振興課 

                    ５０千円 
地域性や季節の話題となるイベントを開催するために、日本ど真ん

中まつりでも上位の成績を上げ美濃加茂市民や富加町民で構成され

ているよさこい踊りの団体を介して、全国のよさこい踊りの団体に呼
びかけ、大規模なイベントを開催し、多くの演者や観客に美濃加茂圏

域に訪れてもらう。 

 

■「織田信長の東美濃攻略」を活用した歴史

ＰＲマンガ作成事業（定住）（新規） 
款項目：09 05 07 
事 業：53 01 52 

担当課：文化振興課 

                   １１１千円 
美濃・尾張を中心とした歴史上の人物で織田信長はとびぬけて知名

度、人気がある。戦国期に天下統一の過程で、加茂地域にも侵攻をし

た。猿啄城（坂祝町）、堂洞城（富加町）などの合戦があり、この地
域とも深くかかわっている。歴史上の人物をとおして、地域の魅力を

再発見するものとする。子どもたちにもわかりやすく表現するために

マンガを取り入れ、広い世代に浸しんでもらうようにする。 
３箇年計画 

平成 27年度 資料調査・収集・研究。シナリオ原案作成 

平成 28年度 マンガ本制作。配布。市内小中学生への配布 
平成 29年度 講演会・成果発表等。販売促進 

 

■ボート王国プロジェクト事業（定住）（新規） 
款項目：09 06 01 

事 業：53 01 53 
担当課：スポーツ振興課 

                   １００千円 
小学生から社会人までを対象としたボート教育を行い、ボートによ

るまちづくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

1   政策体系に基づかないその他の事業 

 

■児童手当等支給事業 
款項目：03 02 02 
事 業：61 04 18 

担当課：こども課 

             １，３０６，９５６千円 
○児童手当 

 中学校修了前の児童を養育している方に対し手当を支給する。 

 支給額（1人あたりの月額）： 
3歳未満 一律 15,000円  

3歳以上小学校修了前 10,000円（第 3子以降 15,000円） 

中学生 一律 10,000円 
○児童扶養手当 

 離婚や死別、父母が障がいなど、18歳(児童が障がいの場合 20歳）

までの児童を養育するひとり親家庭を対象に手当を支給する（所得
制限有）。 

○特別児童手当 

 障がいをもつ 20 歳未満の児童を養育する方に手当を支給する（所
得制限有）。 

 

■可茂衛生施設利用組合負担金 
款項目：04 02 01 

事 業：61 05 12 
担当課：環境課 

               ６３７，３１５千円 
一部事務組合で運営する廃棄物処理施設（ささゆりクリーンセンタ

ー及び緑ヶ丘クリーンセンター）の管理運営をするために必要となる

市町村負担金を負担する。 

 

■金谷がれき処分場管理運営事業 
款項目：04 02 02 
事 業：61 05 15 

担当課：環境課 

                １３，９６６千円 
一般廃棄物最終処分場（山之上がれき処分場）の適正管理・運営を

行う。 

・平成 27年度には、現在の堤のかさ上げが必要となるため、築堤工
事を行う。 

・蜂屋がれき処分場を廃止するために必要なガス・温度調査を行う。 

 

■木曽川右岸用水関連事業 
款項目：05 01 06 
事 業：61 06 19 

担当課：農林課 

                ７７，８２５千円 
木曾川右岸用水の安定的供給を維持するため、施設管理、運営、緊

急改築事業に要する各種費用を補助し、美濃加茂市の農業振興を図る。 

 

 

 

 

 

■中濃地域農業共済事務組合負担金 
款項目：05 01 02 

事 業：61 06 22 

担当課：農林課 
                ２４，７６６千円 
農業災害補償法により定められており、農業共済への事務組合負担

金として支払う。 

 

■みのかも健康の森維持管理費 
款項目：05 02 01 

事 業：61 06 28 

担当課：農林課 
                ２６，５８９千円 
みのかも健康の森の管理運営を指定管理者へ委託し、健全で安全な

施設運営を推進する。 
平成 27年度は、開園 20周年の記念イベントを開催する。 

 
 

■美濃加茂商業ビル維持管理運営事業 
款項目：06 01 03 

事 業：61 07 04 
担当課：産業振興課 

                ８３，１６０千円 
美濃加茂市商業ビル（シティホテル美濃加茂）の適切な維持管理を

行うとともに、必要となる修繕を計画的に実施する。 

 

■急傾斜地崩壊対策事業 
款項目：07 03 01 

事 業：61 09 07 
担当課：土木課 

                ２３，３００千円 
県の補助事業を活用し、急傾斜地崩壊危険区域内に擁壁を設置し、

人命及び財産を保全する。 

県単補助事業 

信友２地区：Ｈ２６完了 

 

 

 

 

 

 

 第５次総合計画の体系ごとの主な事業⑦ 



■道路維持事業 
款項目：07 02 01 
事 業：61 09 10 

担当課：土木課 

                ４１，４２８千円 
定期的な委託（草刈、側溝清掃）や修繕工事を組合せて、市道を維

持管理を行う。 

・道路パトロール補修委託 
・道路剪定除草清掃委託 

・木曽川堤防除草委託（一部） 

・スクリーン清掃委託 
・凍結防止剤散布除雪委託 

 

■道路管理事業 
款項目：07 02 01 

事 業：61 09 14 
担当課：土木課 

                ２３，９４０千円 
市道利用者の安全性の向上のため、道路の適正な維持管理を行う。 

・官民境界査定 

・道路照明灯の維持管理 

・道路用地の買収 

 

■浄化槽設置補助事業 
款項目：04 02 01 

事 業：61 11 01 

担当課：上下水道課 
                １４，６５４千円 
下水道計画区域外における生活排水の水質向上及び水資源の保全

を図る｡ 
高度処理型浄化槽の設置により、より良質な排水を図る｡ 

 

■下水道補助事業（農集） 
款項目：05 01 06 

事 業：61 11 06 
担当課：上下水道課 

               １２９，６５７千円 
下水道事業（農業集落排水事業）の支出に対する収入不足分を一般

会計から下水道事業会計（農業集落排水事業）へ繰り出す。 

 

■下水道補助事業（公共・特環） 
款項目：07 04 03 

事 業：61 11 07 
担当課：上下水道課 

             １，０２９，０６８千円 
下水道事業（公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業）の支出
に対する収入不足分を一般会計から下水道事業会計（公共下水道事

業・特定環境保全公共下水道事業）へ繰り出す。 

 

■平和活動事業 
款項目：02 01 11 
事 業：61 12 03 

担当課：地域振興課 

                 １，４３８千円 
平和意識の高揚のため平和関連事業を推進する。 

 例年長崎市で開催される「青少年ピースフォーラム」へ市内の中学

生を派遣し、広報みのかも、校内での発表会などの発表を通じ、平和
意識の高揚を図っていく。 

 戦後７０周年を迎えるにあたり、改めて平和な社会の継続のために

自らがなすべきことを再認識し、実践できる機会の提供の場として、
平和講演会を開催する。 

 

 

■可茂消防事務組合負担金 
款項目：08 01 01 
事 業：61 18 12 

担当課：防災安全課 

               ５１８，０５９千円 
可茂消防事務組合は、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺

町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町の 2市 7町 1村に

よって組織された消防組合 
消防力の強化を図り、火災時、救急時、災害時に地域住民の生命と

財産を守るため、広域消防の運営のために市町村が負担金を支払う。 

 
 

■双葉中学校組合負担金 
款項目：09 03 01 
事 業：61 29 26 

担当課：教育総務課 

                １８，３１０千円 
○美濃加茂市・富加町中学校組合の運営及び双葉中学校施設の維持管

理等に要する経費について、生徒数の按分により分担金を納付する。 

○按分率は生徒数による按分のため、区域外通学や校区の変更により
負担金の増額傾向にある。 



 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年２月発行 
 

美濃加茂市 
 

経営企画部行政経営課 
 
岐阜県美濃加茂市太田町３４３１－１ 
TEL：０５７４－２５－２１１１ 
E-mail：goiken2@city.minokamo.lg.jp 

 

平成２７年度のすべての事業は、市ホームページからご覧いただけます。 

http://www.city.minokamo.gifu.jp ⇒ 財政情報 
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