
　平成26年度一般会計、特別会計、企業会計当初予算の主要事業

　一般会計（款別）

２款　総務費

　１項　総務管理費 （単位：千円）

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

一般管理費 ・情報化推進 70,000 システム開発・修正

2-1-1 　マイナンバー制度対応他

・基幹系住民情報システム整備 480,000 クラウド型システム

　平成26年10月稼動

広報広聴費 ・広報広聴事業 84,941 広報春日井 74,446

2-1-2 市政情報サービス 9,918

新規 　職員の情報発信力向上研修他

声の広報 408

市民対話 169

市民相談費 ・市民相談 5,073 法律相談他

2-1-3

企 画 費 ・企画政策推進 19,757 総合計画推進 2,792

2-1-7 　市民意識調査

高蔵寺ニュータウン対策 11,499

新規 　基礎調査等

新規 海外都市交流調査 1,000

新規 春日井ナンバー普及促進 4,466

　ナンバー交換会他

文化振興費 ・かすがいの文化発信 15,007 「書のまち春日井」発信 1,027

2-1-8 　NHKスクールライブショー

道風展 1,800

市民美術展覧会 4,700

短詩型文学祭 1,500

市民第九演奏会 5,500

文化体験道場 480

・市民文化活動推進 188,546 かすがい市民文化財団運営費補助 183,882

　松竹大歌舞伎

文化活動事業助成 4,000

市民メセナ活動支援 664

交通対策費 ・自転車駐車対策 42,205 自転車駐車場整備 12,856

2-1-10 　高蔵寺駅周辺

放置自転車禁止区域対策 29,349

・公共交通利用促進対策 159,732 かすがいシティバス運行 153,776

　路線の一部変更、バス停の新設他

愛知環状鉄道設備改修費補助 2,756

廃止代替路線運行費補助 3,200

・交通安全対策 5,315 交通安全運動

新規 　高齢ドライバー一日交通安全教室



目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

安 全 な ・防災事業 109,256 民間建築物耐震事業 74,762

まちづくり 　地震防災マップ作成

対 策 費 　木造住宅無料耐震診断

2-1-11 　木造住宅耐震改修費補助

　耐震シェルター整備費補助

防災対策事業 14,754

拡充 　災害時外部放送設備

　　小野・神領・追進保育園

　地域防災土のう倉庫設置

新規 　統合型GIS共同研究負担金

避難所備蓄資材等整備 13,923

拡充 　坂下公民館防災備蓄倉庫設置

拡充 　土のう、飲料水、クラッカー他

総合防災訓練 5,061

防災啓発 756

　地域防災組織支援事業

　　備蓄食糧購入費等補助

・安全なまちづくり事業 9,790 安全なまちづくり協議会 5,350

地域防犯活動支援事業 2,913

　防犯カメラ設置費補助

安全安心情報ネットワーク 1,277

新規 防災・防犯地域アドバイザー育成派遣 250

空 港 周 辺 ・空港周辺対策 26,204 学習等供用施設改修 21,100

対 策 費 　改修工事

2-1-12 　　知多、西屋町

　耐震診断

防衛施設周辺施設整備 504

空港周辺調査委託 4,600

ふ れ あ い ・東部市民センター講座 1,387

センター等 ・ニュータウンきずな事業 1,503 どんぐり芸術文化劇場他

管 理 費 ・ふれあいセンター講座 2,469 味美、高蔵寺、南部、西部

2-1-13

自治振興費 ・自治振興事業 220,921 春日井まつり 33,000

2-1-14 市民納涼まつり 12,500

区・町内会等活動支援事業 175,421

　区・町内会等活動助成 52,250

　防犯灯電気料補助 30,221

拡充 　防犯灯設置補助 58,925

　　LED型への更新補助率引上げ

　コミュニティ活動推進 6,431

　コミュニティ集会施設整備補助 27,044

　多世代交流モデル事業補助 450

拡充 　地域をささえる人づくり講座 100

　　開催回数の増

・多文化共生推進 5,802 外国人向け日本語教室

国際交流ルーム運営

姉妹都市交流他

・市民活動支援センター事業 3,720 市民活動・NPO相談他



目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

消費者行政 ・消費者生活啓発 4,576 消費者啓発 4,374

推 進 費 拡充 　消費生活相談

2-1-15 　　本庁・東部市民センター

計量啓発・検査 202

・暮らしいきいき資金融資あっ 531

旋

男 女 共 同 ・男女共同参画啓発 509 男女共同参画市民フォーラム他

参画推進費 ・ＤＶ防止推進 448

2-1-16 ・相談事業 2,489 女性のための法律相談他

・レディヤン講座 839

職 員 研 修 ・職員研修厚生事業 39,063 職員研修 23,576

厚 生 費 　政策形成実践研修他

2-1-17 職員健康管理 13,986

労働安全管理 201

職員福利厚生 1,300

諸 費 ・土地開発公社経営健全化 1,126,256 用地購入

2-1-20 ・土地開発公社補塡金 550,000

　２項　徴税費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

賦課徴収費 新規 ・賦課徴収事務 205,183 クレジットカード収納システム整備

2-2-2 （平成27年度運用開始）他

　３項　戸籍住民基本台帳費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

戸 籍 住 民 ・一般旅券発給事業 98,498 一般旅券発給業務委託

基本台帳費 収入印紙購入他

2-3-1

　４項　選挙費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

選挙執行費 ・選挙執行 117,087 春日井市長選挙 45,723

2-4-3 　任期満了日　平成26年５月27日

春日井市農業委員会委員一般選挙 764

　任期満了日　平成26年８月１日

愛知県知事選挙 46,114

　任期満了日　平成27年２月14日

愛知県議会議員一般選挙 12,451

　任期満了日　平成27年４月29日

春日井市議会議員一般選挙 12,035

　任期満了日　平成27年４月30日

　５項　統計調査費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

統計調査費 ・経済センサス・商業統計調査 10,107 調査期日　平成26年７月１日

2-5-2 ・全国消費実態調査 6,205 調査期日　平成26年９月１日

・工業統計調査 2,572 調査期日　平成26年12月31日

・農林業センサス 3,932 調査期日　平成27年２月１日

・国勢調査 1,662 調査期日　平成27年10月１日



３款　民生費

　１項　社会福祉費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

社 会 福 祉 ・社会福祉推進 23,190 民生・児童委員、主任児童委員 21,796

総 務 費 行旅死亡人・行旅人 701

3-1-1 平和祈念事業 383

社会福祉大会 310

・社会福祉協議会運営補助 165,375

社 会 福 祉 ・社会福祉施設小工事 35,400 総合福祉センターエレベーター改修他

施 設 費

3-1-2

障 が い 者 ・障がい者総合福祉計画改定 2,500 計画期間H27～H29

福 祉 費 ・障がい者生活支援 527,335 補装具給付 39,505

3-1-3 自立支援医療給付 411,325

障がい者移動支援 75,600

健康診断書料助成 200

重度障がい者寝具乾燥 255

障がい者ショートステイ措置 450

・心身障がい者扶助 727,256 特別障がい者手当等 115,884

心身障がい者扶助料 546,252

特定疾患り患者等健康管理手当等 65,000

外国人重度障がい者福祉手当 120

・障がい者等介護給付及び訓練 2,964,842 障がい福祉サービス 2,947,524

等給付 　介護給付費、訓練等給付費

障がい者共同生活介護・共同生活援助 15,638

事業補助

重症心身障がい児等短期入所利用支援 1,680

事業費補助

・障がい児通所支援等給付 707,388

・地域生活支援事業 319,135 相談支援 63,348

　障がい者生活支援センター運営委託他

拡充 　　基幹相談支援センター

意思疎通支援 2,431

　要約筆記者派遣他

日常生活用具給付 61,625

移動支援 66,482

地域活動支援センター 95,702

日中一時支援 11,529

訪問入浴サービス 12,280

更生訓練費 921

成年後見制度利用支援 1,615

自動車改造費･運転免許取得費助成 1,400

高額地域生活支援サービス費 1,574

施設入所者就職支度金 108

障がい啓発 120

・障がい者の居場所・交流の場 300

づくり事業助成



目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

老人福祉費 ・老人福祉施設整備等補助 896 養護老人ホーム整備借入金償還補助

3-1-4 ・高齢者総合福祉計画改定 2,500 計画期間H27～H29

・高齢者地域福祉 31,451 敬老会 31,210

高齢者体育振興 221

家庭介護者研修 20

・高齢者生活支援 103,383 生活支援ホームヘルプサービス 19,107

緊急連絡体制整備 22,200

訪問理美容サービス 11,300

高齢者住宅等安心確保 4,554

生活支援ショートステイ 2,810

生活支援ハウス運営事業委託 21,816

　第２グレイスフル春日井

　あさひが丘

高齢者賃貸住宅住み替え助成 660

日常生活用具給付 250

健康診断書料助成 2,250

寝具乾燥交換 1,300

訪問入浴サービス 800

支援困難高齢者対策 15,206

高齢者虐待防止 206

市民後見推進 924

　フォローアップ研修

・高齢者介護予防 24,000 配食サービス利用助成

・高齢者介護支援 93,794 要介護認定者等特別対策 93,540

徘徊高齢者家族支援サービス 254

・老人福祉施設入所措置 120,000

・外国人高齢者福祉手当 1,680

・シルバー人材センター補助 38,090

医療福祉費 ・医療福祉推進 3,285,676 子ども医療費 1,751,584

3-1-5 心身障がい者医療費 541,956

母子家庭等医療費 268,756

精神障がい者医療費 160,951

後期高齢者福祉医療費 562,429

後期高齢者 ・後期高齢者医療給付費負担金 2,304,634

医 療 費 　

3-1-7

臨 時 福 祉 新規 ・臨時福祉給付金 721,260 支給対象者数見込み47,300人

給 付 金 　 　うち加算対象者25,500人

給付事業費

3-1-8



　２項　児童福祉費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

児 童 福 祉 ・養育支援訪問事業 795

総 務 費 ・家庭児童相談 2,434

3-2-1 ・児童福祉大会 109

児童措置費 ・子育て支援給付 8,043,675 児童手当 5,749,471

3-2-2 児童扶養手当 1,218,254

子ども福祉手当 145,000

新規 子育て世帯臨時特例給付金 449,550

　支給対象児童数見込み42,000人

新規 子育て支援減税手当 481,400

　支給対象児童数見込み46,000人

拡充 ・私立保育園保育事業 1,393,705 私立保育園保育実施委託・補助 1,379,166

　認定こども園美園保育園開園

障がい児保育実施委託 14,539

・児童養育事業 22,639 病後児保育事業委託 22,412

児童ショートステイ 227

母子福祉費 ・母子家庭等自立支援 17,512

3-2-3 ・母子生活支援施設入所 29,069

・助産施設入所 1,000

保 育 園 費 ・保育園改修等 12,000 下津保育園トイレ改修他

3-2-4

次世代育成 新規 ・（仮称）子ども・子育て支援 3,000 計画期間H27～H31

支援対策費 事業計画策定

3-2-5 ・子育て家庭支援 48,481 民間児童クラブ補助等 33,020

ファミリー・サポート・センター 4,453

地域子育て支援拠点事業 4,800

子育て支援サークル助成等 1,036

こんにちは赤ちゃん訪問 4,898

親支援事業 274

青 少 年 ・青少年健全育成事業 9,383 わいわいカーニバル 4,000

育 成 費 子ども・若者総合相談 1,529

3-2-6 青少年健全育成推進会議事業 1,100

青少年の居場所づくり事業助成 200

補導事業 2,381

子ども・若者支援地域協議会 173

　３項　生活保護費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

生 活 保 護 ・セーフティネット支援対策等 24,099

総 務 費 事業

3-3-1 ・中国残留邦人等生活支援事業 157

扶 助 費 ・生活保護費 5,298,302

3-3-2 ・中国残留邦人等生活支援給付 2,500



４款　衛生費

　１項　保健衛生費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

保 健 衛 生 ・総合保健医療センター整備 612,000 平成26年６月開設

総 務 費 新規 ・在宅医療支援 2,578 医療情報ネットワークシステム整備

4-1-1 ・健康管理事業団運営費補助 97,640

・春日井小牧看護専門学校管理 117,860

組合負担金

拡充 ・健康管理施設小工事 7,000 保健センター運動指導室等設置他

保健予防費 ・健康づくり推進 3,769 健康教室・生活習慣病予防啓発等 2,851

4-1-2 メンタルヘルス相談 918

　こころの健康自己診断ツール

・保健対策 657,617 健康診査等 627,766

　健康診査、子宮がん検診、乳がん検

　診、大腸がん検診、肺がん検診、前

　立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、

拡充 　胃がん検診（ピロリ菌検査、胃内視

　鏡検査）

口腔衛生 29,851

　すこやか歯科健診

　妊産婦歯科健診他

・感染症予防 810,548 定期予防接種 804,704

　集団接種

　　ＢＣＧ

　個別接種

　　二種混合、三種混合、四種混合、

　　ポリオ、麻しん・風しん、日本脳

　　炎、高齢者インフルエンザ、

　　ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん

任意予防接種支援 5,844

制改 　高齢者肺炎球菌（10月～定期化予定)

　風しん（成人用）

　　妊娠を希望する女性及びその夫

　　妊婦の夫

・母子保健推進 405,365 乳幼児健康診査 24,723

不妊治療費助成 6,019

妊婦・乳児健康診査 330,956

母子健康手帳交付 1,606

妊婦・乳幼児健康教室 8,759

未熟児養育医療 24,440

新規 妊産婦ケア 8,862

　育児相談、母体ケア、メンタル相談

　平成26年６月運用開始



　２項　環境対策費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

環境対策費 ・地球温暖化防止対策 33,448 地球温暖化対策機器設置費補助 32,700

4-2-1 　太陽光発電システム

　太陽熱利用システム

　燃料電池システム

地球温暖化対策推進 748

新規 　エコドライブ講習会他

・環境都市推進 3,288 環境啓発

拡充 ・環境保全対策 85,615 合併処理浄化槽設置費補助 60,200

　単独からの転換補助拡充他

環境監視調査 12,847

自然環境保全推進 2,723

　希少種生息生育状況調査他

狂犬病予防 6,520

飼い主のいない猫対策 2,000

雑草対策 1,325

　３項　清掃費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

清掃総務費 ・ごみ減量・再資源化対策推進 512,884 資源分別収集 497,903

4-3-1 事業 　プラスチック製容器包装分別収集他

環境美化啓発 8,716

ごみ減量啓発 4,088

　資源・ごみの出し方便利帳、環境カ

　レンダー、家庭用生ごみ処理機購入

　費補助他

リサイクルプラザ啓発 2,177

ごみ処理費 ・ごみ処理施設整備 344,980 一般廃棄物最終処分場整備 324,927

4-3-2 　埋立容量475,000㎥

　継続費4,850,000千円（H26～H28）

新規 クリーンセンター施設再整備 20,053

　第２工場中央監視制御設備実施設計

・不法投棄防止 12,578 不法投棄監視業務委託他

し尿処理費 新規 ・衛生プラント整備 13,200 長寿命化計画策定

4-3-3 前処理設備配管敷設替他

・一般管理費 73,733 し尿収集運搬業務委託他



５款　労働費

　１項　労働費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

労 働 諸 費 ・勤労者資金融資 30,000 勤労者福祉促進資金預託金

5-1-1 ・勤労福祉会館施設管理費 108,803 勤労福祉会館体育館耐震補強実施設計

直流電源装置更新他

・技能五輪・アビリンピックあ 3,763 平成26年11月開催

いち大会

６款　農林水産業費

　１項　農業費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

農 産 費 ・農業祭 800

6-1-3 ・生産調整対策 750

拡充 ・有害鳥獣駆除対策 4,550 春日井市鳥獣被害防止対策協議会補助金他

拡充 ・担い手育成支援 4,541 かすがい農業塾、農地利用集積促進奨

励金、青年就農給付金他

・農業資金融資利子助成 169

・耕作放棄地再生利用 1,000

・水田農業経営所得安定対策推 3,422

進

新規 ・稲麦大豆産地整備事業費補助 24,000 色彩選別機購入費補助

農 地 費 ・土地改良 11,920 築水池、茨池耐震対策事業負担金他

6-1-4 ・土地改良事業補助 4,000

・愛知用水二期事業建設負担金 12,518

・施設管理費 17,571 農業用施設更新計画策定他

　２項　林業費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

林業振興費 ・森林病害虫等防除事業 739

6-2-1



７款　商工費

　１項　商工費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

商工総務費 ・商工会議所連携事業 12,300 産学連携促進事業 2,000

7-1-1 かすがいビジネスフォーラム事業 3,500

就業支援事業 1,100

サボテンブランド構築事業 1,500

中小企業相談所事業 3,000

経済講演会開催事業 500

産業情報支援サイト事業 700

商 工 業 拡充 ・工場等の新増設・移転等に関 959,305 工場新増設・移転事業 695,000

振 興 費 する支援 　物流業追加

7-1-2 拡充 企業立地奨励事業 120,000

　助成額拡充

拡充 設備投資助成事業 140,000

　物流業追加、中小企業向け事業新設

環境投資助成事業 455

職場環境向上助成事業 200

工業振興共同事業 150

防災関連助成事業 3,500

拡充 ・研究開発支援 4,000 産学共同研究事業 2,000

　計測経費追加

知的財産権取得事業 2,000

拡充 ・販路開拓・雇用促進等の企業 41,091 マーケティング支援事業 15,000

活動支援 　小間料一回あたりの限度額を廃止

制改 中小企業退職金共済事業 891

　新規加入のみ対象へ

地域貢献助成事業 1,200

拡充 企業信用力向上事業 1,000

　航空・医療事業追加

研修事業 2,000

産業人材育成事業 100

若手後継者等育成事業 500

雇用促進支援事業 20,400

・金融支援 89,665 小規模企業等振興資金融資信用保証料 81,600

助成

創業支援利子補給 6,785

小規模事業者経営改善資金利子補給 1,280

・商店街等支援 21,676 商業振興活性化事業 5,090

商店街地域交流促進事業 2,462

商店街街路灯事業 5,517

商店街空き店舗活用事業 6,207

商店育成モデル事業 400

新規 繁盛店マーケティング支援事業 2,000

　店舗経営計画等への助成

・地域活性化助成事業 47,000 プレミアム商品券

　５億円＋プレミアム分５千万円

・工業団地シャトルバス運行事 2,200

業

・貸付金 835,000 小規模企業等振興資金融資 800,000

中小企業資金融資 35,000



目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

観 光 費 新規 ・産業観光受入支援事業 960 工場見学、ノベルティ経費等助成

7-1-3 ・春日井市観光協会補助金 7,000 サボテンフェア、産業観光、写真コン

ンクール、事務局人件費補助他

８款　土木費

　１項　土木管理費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

建築指導費 ・民間建築物吹付けアスベスト 2,050

8-1-2 対策事業助成

・宅地耐震化事業 120 大規模盛土造成地変動予測調査結果検証

　２項　道路橋りょう費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

道路整備費 ・道路整備 474,546 幹線道路整備 207,532

8-2-2 　市道138号線　外10路線

市道、側溝整備等 245,514

　市道6214号線　外17路線

　田楽町地内道路用地購入

　市道203号線整備詳細設計

狭あい道路整備 18,000

　廻間地区まちづくり支援事業

小規模用地取得 3,500

道 路 安 全 ・道路安全施設整備 78,800 交通安全施設設置 42,000

対 策 費 　道路照明LED化、区画線設置、カーブ

8-2-3 　ミラー設置他

交差点改良 26,800

　市道137号線交差点　外３箇所

あんしん歩行エリア整備 10,000

　市道207号線歩道整備

・道路安全施設管理費 114,403 道路ストック点検他

橋 り ょ う ・橋りょう整備 343,000 橋りょう耐震補強

整 備 費 　上野跨線道路橋

8-2-4 新規 橋りょう長寿命化修繕

　阿原跨線道路橋

天王橋整備（上部）

橋りょう長寿命化修繕計画策定

　３項　河川費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

河川整備費 ・河川排水施設整備 541,310 雨水流出抑制対策 299,690

8-3-1 　小野地区調整池整備（はなのき公園）

東山第１排水路整備 43,000

南下原排水路整備 78,500

小排水路整備 120,120

　坂下地区　外９地区

・家庭雨水利用促進補助 1,500



　４項　都市計画費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

都 市 計 画 ・都市計画事業 85,328 都市計画決定事務 4,007

総 務 費 都市計画基礎調査 80,000

8-4-1 　都市計画基本図修正他

都市景観推進事業 464

街づくり支援制度 833

町名・地番変更事務 24

土 地 区 画 ・組合施行土地区画整理事業負 183,250 熊野桜佐土地区画整理事業

整 理 費 担金、補助金

8-4-2 ・組合施行土地区画整理事業設 31,000 西部第一土地区画整理事業 8,000

立補助金 　設立認可申請、総会事務補助

西部第二土地区画整理事業 23,000

　設立認可申請、総会事務、

　総代選挙組合運営費補助

・インター周辺開発調査 1,608

・土地区画整理事業清算金融資 19,700

預託金

街路事業費 ・高座線整備 177,000

8-4-3 ・都市交流拠点整備 62,059 JR春日井駅及び周辺整備 35,435

　駅前広場詳細設計他

名鉄味美駅周辺整備 26,624

　駅北踏切歩道整備他

公 園 費 ・公園小工事 91,700 公園施設改修工事

8-4-5 　高森山公園　外14公園

　廻間町ポケットパーク他

公園用地購入

・ウォーク大会 566

緑化振興費 ・緑化事業 6,500 緑化啓発事業 5,000

8-4-6 　花のまちづくりコンクール

　さつき展・盆栽展他

菊花大会 1,150

緑化保全事業 350

　５項　住宅費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

住宅管理費 新規 ・下原住宅建替整備 52,930 実施設計、解体工事他

8-5-1 ・市営住宅整備 79,200 道場山住宅F棟耐震改修工事他

９款　消防費

　１項　消防費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

常備消防費 ・消防出初式 1,905 平成27年１月10日実施予定

9-1-1 ・応急手当・普及啓発活動 2,221 救命講習会他

・火災予防啓発事業 1,141

・消防職員研修 19,689 救急救命士養成他

・消防活動 47,759 消防用ホース、空気呼吸器購入他

・職員被服 25,270



目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

非 常 備 ・自主防災組織活動 5,848 可搬式動力消防ポンプ購入他

消 防 費 ・消防団員研修 3,772

9-1-2 ・消防団活動 9,809 消防団用ホース他

・消防団員被服 1,900

消防施設費 ・消防車両整備 226,000 はしご付消防自動車

9-1-3 小型動力ポンプ付水槽車

・耐震性防火水槽整備 13,500 足振公園、深野公園

・消防施設改修 16,000 消防署シャワー室等改修工事他

・デジタル消防救急無線システ 450,000 H25～H26整備

ム整備

・高機能消防指令システム整備 813,586 H26整備

水 防 費 ・水防訓練、水防資材等整備 1,752

9-1-4 　

10款　教育費

　１項　教育総務費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

事 務 局 費 ・私立幼稚園就園奨励費補助 398,887

10-1-2 ・私立幼稚園支援 46,560 私立幼稚園運営費補助金 45,000

私立幼稚園協議会運営費補助金 1,560

・私立高等学校授業料補助 8,345

教育指導費 ・小中学校指導書・副読本 32,328

10-1-3 ・教育活動推進 21,766 野外教育推進事業 5,832

小学生男鹿市交流事業 3,470

中小学校文化連盟事業 3,200

中学高校吹奏楽ジョイントコンサート 1,350

中小学校体育連盟事業 7,914

・教育指導事業 297,630 児童生徒指導 476

教育研究所 758

教育研究指定校 700

日本語教育講師 8,735

中学校部活動指導 32,870

制改 　職員部活動指導補助廃止

いじめ・不登校対策 16,025

外国語指導助手配置 48,200

教職員研修事業 10,531

中学校進路指導補助 2,448

総合学習推進 3,146

少人数指導支援対策 157,282

キャリア教育推進事業 1,495

書道科事業 578

創意と活力のある学校づくり支援 5,000

拡充 保護者と学校のかけはし事業 9,386

　ソーシャルワーカー（２名→３名）

・学校保健事業 49,070 小中学校保健 35,030

保健室整備 12,483

学校保健会事業 1,557

・放課後なかよし教室 72,574

・学校と地域の連携推進支援事業 175 藤山台中学校区



　２項　小学校費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

教育振興費 ・教材教具・課外活動器具 408,105 楽器、理科・算数設備購入他

10-2-2 ・要保護及び準要保護児童援助 78,253

・特別支援教育就学奨励 5,846

学校建設費 ・新藤山台小学校新設整備 426,000 新築工事

10-2-3 　継続費2,990,000千円（H26～H27）

・校舎等整備 170,400 校舎等小工事 142,500

　特別教室環境改善工事他

校舎借上 27,900

・芝生化事業 4,455

　３項　中学校費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

教育振興費 ・教材教具・課外活動器具 179,230 楽器、理科・数学設備購入他

10-3-2 ・要保護及び準要保護生徒援助 76,537

・特別支援教育就学奨励 3,902

・卒業記念品 1,847

学校建設費 ・校舎等整備 85,280 校舎等小工事 55,000

10-3-3 　武道場天井改修工事実施設計

　　東部中学校始め８校

　中部中学校屋上防水工事他

校舎等購入、校舎借上 30,280

　４項　社会教育費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

社 会 教 育 ・スポーツ・ふれあい財団運営 529,993 ラジオ体操事業

総 務 費 費補助 ボールであそぼう！他

10-4-1

社 会 教 育 ・生涯学習推進 18,046 ふれあい教育セミナー 7,810

事 業 費 成人式 4,173

10-4-2 生涯学習情報発信事業 1,398

かすがい熟年大学 1,283

大学連携講座 670

講師発掘・登用事業 100

施設予約システム 2,612

・青年の家講座 576

公 民 館 費 ・知多公民館解体・跡地整備 51,000 解体、駐車場・テニスコート整備

10-4-3 （H25～H26整備）

・中央公民館小工事 29,500 水道配管改修工事

・公民館講座 7,359

野 外 教 育 ・少年自然の家事業 3,500 野外活動振興事業他

センター費 ・都市緑化植物園小工事 20,000 緑の相談所等空調設備取替工事

10-4-4 ・都市緑化植物園事業 4,000 緑と花のフェスティバル他



目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

文 化 財 費 ・文化財事業 36,007 内津文化財祭 528

10-4-5 文化財保護 4,534

　四つ建て民家外壁改修他

「郷土誌かすがい」発行 227

民俗考古調査 14,423

ハニワまつり 3,371

指定文化財・郷土芸能保存 3,496

埋蔵文化財調査 8,662

文化財継承 766

新規 　郷土芸能出前講座他

道 風 ・道風記念館事業 8,610 特別展、企画展、館蔵品展

記 念 館 費

10-4-6

図 書 館 費 ・図書購入 40,000

10-4-7 ・読書啓発 3,804

・障がい者図書サービス 875

社会体育費 ・スポーツ振興 18,318 新春春日井マラソン大会 11,000

10-4-8 市民体育大会 3,149

高校生スポーツ大会 1,329

学校区体育振興 87

レクスポ普及・振興 1,000

　レクリエーションスポーツ祭

学校体育施設開放 1,753

・スポーツ応援 4,151 スポーツ応援事業 2,800

　大会開催支援・大会出場者支援

スポーツ賞表彰・全国大会等支援 1,351

社 会 体 育 ・総合体育館・温水プール改修 58,500 総合体育館空冷式エアコン工事他

施 設 費 ・市民球場改修 15,000 防球ネット張替及び支柱塗装工事他

10-4-9 ・グラウンド改修 4,600 繁田グラウンド防球ネット設置工事他

　５項　学校給食費

目 区分 事　　　業　　　名 予算額 説　　明 予算額

学校給食費 ・調理場施設整備 153,000 東部調理場整備 91,000

10-5-1 　オープン式、初度調弁他

　平成26年９月稼動

調理場小工事 62,000

・学校給食施設管理費 397,220 藤山台、前並、稲口、白山、東部

新規 　アレルギー対応給食



　特別会計

会　　計　　名 予算額 説 明

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 271,721 元金　255,163千円

利子　 16,558千円

国 民 健 康 保 険 事 業 32,414,558 一般・退職療養給付費等

   　　　　　　22,433,201千円(   3.3％) 

後期高齢者医療支援金

    　　　　　　4,681,584千円( 　7.0％)

前期高齢者納付金

   　　　　　　　　 7,342千円( 　1.1％)

老人保健拠出金

   　　　　　　　　 　251千円(△16.9％) 

介護納付金

   　　　　　 　1,894,217千円(　 6.5％)

保健事業費

   　　　　　　　 307,775千円(　 8.1％）

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 3,692,640 後期高齢者医療広域連合納付金

　　　　　　　　3,568,967千円(  11.0％）

介 護 保 険 事 業 17,537,334 介護サービス給付費

　　　　　　 　17,000,000千円(　 4.7％）

介護予防事業

　生活機能評価

  一次予防事業

　　介護予防活動支援事業

　　口腔機能向上事業他

　二次予防事業

　　いきいき健康教室・いきいき健口教室

包括的支援等事業

　地域包括支援センター運営委託

　　職員体制拡充

　認知症介護家族交流会、高齢者ボランティア養成

　認知症サポーター、認知症キャラバン・メイト養成

　地域支え合い体制づくり事業

　介護サービス相談業務

　　春日井市居宅介護支援事業者連絡会補助

　介護相談員養成研修

介 護 サ ー ビ ス 事 業 97,266 通所介護事業

介護予防通所介護事業

居宅介護支援事業

民 家 防 音 事 業 34,754 空調機機能回復　　　予定台数    128台

潮 見 坂 平 和 公 園 事 業 174,901 墓園事業

　第７墓所区画割工事

　芝生墓所芝生張替工事

　園内道路等舗装整備工事

　墓所内整備工事

松 河 戸 土 地 区 画 整 理 事 業 317,351 道路築造　　 （ 　602ｍ）

工作物補償

換地計画作成業務委託他



会　　計　　名 予算額 説 明

勝 川 駅 周 辺 総 合 整 備 事 業 344,750 勝川駅南口周辺土地区画整理事業

勝川駅前公営施設管理

勝川駅前地下駐車場管理

勝川駅南口立体駐車場管理

公 共 下 水 道 事 業 8,209,595 大手小学校調整池整備（H25～H26整備）

マンホールトイレシステム設置工事

　トイレ（２箇所）　貯留槽（３箇所）

南部処理区上条地区整備

　汚水13号幹線実施設計

勝西浄化センター整備

　機械・電気・監視制御設備

高蔵寺浄化センター整備

　場内第２ポンプ場耐震補強

　企業会計

会　　計　　名 予算額 説 明

市 民 病 院 事 業 21,017,721 事業概要

　病床数　　　

　　一般病床　556床　　感染症病床　６床

　年間患者数見込

　　入　院　　　　　　178,485人

　　外　来　　　　　　329,400人

　一日平均患者数見込

　　入　院　　　　　　　　489人

　　外　来　　　　　　　1,350人

器械備品購入

　心臓血管撮影装置

　体外衝撃波結石破砕装置他

施設整備

　救急施設等整備

地方公営企業会計の会計基準の改正

　主な影響額

　　退職給付引当金　　2,700,000千円

　　賞与引当金　　　　　433,264千円

水 道 事 業 9,947,751 事業計画

　給水人口　 　　　　 310,600人

　年間総配水量　 　35,562,000㎥

水道施設整備事業

　耐震化対策

　　送水管二重化整備（H23～H27継続事業）他

　老朽化対策

　　東神明配水場整備（H25～H27継続事業）

　　知多配水場整備（H26～H28継続事業）

　　中央監視設備等整備（H26～H27継続事業）他

地方公営企業会計の会計基準の改正

　主な影響額

　　長期前受金戻入益　　720,208千円


