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 ＩＣＴ技術を活用し、市民の利便性や快適性の向上

を図るため、チャットボットによる自動応答システ

ムを構築するとともに、業務の効率化や自動化を促

進するため、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オ

ートメーション）の活用について調査研究します。 

（担当：情報システム課） 

 

 

  

 一般財源 6,869千円   自動応答システム構築・運用業務委託 5,000千円  

     ＲＰＡ導入・運用業務委託 1,000千円  

     プラットフォームアプリ保守業務委託等 869千円  

        

 

 

  

 

 公共施設等の老朽化や維持更新費用の増大、将来的

な人口減少による利用需要の変化に対応するため、

施設の躯体調査やシステムを活用した効率的な施設

管理を行います。 

（担当：管財契約課） 

 

 

  

 一般財源 7,795千円   施設状況調査委託  3,700千円  

     公共施設等マネジメントシステム改修費等  4,095千円  

        

        

 

    

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

運用中の春日井コンシェルジュ 

｢教えて！道風くん｣ 

一般一般一般一般会計会計会計会計    括弧括弧括弧括弧内の頁数は内の頁数は内の頁数は内の頁数は｢｢｢｢各各各各会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書    そのそのそのそのⅠⅠⅠⅠ    ((((一般一般一般一般会計会計会計会計))))｣｣｣｣    
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 子育て施策の充実を図り、子育て世代を始めとする全ての世代の 

｢暮らしやすさ｣の向上のため、次の事業を実施します。 

（担当：企画政策課） 

 

 

 国庫支出金 1,198千円   ママインターン事業等委託  2,397千円  

 一般財源      1,199千円      

        

        

 

 

  

 

 市制75周年を迎え、これまで築き上げてきた文化や

歴史を振り返るとともに、本市のさらなる｢暮らしや

すさ｣の向上のため、１年間を通して、未来につなが

る記念事業を実施します。 

（担当：企画政策課） 

 

  

 一般財源 8,561千円   誘致事業等委託 5,020千円  

     市民協働事業補助金 3,000千円  

     啓発品等 541千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

事業名称 内 容 

ママインターン 

就労意欲のある子育て中の母親に対して、市内

企業等における就業体験により、子育てしなが

ら働く機会を提供します。 

ママハッピー度 

調査 

子育て世代の声を把握し、子育て支援事業に反

映するため、定期的にアンケート調査を行いま

す。 
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 平成30年10月から交付予定の図柄入り春日井ナン

バーについて、多くの市民に装着してもらうように

するため、啓発活動を実施します。 

（担当：企画政策課） 

 

  

 一般財源 4,030千円   啓発品 855千円  

     導入記念式典等委託 759千円  

     啓発ポスター印刷費等 2,416千円  

        

 

 

 

 

 設備の老朽化や快適な環境整備のため、舞台音響や

舞台照明、空調設備などの改修を行います。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

  

 基金繰入金 65,000千円   音響照明設備等改修工事 650,000千円  

 地方債 585,000千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

休館日 平成30年12月10日～平成31年３月中旬 

 

財源内訳 支出内訳 

デザイン(案) 
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 地震発生時の建物倒壊の被害を最小限にとどめ

るため、市内の住宅や建築物の耐震改修に係る

費用を助成します。また、要緊急安全確認大規模

建築物の耐震改修費や木造住宅の除却費を新た

に助成します。 

（担当：市民安全課） 

 

  

 国庫支出金 40,273千円  木造住宅耐震改修費補助 35,000千円  

 県支出金 19,407千円  要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助  27,324千円  

 一般財源 18,604千円  木造住宅除却費補助 4,000千円  

    木造住宅無料耐震診断等 11,960千円  

 

  

 

 地震や風水害等の災害発生時に、避難生活の負

担等を軽減するため、避難所等の食糧、飲料水等

の備蓄資材等を整備します。また、使い捨て哺乳

瓶や聴覚障がい者支援セットを新たに整備し、

要配慮者を支援します。 

（担当：市民安全課） 

 

  

 国庫支出金 183千円  使い捨て哺乳瓶 454千円  

 基金繰入金 6,882千円  聴覚障がい者支援セット  100千円  

 一般財源   4,458千円  マンホールトイレ等備品 1,800千円  

    土のう等 9,169千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

使い捨て哺乳瓶(左)と聴覚障がい者

支援セット(右)【イメージ】 
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 高蔵寺リ・ニュータウン計画の先行プロジェクトに

位置付けている、東部市民センターの図書室の移転

に伴う改修を行います。ホールと連動した芸術・文

化機能や市民活動の場を充実するため、セミコンサ

ート室/リハーサル室や音楽室、軽運動室などを整備

します。 

（担当：東部市民センター） 

 

  

 地方債  131,200千円   図書室等改修工事 160,000千円  

 一般財源 50,300千円   映像、音響機器等備品 15,000千円  

     机、椅子等消耗品 6,500千円  

        

 

 

  

 

 ＮＰＯの専門的な知識や経験を活かし、市民活動の

活性化を支援するため、ＮＰＯスタッフとともに市

民協働によるセンター運営を推進します。 

（担当：市民活動支援センター） 

 

  

 一般財源 998千円   ＮＰＯスタッフに対する報償費 998千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

音楽室【イメージ】 

 

※１交流会議 ※２  

市民活動 

支援センター 
【ＮＰＯスタッフ】 

協力協力協力協力    

協力協力協力協力    

連携連携連携連携    

※１ ささえ愛センター市民交流会議 

※２ ささえ愛センターサポーター 
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 市民の利便性向上のため、マイナンバーカードを利

用し、コンビニエンスストアにおいて住民票の写し

等を発行するシステムを構築します。 

（担当：市民課） 

 

  

 手数料 597千円   システム構築・保守委託 60,000千円  

 一般財源 61,689千円   啓発パンフレット・ポスター印刷費  800千円  

     運営負担金等 1,486千円  

        

 

 

 

 

 子どもの将来が生まれ育った環境に左右されること

がないよう、学習機会の均等と必要な環境整備を図

るため、生活保護受給世帯等の子どもに対する学習

支援や居場所の提供、保護者に対する生活相談など

を３か所で実施します。 

（担当：生活支援課） 

 

  

 国庫支出金 4,140千円   子どもの学習支援事業委託 8,100千円  

 一般財源 4,141千円   事業案内チラシ郵便料 166千円  

     事業案内チラシ印刷費 15千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

取り扱う 

証明書 

住民票の写し、印鑑登録証明書 

戸籍証明書(謄・抄本) 
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 障がいのある人の社会参加の促進や生活支援のた

め、市内の登録店舗や事業所で利用できる福祉応援

券を支給します。また、平成30年８月からは、多様

なニーズに対応するため、対象商品に食料品を追加

するとともに、飲食店でも利用できるようにします。 

（担当：障がい福祉課） 

 

  

 県支出金 1,000千円   応援券支給(扶助費)  597,168千円  

 基金繰入金 22,430千円   応援券作成等委託 9,000千円  

 一般財源 590,803千円   応援券郵便料等 8,065千円  

        

 

 

 

 

 施設の老朽化に対応するとともに、高齢者がより活

躍できる活動拠点として高齢者の能力開発や健康増

進などの機能を拡充するため、シルバー人材センタ

ーの施設の移転を支援します。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 地方債 16,000千円   整備負担金 20,000千円  

 一般財源  4,000千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

現在のシルバー人材センター 
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 精神障がいのある人の医療費の負担軽減を図るため、全疾病を対象に入院・通院ともに全額 

助成します。（担当：保険医療年金課） 

 

 県支出金 52,155千円   医療費(扶助費) 207,965千円  

 一般財源 158,102千円   審査支払事務委託  2,292千円  

        

        

 

 

 

 

 増加する保育需要に対応するため、私立保育園など

５園を開園します。 

（担当：保育課） 

 

  

 負担金等 421,237千円   私立保育園保育実施委託 1,398,671千円  

 国庫支出金 826,362千円   施設型給付費等負担金 870,524千円  

 県支出金 452,842千円      

 一般財源 568,754千円      

 

財源内訳 支出内訳 

私立保育園 ２園 

認定こども園 １園 

小規模保育事業所 ２か所 

 

平成30年度開園 

 

財源内訳 支出内訳 

 対象者 
自己負担額の助成 

入院時 通院時 

改定前 
精神障害者保健福祉手帳１級または２級

所持者 
全額 １/２ 

改定後 

精神障害者保健福祉手帳１級または２級

所持者で、自立支援医療受給者または精

神病床に入院中の者 

全額 全額 
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 多様な保育ニーズに対応するため、保育園開園時間

を前後30分延長(午前７時～午後７時)する｢延長保

育｣の実施園を３園増やすとともに、一時的に保育が

必要となった場合に子どもを預かる｢一時保育｣の実

施園を１園増やします。 

（担当：保育課） 

 

  

 国庫支出金  10,235千円   延長保育等事業委託 105,651千円  

 県支出金 10,235千円   一時保育事業補助金 16,500千円  

 基金繰入金 15,973千円      

 一般財源 85,708千円      

 

 

  

 

 子育ての不安や負担感を軽減するため、子育てサポ

ートキャラバン隊により交流の場を提供するととも

に、市内のＮＰＯ法人と協働で子育て情報発信サイ

ト｢春日井ハッピーマムズ｣を運営します。 

（担当：子ども政策課） 

 

  

 国庫支出金 511千円   システム運用保守等委託 1,022千円  

 一般財源 757千円   子育て支援団体補助金 200千円  

     保険料等 46千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 夏休み期間中の安全安心な居場所を提供するため、

保護者の就労などによって留守となる家庭の小学生

を対象とした夏季臨時子どもの家を２か所に増設し

ます。 

（担当：子ども政策課） 

 

  

 使用料  468千円   教材費等消耗品 276千円  

 諸収入 93千円   セキュリティ増設工事 200千円  

 一般財源 291千円   傷害保険料等 376千円  

        

 

 

 

 

 疾病の早期発見・早期治療を図るため、各種検(健)診

を行います。また、40歳から75歳までの５歳きざ

みの年齢の方を対象に、将来の胃がんリスクに関連

のある、ピロリ菌感染の有無などを調べる検査を新

たに実施します。 

（担当：健康増進課） 

 

 

  

 国庫支出金 3,758千円   胃がんリスク検診委託 17,274千円  

 県支出金 7,832千円   その他検診等委託 621,378千円  

 諸収入等  45,315千円   受診券等郵便料 14,000千円  

 一般財源  605,971千円   受診券印刷費等 10,224千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 生涯にわたり歯と口腔の健康を保つため、各種歯科

健診の実施や口腔衛生に関する教室を開催します。

また、若い年代から歯科疾患予防の意識高揚を図る

ため、新たに20歳の方を対象に加え、無料の歯科健

診を実施します。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 県支出金 5,302千円   歯科健診等委託 33,828千円  

 基金繰入金 662千円   受診券等郵便料 3,000千円  

 諸収入 1,441千円   健診票印刷費等 2,640千円  

 一般財源 32,063千円      

 

 

  

 

 感染症のまん延防止や重症化予防のため、定期予防

接種を行うとともに、重症化率が高い感染症疾病の

任意予防接種費用の一部を助成します。また、新た

に１歳から６歳までの未就学児を対象に、おたふく

かぜワクチン接種費用の一部を助成します。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 県支出金 135千円   予防接種等委託 892,499千円  

 基金繰入金 18,935千円   おたふくかぜワクチン予防接種費補助金 17,250千円  

 一般財源 919,373千円   その他予防接種費補助金 8,319千円  

     医薬材料費等 20,375千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 管理が不十分な放置空き家の発生抑制と適正管理を

推進するため、空き家セミナーの開催や空き家実態

調査などを行います。また、空き家の利活用を促進

するため、空き家解体の助成件数を拡充します。 

（担当：環境保全課） 

 

  

 基金繰入金 4,939千円   空き家解体補助金  6,000千円  

 一般財源 3,053千円   その他補助金 310千円  

     空き家調査等委託 1,302千円  

     啓発チラシ印刷費等 380千円  

 

 

  

 

 廃棄物の減量や資源の再利用を図り、資源循環型社

会の形成に向けた効果的な啓発を行うため、設備の

一部を撤去し、廃材を活用した模型展示を新たに整

備します。 

（担当：クリーンセンター） 

 

  

 手数料  36千円   設備撤去等修繕料 1,080千円  

 一般財源 3,558千円   エコメッセフェスタ等委託 220千円  

     講師謝礼等  2,294千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

過去のセミナーの様子 

 

財源内訳 支出内訳 
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 施設の老朽化や増加する浄化槽汚泥に対応するた

め、引き続き設備改修を行い、し尿と浄化槽汚泥を

適正に処理するとともに、河川の汚濁防止や水質保

全を図ります。 

（担当：ごみ減量推進課） 

 

  

 国庫支出金 371,470千円   基幹的設備改良工事 1,179,920千円  

 地方債  740,100千円   工事監理業務委託 14,080千円  

 一般財源   83,168千円   工場検査旅費等 738千円  

        

 

 

 

 子どもから高齢者まで幅広い世代に対して、野菜の

栽培などを通じた交流や生きがいづくりの場を提供

するため、栽培や収穫体験などができる農業公園を

平成31年度中の開園を目指し、整備します。 

（担当：農政課） 

 

  

 国庫支出金 44,690千円   用地購入費 550,000千円  

 地方債 963,100千円   造成工事、管理棟等整備工事  449,000千円  

 一般財源 109,139千円   工事監理業務委託等 117,929千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

主な事業内容 30 31 

造成工事   

管理棟等整備工事   
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 産業振興のための効果的な施策を展開し、地域経

済の活性化を図るため、産業振興アクションプラ

ンを改定します。 

（担当：経済振興課・企業活動支援課） 

 

  

 一般財源 3,970千円   産業振興アクションプラン改定委託  3,900千円  

     検討会議報償費 70千円  

        

        

 

 

 

 

 雇用の拡大と経済振興の促進を図るため、工場新

増設や移転、既存工場取得などに係る費用の一部

を助成します。 

（担当：企業活動支援課） 

 

  

 県支出金 155,869千円   工場・物流施設新増設事業助成金 673,949千円  

 一般財源  873,420千円   創造産業立地事業助成金 311,738千円  

     新規雇用関連事業助成金 33,300千円  

     既設工場取得事業助成金 10,302千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市内の消費需要を喚起するため、商工会議所や商店

街連合会、市で構成する実行委員会が市制75周年

を記念して発行するプレミアム付商品券・建設券に

対して助成します。 

（担当：経済振興課・企業活動支援課） 

 

  

 基金繰入金 4,700千円   地域活性化助成事業補助金 101,600千円  

 一般財源 96,900千円      

        

        

 

 

 

 市民の利便性や安全性のさらなる向上のため、各種

交通安全施設を整備します。（担当：道路課） 

 

  

 地方債 41,800千円   冠水表示システム及び監視カメラ設置  35,000千円  

 一般財源 61,400千円   ＪＲ勝川駅上屋設置 22,200千円  

     防護柵塗装 5,000千円  

     道路照明灯設置等 41,000千円  

 

財源内訳 支出内訳 

市制70周年を記念して発行した商品券 

 

財源内訳 支出内訳 

冠水表示システム、 

監視カメラ設置 

冠水事故を防止するため、地下道に冠

水表示システムや監視カメラを設置

します。 

ＪＲ勝川駅 

上屋設置 

降雨時等のタクシー利用者の利便性

向上を図るため、上屋を設置します。 

防護柵塗装 

施設の長寿命化とまちの景観の向上

を図るため、老朽化した防護柵を塗装

します。 
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 大規模地震による落橋防止のため、堂田橋、やまぎ

わ橋の耐震補強工事を実施します。 

（担当：道路課） 

 

  

 国庫支出金 16,500千円   耐震補強工事 60,000千円  

 地方債  39,100千円      

 一般財源   4,400千円      

        

 

 

 

 大雨時の浸水被害を軽減させるため、勝川駅南公園

に調整池の整備を進めるとともに、熊野桜佐土地区

画整理事業地内に新たな調整池の整備に着手しま

す。（担当：河川排水課） 

 

  

 国庫支出金 141,533千円   勝川駅南公園雨水調整池整備 327,100千円  

 地方債 395,500千円   熊野桜佐地区雨水１号調整池整備  254,000千円  

 一般財源 44,067千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

 30 31 32 

勝川駅南公園 
整備 
(完了) 

— — 

熊野桜佐地区 
雨水1号 

設計・整備 整備 
整備 
(完了) 

 

耐震補強工事を実施した三ツ又橋 
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 高蔵寺ニュータウンのまちびらき50周年を記念

し、さらなる魅力の向上を図るため、記念冊子を作

成するとともに、ニュータウン関係者が一堂に会

し、課題の共有や意見交換を行うニュータウン全国

会議を開催します。 

（担当：ニュータウン創生課） 

 

  

 一般財源 2,819千円   50周年記念冊子等作成 2,119千円  

     ニュータウン全国会議運営  700千円  

        

        

 

 

 

 産学官で連携し、ニュータウンを拠点に総合的な交

通ネットワークの構築や多様な交通手段の確保を

目指し、自動運転の早期実現化に向けた実証実験の

推進や適切な交通分担の検討を行います。 

（担当：ニュータウン創生課） 

  

 国庫支出金 5,000千円   自動運転実証実験 4,000千円  

 基金繰入金 1,264千円   高蔵寺ニュータウン交通分担検討 6,000千円  

 一般財源  4,158千円   会議等運営費・出席旅費 422千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 昨今の社会情勢などを踏まえ、本市が目指すべき都

市像を示すため、将来に向けた都市計画に関する基

本的な方針を策定します。 

（担当：都市政策課） 

 

  

 基金繰入金 3,173千円   都市計画マスタープラン策定業務委託  10,000千円  

 一般財源  6,827千円      

        

        

 

 

 

 旧藤山台東小学校を活用した多世代交流拠点とし

て整備した「グルッポふじとう（高蔵寺まなびと交

流センター）」を、平成30年４月に開所します。 

運営は、高蔵寺まちづくり株式会社を指定管理者と

するほか、「地域住民サポーター」制度を導入し、地

域住民との協働による施設運営を目指します。 

（担当：ニュータウン創生課） 

 

  

 国庫支出金 3,250千円   指定管理料等委託等 162,538千円  

 県支出金 3,250千円      

 一般財源 156,038千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 駅前広場や駅舎の完成に引き続き、さらなる発展と

にぎわいのある駅前づくりを目指し、南東地区の再

開発の支援や民間活力の誘導などに取り組みます。 

（担当：都市整備課） 

 

  

 国庫支出金 165,200千円   南東地区市街地再開発 330,400千円  

 県支出金 69,600千円   北東地区再開発予備調査・検討 2,661千円  

 地方債 86,000千円      

 一般財源  12,261千円      

 

 

 

 木造家屋密集地区での火災時の延焼を防ぐため、道

路が狭く消防車両の通行が困難な47地域に対し、

10世帯あたり１本の消火器を追加で設置します。 

（担当：消防救急課） 

 

  

 一般財源 3,218 千円   街頭消火器設置  3,218 千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

南東地区 
市街地再開発組合による除却工事や権利

変換計画等を支援します。 

北東地区 
民間活力を活かした市街地再開発事業の

誘導に向けた調査等を実施します。 
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 地域における防災力の強化を図るため、その中核と

なる消防団の処遇改善や装備の充実を図り、活動力

の強化を促進します。また、副団長を増員し指揮命

令系統を強化するとともに、女性消防団員を増員し

活動の幅を広げます。 

（担当：消防総務課） 

 

  

 県支出金 37千円   報酬  5,104千円  

 諸収入 4,000千円   活動費 11,178千円  

 一般財源 19,453千円   被服費・研修費 6,173千円  

     車両整備費  1,035千円  

 

 

 

 大規模な震災などにより消火栓が使用できない場合

に備えるため、耐震性防火水槽を新たに４基整備し

ます。 

（担当：消防救急課） 

 

  

 国庫支出金 10,772千円   耐震性防火水槽整備(牛山公園等)  42,926千円  

 地方債 32,100千円   平成31年度整備予定地 地質調査・観測井設置業務委託  2,000千円  

 一般財源 2,054千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 新学習指導要領における小学校での外国語の教科化

に向けた移行措置として、小学校５・６年生の外国

語活動の指導時間を増加するとともに、小学校  

３・４年生の外国語活動を開始し、英語力のさらな

る向上を図ります。また、こうした授業時間の増加

に合わせて、ＡＬＴの配置時間数を増加します。 

（担当：学校教育課） 

 

  

 一般財源  55,049千円   外国語指導助手派遣 55,049千円  

        

        

        

 

 

 

 いじめや不登校など、学校生活での諸問題を解消す

るため、相談員や専門家が児童生徒、保護者などに

適切な支援を行い、未然防止と早期解決に努めます。 

（担当：学校教育課） 

 

  

 県支出金 800千円   相談員謝礼・賃金等 68,571千円  

 一般財源 69,192千円   事務消耗品・保険料等 1,421千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 小学生が土曜日を有意義に過ごす機会を提供するた

め、中部大学や地域の企業などの協力により、小学

校においてスポーツや理科の実験などを行う土曜 

チャレンジ・アップ教室を10校で行います。 

（担当：学校教育課） 

 

  

 県支出金  720千円   講師謝礼 600千円  

 基金繰入金 693千円   臨時職員賃金 351千円  

 一般財源 216千円   講座用教材費・保険料等  678千円  

        

 

 

 

 新学習指導要領において位置付けられる「情報活用

能力の育成」を図るため、平成30年度から平成34

年度までの５年間でタブレット機器など、5,400台

(平成30年度は770台)を整備し、市内全ての小中学

校におけるＩＣＴ教育環境の充実を図ります。 

（担当：教育総務課） 

 

  

 基金繰入金 14,593千円   タブレット機器等整備 31,000千円  

 一般財源 16,407千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 都市緑化植物園の開園30周年に当たる節目として、

「春のローズフェア（5月頃）」を記念事業として開

催するとともに、毎年開催の「緑と花のフェスティ

バル」の充実を図るなど、様々な事業を展開します。 

（担当：野外教育センター） 

 

  

 一般財源 962千円   演奏謝礼 300千円  

     パンフレット作成等 130千円  

     会場設営等   532千円  

        

 

 

 

 

 スポーツや健康づくりの機能を充実し、朝宮公園の

魅力をさらに高めるため、多目的総合運動広場を始

めとした施設を整備します。平成30年度はその一環

として、設計や既存野外プールの取り壊しを実施し

ます。（担当：スポーツ課） 

 

  

 国庫支出金 10,598千円   整備設計業務委託 124,000千円  

 地方債 218,900千円   プール解体工事等 132,455千円  

 一般財源 26,957千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

主な事業内容 30 31 32 33 34 

整備設計      

プール解体工事      

整備工事      

 
財源内訳 支出内訳 



  37  

 

 

 

 開所当初から設置され老朽化が進行しているため、

消費電力が少なく色鮮やかなＬＥＤ表示盤に更新

します。また、各種大会の記録やイベントなどの案

内を表示し、円滑な大会運営を行うとともに、利用

者の利便性向上を図ります。 

（担当：スポーツ課） 

  

 基金繰入金 50千円   ＬＥＤ表示盤整備 16,200千円  

 地方債 12,100千円      

 一般財源 4,050千円      

        

 

 

 
事業を廃止し、平成30年度予算に経費を計上しない事業は次のとおりです。 

№ 事業名 事業内容 担当部署 

１ 児童福祉大会 小中学生表彰 子ども政策課 

２ 
販路開拓・雇用促進等の 

企業活動支援 
雇用促進支援事業 経済振興課 

３ 商店街等支援 商店育成モデル事業 経済振興課 

  

財源内訳 支出内訳 



  38  

 

 

 

 

 安定的な財政運営や効率的な事業運営など、国民健

康保険事業の安定化を図るため、財政運営の責任主

体が本市から愛知県に変わります。 

（担当：保険医療年金課） 

 

  

 保険税 6,171,780千円   保険給付費  18,326,951千円  

 県支出金 18,472,875千円   国民健康保険事業費納付金 7,970,820千円  

 繰入金 2,485,825千円   保健事業等 915,019千円  

 諸収入   82,310千円      

 

 

 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ため、医療や介護などの支援を一体的に提供できる

よう、新たに基幹型地域包括支援センターを設置す

るとともに、担当地区を12か所に再編し、地域包括

支援センターの機能向上や体制の強化を図ります。 

（担当：地域福祉課） 

 

 

  

 国庫支出金 141,851千円   基幹型地域包括支援センター事業委託  23,940千円  

 県支出金 70,926千円   地域包括支援センター等委託  331,294千円  

 一般財源 155,667千円   ネットワーク使用料等 13,210千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

国民国民国民国民健康保険事業特別健康保険事業特別健康保険事業特別健康保険事業特別会計会計会計会計    括弧括弧括弧括弧内の頁数は内の頁数は内の頁数は内の頁数は｢各｢各｢各｢各会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書    そのそのそのそのⅡ (Ⅱ (Ⅱ (Ⅱ (特別特別特別特別会計会計会計会計及び及び及び及び企業会計企業会計企業会計企業会計))))｣｣｣｣     

介護介護介護介護保険事業特別保険事業特別保険事業特別保険事業特別会計会計会計会計    括弧括弧括弧括弧内の頁数は内の頁数は内の頁数は内の頁数は｢各｢各｢各｢各会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書    そのそのそのそのⅡ (Ⅱ (Ⅱ (Ⅱ (特別特別特別特別会計会計会計会計及び及び及び及び企業会計企業会計企業会計企業会計))))｣｣｣｣     



  39  

 

 

 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住

み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま

で継続できるよう、在宅医療・介護サポートセンタ

ーを設置し、地域の医療・介護の関係者が連携して、

在宅医療と介護が一体的に提供される体制を推進

します。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 国庫支出金 6,462千円   在宅医療・介護サポートセンター事業委託  16,581千円  

 県支出金 3,231千円   地域包括ケア推進協議会関係者謝礼等  205千円  

 一般財源 7,093千円      

        

 

 

 

 高齢者の介護予防や生活支援サービスを一体的に

提供するため、生活支援コーディネーターを配置す

るとともに、地域住民が地域課題の解決について協

議する場である協議体を設置し、地域における支え

合いの体制づくりを推進します。 

（担当：地域福祉課） 

  

 国庫支出金 6,358千円   生活支援コーディネーター業務委託 16,346千円  

 県支出金 3,178千円   研修用備品等 167千円  

 一般財源  6,977千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限

り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるため、

認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員

を新たに基幹型地域包括支援センターなどに配置

し、認知症の総合的な支援を進めます。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 国庫支出金 6,144千円   認知症初期集中支援チーム員等委託, 13,860千円  

 県支出金 3,072千円   認知症ケアパス印刷費等 2,100千円  

 一般財源 6,744千円      

        

 

 

 

 

 企業誘致を推進するため、引き続き企業用地を整備

します。 

（担当：企業活動支援課） 

 

  

 諸収入 3千円   宅盤・排水路等整備工事 438,900千円  

 地方債 460,400千円   水道工事負担金 21,500千円  

 一般財源 16,130千円   設計変更業務等委託 10,600千円  

     公債費等 5,533千円  

 

財源内訳 支出内訳 

主な事業内容 30 31 

宅盤等整備工事   

排水路整備工事   

 

財源内訳 支出内訳 

大大大大泉寺地区泉寺地区泉寺地区泉寺地区企業企業企業企業用地整備事業特別用地整備事業特別用地整備事業特別用地整備事業特別会計会計会計会計    括弧括弧括弧括弧内の頁数は内の頁数は内の頁数は内の頁数は｢各｢各｢各｢各会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書    そのそのそのそのⅡ (Ⅱ (Ⅱ (Ⅱ (特別特別特別特別会計会計会計会計及び及び及び及び企業会計企業会計企業会計企業会計))))｣｣｣｣     
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 地域の基幹病院として、安全・安心で高度な専門医

療を継続して提供するため、医療機器を計画的に更

新します。また、患者情報を共有することを通して、

地域の医療機関や介護サービス事業所との連携の

強化を図り、地域完結型の医療を推進します。 

（担当：管理課） 

 

  

 ＜主な医療機器の購入＞       

 人工腎臓装置 108,000千円  泌尿器手術用レーザ装置  27,000千円  

 自動採血管準備装置 32,400千円  分娩監視システム 20,520千円  

 腹部超音波画像診断装置  28,080千円      

 

 

 

 

 水道事業経営戦略に基づき、地震災害時などにお

ける配水場への安定送水を確保するため、送水管

や配水幹線の耐震化を行います。また、老朽化し

た管路を順次耐震管に更新します。 

（担当：水道工務課） 

 

  

 高蔵寺高区減圧弁室～玉野配水場 27,721千円    

 高蔵寺高区配水場～大和配水場 10,357千円    

 老朽管更新 98,669千円    

      

 

内 訳 

内 訳 

地域地域地域地域のののの    

診療所診療所診療所診療所    

地域地域地域地域の医療の医療の医療の医療    

・・・・福祉福祉福祉福祉機関機関機関機関    

市民市民市民市民病院病院病院病院    

連携連携連携連携    

地域完結型医療の提供 

 

市民市民市民市民病院事業病院事業病院事業病院事業会計会計会計会計    括弧括弧括弧括弧内の頁数は内の頁数は内の頁数は内の頁数は｢各｢各｢各｢各会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書    そのそのそのそのⅡ (Ⅱ (Ⅱ (Ⅱ (特別特別特別特別会計会計会計会計及び及び及び及び企業会計企業会計企業会計企業会計))))｣｣｣｣     

水道水道水道水道事業事業事業事業会計会計会計会計    括弧括弧括弧括弧内の頁数は内の頁数は内の頁数は内の頁数は｢各｢各｢各｢各会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書    そのそのそのそのⅡ (Ⅱ (Ⅱ (Ⅱ (特別特別特別特別会計会計会計会計及び及び及び及び企業会計企業会計企業会計企業会計))))｣｣｣｣     
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 上条地区において、快適な生活環境の保全や公衆衛

生の向上のため、南部汚水13号幹線整備を進めると

ともに、地区内の汚水面整備に着手します。また、

浸水対策として松河戸雨水１号幹線整備を進め、地

区内の雨水面整備に着手します。（担当：下水建設課） 

 

  

 企業債 1,773,300千円   南部処理区汚水面整備 734,900千円  

 出資金 78,280千円   南部汚水13号幹線整備 670,500千円  

 国庫補助金 446,318千円   南部処理区雨水面整備 475,000千円  

 受益者負担金 24,239 千円   松河戸雨水１号幹線整備等 441,737千円  

 

 

 

 熊野桜佐土地区画整理地区内での浸水対策として、

熊野雨水1号幹線・堀ノ内雨水２号幹線の整備を進

めるとともに、熊野桜佐ポンプ場の実施設計を行い

ます。（担当：下水建設課） 

 

  

 企業債 1,014,800千円   熊野雨水１号幹線整備 596,900千円  

 国庫補助金 151,755千円   堀ノ内雨水２号幹線整備 465,400千円  

     熊野桜佐ポンプ場実施設計等 104,255千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

名称 平成30年度 整備年度 

汚水面整備 整備面積23.2ha 平成30～34年度 

南部汚水13号幹線 整備延長1,030ｍ 平成28～31年度 

雨水面整備 整備面積23.2ha 平成30～34年度 

松河戸雨水1号幹線 整備延長437ｍ 平成29～31年度 

名称 平成30年度 整備年度 

熊野雨水1号幹線 整備延長223ｍ 平成30～36年度 

堀ノ内雨水２号幹線 整備延長332ｍ 平成28～30年度 

熊野桜佐ポンプ場 実施設計 平成31～33年度 

 

公共公共公共公共下下下下水道水道水道水道事業事業事業事業会計会計会計会計    括弧括弧括弧括弧内の頁数は内の頁数は内の頁数は内の頁数は｢各｢各｢各｢各会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書会計予算説明書    そのそのそのそのⅡ (Ⅱ (Ⅱ (Ⅱ (特別特別特別特別会計会計会計会計及び及び及び及び企業会計企業会計企業会計企業会計))))｣｣｣｣     


