
－ 23 － 

(６) 款別主要施策の成果について 
 

各予算科目における主な施策の内容は、次のとおりです。 

 

１款 議会費 

１項 議会費 

 

１目 議会費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

かすがい市議会だより  6,643 年５回発行  98,500部 

 

 

２款 総務費 

１項 総務管理費 

 

１目 一般管理費 

情報化推進 118,874 社会保障・税番号制度対応基幹系住民情報システム 

改修業務委託 他 

※ふるさと納税推進 195,039 事業開始日 平成27年９月１日 

市政全般に対する寄附     5,198件 

新藤山台小学校整備に対する寄附 245件 

※まちづくり寄附基金積立金 474,715 ふるさと納税寄附金 5,198件 

一般寄附金       11件 

表彰条例等に基づく表彰 1,482 市政功労者表彰 ４人 

一般表彰    41人、２法人、３団体 

永年勤続表彰  113人 

市制72周年記念式典 他 

 

２目 広報広聴費 

広報春日井 71,595 広報春日井   月２回発行    98,500部 

広報号外「創旬」 ２回発行 

７月15日号、12月１日号    10,000部 

 こども広報   年２回発行    21,500部 他 

市政情報サービス 9,470 ホームページ・モバイルサイト管理運営 

市公式・公認ＳＮＳ管理運営 

市政だより 

職員の情報発信力向上研修 

※シビック・プライド講座 他 

声の広報 308 月２回カセット又はＣＤ郵送（対象者：視覚障がい者） 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

市民対話 76 市政座談会、市長とふれあいタウントーク、市長を囲

んでわくわくトーク、市長と気軽にランチトーク、こ

んにちは市の職員です 

市長へのホットライン、市長への手紙 他 

※春日井広報大使 3,237 春日井広報大使を活用したＰＲ事業 

 

３目 市民相談費 

市民相談 

 

4,994 一般相談     3,432件 

専門・特別相談  1,006件 

外国人相談      13件 

 

７目 企画費 

高蔵寺ニュータウン対策 39,675 ※高蔵寺ニュータウン未来プラン策定 

※藤山台小学校（旧藤山台東小学校）施設整備工事設計 

 東部ほっとステーション活動団体 10団体 

※空き家対策 907  空き家実態調査業務委託 

※人口ビジョン策定 905 人口ビジョン策定支援業務委託 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略パンフレット作成 

業務委託 2,000部 

※地域ブランド活性化事業 12,420  地域ブランド活性化実施業務委託 

 

８目 文化振興費 

「書のまち春日井」発信 791 水書道体験設置 

啓発マグネットシート、道風くんグッズ製作 

道風展 2,000 期  間  10月31日～11月７日 

応募点数  6,707点 

市民美術展覧会 4,695 期  間  ８月22日～30日 

応募点数  ５部門 847点 

短詩型文学祭 1,496 期  間  １月25日～31日 

応募点数  20,054点 

市民第九演奏会 5,500 実 施 日  12月６日 

出演者数  317人 

入場者数  860人 

文化体験道場 441 講 座 数  13講座   受講人数 350人  
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

かすがい市民文化財団運営費補

助 

183,262 美術系事業  愛知県美術館サテライト展示 

藤井達吉展 

となりの人々現代美術in春日井 他 

舞台系事業  松竹大歌舞伎 

       吉田正記念オーケストラコンサート 

       こまつ座「國語元年」 他 

文芸系事業   自分史フェスタ 

       自分史全国公募 

       自分史講座 他 

文化活動事業助成 3,394 春日井市文化協会 始め５団体   

市民メセナ活動支援 463 芸術家等派遣事業（あ～とふるマイタウン）18回 

文化ボランティア講座   １回 

文化ボランティア自主企画 １回 

市民メセナ基金積立金 2 平成27年度末現在高   7,232千円 

文化スポーツ施設整備基金積立

金 

252 平成27年度末現在高 749,600千円 

 

10目 交通対策費 

自転車駐車場整備 2,753  ※神領駅北第３自転車駐車場整備工事 他  

放置自転車対策 22,616 放置自転車等管理システム機器借上 他 

かすがいシティバス 137,231 かすがいシティバス運行 

利用者 303,536人 

愛知環状鉄道設備改修費補助 2,730 愛知環状鉄道㈱が行う設備の改修等に対する補助金 

交通安全運動 5,175  春・夏・秋・年末の交通安全運動 

平成27年中の交通事故の状況 

 死  亡   ９人   人身事故 2,019件 

 物損事故 9,073件 

※サボテン運転宣言キャンペーン  １回 

 セーフティ＆エコドライブ講習会 １回 

小学校交通安全教室、高齢者交通安全教室、体験型交

通安全教室（家族交通安全教室） 実施 138回 

交通安全推進大会     実施日 １月28日 

交通安全啓発事業 他 

 

11目 安全なまちづくり対策費 

民間建築物耐震事業 24,100 木造住宅無料耐震診断     68件 

耐震対策緊急促進事業補助     １件 

木造住宅耐震改修費補助    14件 

木造住宅段階的耐震改修費補助 １件 

 耐震シェルター整備費補助   １件 

地震防災マップ印刷 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

防災対策事業 22,941 

 

防災体制支援業務委託 

防災行政無線保守点検業務委託 

地域防災土のう倉庫設置工事 １箇所設置 

災害時外部放送設備設置工事 ２施設設置 

 （南部浄化センター、交通児童遊園） 

防災情報システム開発研究費負担金 

避難所備蓄資材等整備 10,762 災害用食糧等備蓄（平成27年度末現在） 

 クラッカー等 50,120食、飲料水  60,960本 

 アルファ米   12,650食、粉ミルク   100缶 

 紙おむつ     4,700枚、生理用品 6,000枚 

※災害時医療用医薬品備蓄体制整備  

８月７日覚書締結 

総合防災訓練 4,819 春日井市総合防災訓練 

実施日 ８月23日 

場 所 柏原小学校 

参加者 1,800人 

防災啓発事業 113 地域防災組織支援事業補助   ２件 

自主防災組織リーダー研修会  １回 

外国人地震講習会       １回 

※新型インフルエンザ等対策 438 ※新型インフルエンザ等対策用備蓄 

（平成27年度末現在） 

速乾性手指消毒液（500ml）60本 

  サージカルマスク 7,000枚、N-95マスク 500枚 

  ディスポグローブ  500双 

感染防護キット  70キット 

安全なまちづくり協議会 4,888 春日井安全アカデミー 

 基礎教養課程   14講 延べ卒業生   1,794人 

 専門課程     14講 延べ卒業生    927人 

 ボニター養成講座 ９講 延べボニター数 408人 

 子ども安全アカデミー         １回 55人 

小学校１年生を対象とした“こども防犯教室” 

                   38小学校 

 幼稚園・保育園児、小学生を対象とした安全意識啓発 

                      30回 

地域防犯活動支援事業 4,105 防犯カメラ設置事業補助          10件 

※住宅防犯対策モデル地区補助        ８件 

ＪＲ春日井駅前防犯ステーション運営協議会 

安全対策連絡調整会議           ３回 

安全安心情報ネットワーク 1,728 安全安心情報ネットワーク業務委託 他 

※防災・防犯地域アドバイザー育 

成派遣 

207 防災・防犯地域アドバイザー登録      ８人 
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12目 空港周辺対策費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

学習等供用施設改修 21,172 学習等供用施設改修工事 

高山、朝宮学習等供用施設 

学習等供用施設耐震診断業務委託 他 

防衛施設周辺施設整備 503 防衛施設周辺施設整備工事 

空港周辺調査委託 4,600 空港周辺調査委託 

 

13目 ふれあいセンター等管理費 

東部市民センター小工事 4,320 東部市民センター高架水槽取替工事  

東部市民センター講座 1,355 講座実施 延べ147回            

ニュータウンきずな事業 1,334 どんぐり東部公民館まつり 

どんぐりキッズ公民館 

どんぐり芸術文化劇場 他 

南部ふれあいセンター小工事 21,978 南部ふれあいセンター外壁改修その他工事 

西部ふれあいセンター小工事 23,344 西部ふれあいセンター屋上防水改修その他工事 

高蔵寺ふれあいセンター講座 681 講座実施 延べ 45回 

味美ふれあいセンター講座 608 講座実施 延べ 82回 

南部ふれあいセンター講座 770 講座実施 延べ 91回 

西部ふれあいセンター講座 919 講座実施 延べ134回、コンサート ２回 

 

14目 自治振興費 

春日井まつり 33,000 第39回春日井まつり 

 期 間  10月16日～18日 

 観覧者  244,000人 

市民納涼まつり 13,000 第39回春日井市民納涼まつり 

 実施日  ７月25日 

 観覧者  175,000人 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

区・町内会等活動支援事業 206,166 コミュニティ集会施設整備補助   

改築  １件  桃山町区民会館 

 修繕  15件  八田区公民館 他 

区町内会助成  

  加入世帯数 84,028世帯 

加入率   64.4％ 

防犯灯電気料補助 

補助灯数    16,454灯 

防犯灯設置補助  

  設置灯数   4,505灯 

コミュニティ推進事業補助 

コミュニティ推進協議会  13地区 

多世代交流モデル事業補助 

  補助団体数  ６団体 

自治会活動（コミュニティ）保険 

 保険対象世帯    84,028世帯 

保険申請件数    29件 

地域をささえる人づくり講座 

地域限定版 12月12日  市内全域版 ２月27日 

市民活動支援センター事業 3,399 情報紙「ささえ愛」発行  年４回 

市民活動セミナー 

団体対象 ４講座 受講者 116人 

 個人対象 ３講座 受講者 277人 

※傾聴ボランティア養成講座 

市民活動・ＮＰＯ相談 15件 

かすがい市民活動情報サイト管理運営 他 

多文化共生推進 5,214 国際交流ルーム運営 来所者 4,848人 

通訳ボランティア派遣 10件 

かすがいふれあい教室（日本語教室） 

60回 受講者 延べ2,282人 

わくわく！ふれあいワールド開催 

年７回 参加者309人（春日井まつりを除く） 

ケローナ青年大使の受入 

 期  間  10月14日～20日 

 受入人数  ２人  

社会奉仕活動奨励基金積立金 43 平成27年度末現在高 64,349千円 
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15目 消費者行政推進費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

消費者生活啓発 4,454 消費生活相談  1,132件 

※出張消費生活相談 第２・４水曜日に実施 

消費生活展 

期 間    ６月26日～27日 

場 所    庁舎市民ホール 他 

参加者    6,500人 

出張生活展   市内７か所 

消費生活講座  17回  受講者 664人 

消費者団体育成補助   ５団体 

暮らしいきいき資金融資あっ旋 127 利子補給 22件 126,939円 

 

16目 男女共同参画推進費 

男女共同参画啓発 461 男女共同参画情報紙「はるか」 

発 行  年２回 各13,500部 

第14回かすがい男女共同参画市民フォーラム 

 実施日  １月31日 

 場 所  レディヤンかすがい 

参加者  330人 

ＤＶ防止推進 547 ＤＶ防止啓発カード印刷    18,000枚 

スーパービジョンの開催      １回 

※ＤＶ被害者支援者養成講座     ８回 

青少年女性センター小工事 44,658 青少年女性センター外壁改修その他工事 

青少年女性センター相談事業 2,566 ＤＶ相談        842件 

女性の悩み相談      353件 

女性のための法律相談  105件 

レディヤン講座 796 

 

青少年・女性対象   26回  延べ 397人 

勤労青少年対象    34回  延べ 761人 

男女共同参画セミナー ５回  延べ 146人 

 

17目 職員研修厚生費 

職員研修 21,303 

 

階層別研修   13コース   761人  295時間 

特別専門研修    33コース  2,100人  271時間 

派遣研修    10コース     94人     

自主研修    １コース   11人（通信教育） 

職場研修    ３コース（集団、個別、職場交流） 

※業務改善全国大会開催 

第10回全国都市改善改革実践事例発表会 

  実施日  ３月25日 

  場 所  市民会館、文化フォーラム春日井 

  参加団体 40団体（国内39団体、国外１団体） 

  参加者  600人 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

職員健康管理 12,560 人間ドック   177人、定期健康診断    1,663人 

特殊健康診断  12人、破傷風予防接種    84人 

Ｂ型肝炎検査  134人、深夜業務従事者健診 225人 

他 

労働安全管理 184 講習会参加 

 交通安全教育、衛生管理者 他 

職員福利厚生 944 職員作業服貸与 

 

18目 財政調整基金費 

財政調整基金積立金 1,310,000 平成27年度末現在高  5,719,958千円 

 

19目 市債管理基金費 

市債管理基金積立金 100 平成27年度末現在高    2,500千円 

 

20目 諸費 

土地開発公社経営健全化 1,036,818 用地購入 9,305.85㎡   993,277千円 

補塡金            43,541千円 

 

 

２項 徴税費 

 

２目 賦課徴収費 

賦課徴収事務 163,148 市税等クレジットカード収納 他 

利用件数 市民税・県民税（普通徴収） 653件 

固定資産税・都市計画税  1,187件 

軽自動車税         916件 

国民健康保険税       634件 

後期高齢者医療保険料     20件 

過誤納還付金・還付加算金 198,838 件数 4,224件 

 

 

３項 戸籍住民基本台帳費 

 

１目 戸籍住民基本台帳費 

一般旅券発給事業 102,625 一般旅券申請  8,446件 

一般旅券交付  8,275件 

 個人番号カード交付事務 105,497 交付申請者数 21,004枚 

交付数     4,651枚 

外国人通訳事業 5,341 英語、中国語、ポルトガル語通訳 

坂下出張所整備 4,793  
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４項 選挙費 

 

３目 選挙執行費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

愛知県議会議員一般選挙 45,779 選挙期日 平成27年４月12日執行 

春日井市議会議員一般選挙 94,895 選挙期日 平成27年４月26日執行 

木津用水土地改良区総代会総代

総選挙 

129 選挙期日 平成28年２月９日執行（無投票） 

 

 

５項 統計調査費 

 

２目 統計調査費 

 国勢調査 115,040 調査準備及び調査実施事務 

調査期日 平成27年10月１日 

 経済センサス（活動調査） 282 調査準備 

調査期日 平成28年６月１日 

調査対象 約12,000事業所 

 

 

３款 民生費 

１項 社会福祉費 

 

１目 社会福祉総務費 

民生・児童委員、主任児童委員 21,737 民生委員・児童委員 386人 

（主任児童委員 28人） 

行旅死亡人、行旅人扶助 234 扶助者数 死亡人 １人  移送 12人 

平和祈念事業 349 実施日  ８月３日 

場 所  総合福祉センター 

参加者  230人 

社会福祉大会 187 実施日  10月26日 

場 所  総合福祉センター 

表彰者  市長表彰 11人、３団体 

     市長感謝 59人、９団体 

地域見守り 205 避難支援登録者数 965人 

※生活困窮者自立支援 3,706 自立支援相談  82件 274回 

住居確保給付金 20件 

社会福祉協議会運営費補助 151,518  
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２目 社会福祉施設費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

社会福祉施設小工事 66,081 福祉の里グラウンドゴルフ場等再整備工事 

第一希望の家空調設備改修工事 

第二希望の家耐震改修その他工事 他 

 

  ３目 障がい者福祉費 

障がい者福祉施設整備等補助 148,438  障がい者支援施設養和荘建替 

補装具給付 39,253 車椅子、補聴器、義足、義手等補装具交付及び修理 

交付 246件  修理 180件 

自立支援医療給付 409,734 人工透析、心臓手術等の医療費自己負担分給付 

給付件数 更生医療 12,973件  育成医療 195件 

障がい者移動支援 67,909 タクシー料金助成 

 延べ利用件数             53,139件 

自動車燃料費助成 

 延べ利用件数                         26,833件 

リフト付タクシー料金助成 

 延べ利用件数                          1,400件 

健康診断書料助成 138 助成件数                  16件 

重度障がい者寝具乾燥 210 利用件数                  37件 

障がい者ショートステイ措置 2,915 被措置者                  ２人 

小児慢性特定疾病児童日常生活

用具給付 

93 給付件数                  ３件 

特別障がい者手当等 121,550 特別障がい者手当             281人 

障がい児福祉手当             165人 

経過的福祉手当               ９人 

心身障がい者扶助料 541,864 身体１・２級、療育Ａ判定、精神１級   4,691人 

身体３・４級、療育Ｂ判定、精神２級   5,713人 

身体５・６級、療育Ｃ判定、精神３級   1,908人 

※特定疾患り患者等健康管理手当 

等 

67,533 特定疾患り患者・指定難病患者      1,465人 

小児慢性特定疾病児童              158人 

原爆被爆者                    52人 

被爆者受診旅費（広島・長崎）助成        ５人 

外国人重度障がい者福祉手当 120 受給者                    １人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 33 － 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

障がい者等介護給付及び訓練等

給付 

3,166,033 介護給付 

居宅介護等           431人 85,098時間 

療養介護             16人  5,539日 

生活介護             522人 111,938日 

短期入所            169人  6,968日 

施設入所支援          180人  58,635日 

訓練等給付 

自立訓練（機能）        ３人     135日 

自立訓練（生活）         11人    781日 

自立訓練（宿泊型）      １人   345日 

就労移行支援          104人   7,858日 

共同生活援助(グループホーム）140人  39,970日 

就労継続支援Ａ型       245人  41,179日 

就労継続支援Ｂ型        411人  67,371日 

障がい者共同生活援助事業費補助             15件 

重症心身障がい児等短期入所利用支援事業費補助 

１件 

障がい児通所支援等給付 745,330 児童発達支援         398人  18,926日 

医療型児童発達支援       ２人    172日 

放課後等デイサービス     463人  58,655日 

保育所等訪問支援        ２人        ７日 

地域生活支援事業 350,362 相談支援 

障がい者生活支援センター（４事業所） 

利用件数    7,514件 

基幹相談支援センター   利用件数   1,921件 

意思疎通支援 

手話通訳設置       利用者        634人 

手話通訳者派遣      派遣件数      467件 

要約筆記者派遣      派遣件数     10件 

日常生活用具給付                         6,237件 

移動支援           260人  23,087時間 

地域活動支援センター        224人     13,956回 

日中一時支援         134人    4,564回 

訪問入浴サービス       27人    1,312回 

自動車改造費助成               ７件 

運転免許取得費助成              ５件 

障がい者の居場所・交流の場づく

り事業助成  

209 助成件数                   ３件 

※福祉応援券 2,572 申請書提出案内送付数           14,555件 
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４目 老人福祉費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

敬老会 33,115 地域開催補助 155件 14,424人 

敬老金支給 満80歳・米寿・数え100歳   3,540人 

高齢者体育振興 166 ゲートボール大会 12チーム    69人 

全国健康福祉祭出場選手激励    11人 

家庭介護者研修 6 家庭介護のためのハートフルケアセミナー 39人 

配食サービス利用助成 28,091 利用者  636人    配食数  93,636食 

生活支援ホームヘルプサービス 

 

16,078 登録世帯  93世帯     派遣時間  7,634時間 

派遣回数  5,364回 

緊急連絡体制整備 14,553 緊急通報システム設置台数   1,035台 

緊急通報システム年間設置数    87台 

友愛電話訪問  登録者      17人 

訪問理美容サービス 10,094 利用人数  理容  1,894人 

      美容  1,407人 

生活支援ショートステイ 3,066 緊急対応ショートステイ      31人   569日 

介護者リフレッシュショートステイ １人    ３日 

生活支援ハウス運営事業委託 21,816 ２施設  入所者  25人 

高齢者賃貸住宅住み替え助成 349 助成数  ３人 

日常生活用具給付 279 電磁調理器  ８台  電子調理器 ４台 

火災警報器   ８台 

健康診断書料助成 319 助成件数   44件 

寝具乾燥交換 1,016 乾燥   年４回  布団 221枚  毛布 86枚 

交換   月２回  延べ実施回数  525回 

訪問入浴サービス 805 訪問入浴  71回 

支援困難高齢者対策 12,252 成年後見申立（市長申立）件数  11件 

支援困難高齢者特養等措置     16人 

高齢者虐待防止 163 虐待防止講演会  参加者 200人 

成年後見制度利用支援 11,760 ※高齢者・障がい者権利擁護センター開設 

 市民後見人養成研修 修了者 ５人 

要介護認定者等特別対策 95,610 介護福祉特別給付金  受給者    2,625人 

老人福祉施設入所措置 121,475 養護老人ホームしょうなあさひが丘  37人 

市外養護老人ホーム   ３施設    ８人 

老人福祉施設整備等補助 6,397  養護老人ホームしょうなあさひが丘借入金償還補助 

外国人高齢者福祉手当 1,240 支給者数   13人 

 シルバー人材センター補助 35,931 高齢者能力活用推進事業補助 

 会員 727人   延べ就業人員 55,698人 

 

５目 医療福祉費 

子ども医療費 1,503,001 医療費助成  45,189人 

心身障がい者医療費 450,917 医療費助成   3,103人 

母子・父子家庭医療費 214,057 医療費助成   6,040人 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

精神障がい者医療費 138,247 医療費助成 全疾病入通院  1,177人 

精神通院   2,262人 

後期高齢者福祉医療費 480,333 医療費助成  4,794人 

 

７目 後期高齢者医療費 

医療給付費負担金 2,256,941 後期高齢者医療広域連合への納付金 

 

８目 臨時福祉給付金給付事業費 

臨時福祉給付金 277,052 臨時福祉給付金 支給決定者  36,283人 

臨時福祉給付金支給に係る事務費 

 

 

２項 児童福祉費 

 

１目 児童福祉総務費 

養育支援訪問事業 140 訪問世帯  ４世帯 

訪問回数  15回 

家庭児童相談 2,302 相 談 日  毎週火～土曜日 

相談時間  午前９時～午後４時 

場  所  総合福祉センター 

相談件数  1,219件 

特別支援保育巡回相談 980 学識経験者 16回 

臨床心理士 40回 

児童福祉大会 113 実 施 日  ５月10日 

場  所  グリーンパレス春日井 

表 彰 者  優良児童生徒  56人 

 

２目 児童措置費 

児童手当 5,570,287 支給対象延児童数 

  ３歳未満  被用者   74,676人 

        非被用者   16,010人 

 ３歳以上  被用者   230,344人 

非被用者    59,214人 

  中学生         93,920人 

施設入所等児童        755人 

   特例給付         39,599人 

児童扶養手当 1,126,327 支給対象延児童数 

 全部支給     15,491人 

 一部支給     14,082人 

 ２子加算     12,543人 

  ３子以降加算   3,391人 

 児童扶養手当等障がい判定審査報償 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

子ども福祉手当 134,534 支給対象延児童数 

小学生以下    24,164人 

中学生      11,174人 

  高校生等     13,171人 

子育て世帯臨時特例給付金 137,559 支給対象児童数 

子育て世帯臨時特例給付金  41,880人 

私立保育園施設整備等補助 22,875 ※小規模保育園 

  あおぞら保育園、中央大和キッズ保育園、保育所お

ひさま、トットハウス春日井 

私立保育園保育実施委託等 1,708,402 私立保育園保育実施 

 14園 定員 1,532人  

保育実施児童 延べ 16,458人 

 認定こども園 

  ２園 定員   180人 

   保育実施児童 延べ  2,253人 

一時保育事業 延べ 4,943人 

 神屋保育園、天使みつばち保育園、さくら保育園、

あさひがおかこども園 

延長保育事業 延べ 1,679人 

 第一そだち保育園、第二そだち保育園、あさひにこ

にこ保育園、天使みつばち保育園、さくら保育園、

いとうたんぽぽ保育園、あさひがおかこども園、 

さくらがおかすくすく保育園、美園保育園 

特定保育事業 延べ 105人 

 天使みつばち保育園 

子育て支援センター事業 

 神屋子育て支援センター（神屋保育園内） 

休日保育事業 延べ 397人 

  さくら保育園、あさひがおかこども園 

 認可外保育施設健康診断事業補助 

  補助件数 ５施設 24人 

※認定こども園運営費等補助 

 （運営費、給食費、幼児教育活動支援事業費） 

  あさひがおかこども園、ぶどうの木美園幼稚園 

※認定こども園特例運営費補助（平成27年度のみ） 

  あさひがおかこども園、ぶどうの木美園幼稚園 

特別支援保育実施委託 17,264 柏井保育園、第二そだち保育園 

病後児保育事業委託 22,368 ３施設 延べ 1,278人 

児童ショートステイ 264 ６件 ８人  延べ 48日 
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３目 母子福祉費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

母子家庭等自立支援 12,849 母子家庭等日常生活支援     １世帯 

高等職業訓練促進給付金     12件 

高等職業訓練修了支援給付金   ２件 

自立支援教育訓練給付金     ３件 

ひとり親家庭生活支援 

 ひとり親家庭情報交換事業   13人 

母子生活支援施設入所 36,924 市外施設委託     14世帯  49人 

 

  ４目 保育園費 

保育園改修等 157,868 坂下南保育園外壁改修その他工事 

松原保育園外壁改修その他工事 

西部保育園外壁改修その他工事 

桃山保育園外壁改修その他工事 他 

 

５目 次世代育成支援対策費 

放課後児童健全育成 314,306 子どもの家 

社会福祉法人春日井市社会福祉協議会  30施設 

特定非営利活動法人学童保育所イルカクラブ 

                   ３施設 

民間児童クラブ運営費補助       ８クラブ 

※放課後児童クラブ開所準備費補助    １クラブ 

放課後児童健全育成事業利用費補助     138人 

ファミリー・サポート・センター 3,486 子育て子育ち総合支援館 

  会員数（平成27年度末現在） 901人 

 援助活動 1,990件 

地域子育て支援拠点事業 4,800 子育て応援広場 キッコロ 

利用者数 12,849人 

子育て支援サークル助成 100 子育て支援サークル助成 １団体 

子育て支援事業 26 子育てサポートキャラバン隊 

こんにちは赤ちゃん訪問  4,017 こんにちは赤ちゃん訪問 面接件数  2,542件 

親支援事業 200 カンガルーひろば  

５グループ 各４回  参加者 延べ 109人  

児童センター事業 15,884 利用者数 80,388人  

交通児童遊園 10,071 利用者数 80,271人 

おいでよ交通児童遊園 

実施日 ５月５日  参加者 927人  

交通児童遊園フェア 

実施日 11月14日  参加者 441人（雨天） 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

子育て子育ち総合支援館 34,985 利用者数  77,907人 

一時預かり  5,108人 

げんきっ子会議  

実施日 11月21日  参加者 147人 

※放課後児童クラブ運営開始 

東部子育てセンター 24,277 利用者数  20,881人 

一時預かり  2,884人 

※非常時乳幼児用品備蓄 4,074  

 

６目 青少年育成費 

わいわいカーニバル 

 

 

4,000 わいわいカーニバル2015ＫＡＳＵＧＡＩ 

 実施日 ５月10日 

 場 所 落合公園・グリーンパレス春日井～ 

     ふれあい緑道～三ツ又ふれあい公園 

 参加者 59,000人 

子ども・若者総合相談 1,497 電話相談 

相 談 日 毎週月～土曜日 

時 間 午後３時～午後７時 

相談件数 275件 

Ｅメール相談 

相談件数  ７件 

青少年健全育成推進会議事業 1,500 青少年健全育成市民大会 

 実施日 11月10日  

 場 所 市民会館 

参加者 986人 

夏・冬ふれあい運動 

子ども応援団「地域のおじさん・おばさん」 

（平成27年度末現在）  719人 

青少年の居場所づくり事業助成 200 青少年の居場所づくり事業助成  ２団体 

補導事業 2,059 補導活動 

 少年指導員数          185人 

 街頭補導実施回数        749回 

 声をかけた少年の延べ人数   1,096人 

子ども・若者総合支援地域協議会 35 代表者会議 １回 

実務者会議 

 要保護児童対策部会  12回 

 子ども・若者支援部会 １回 
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３項 生活保護費 

 

１目 生活保護総務費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

セーフティネット支援対策等事

業 

 

8,252 診療報酬明細書等点検、収入資産状況把握、扶養義 

務調査、体制整備強化、関係職員等研修啓発、業務 

効率化 

中国残留邦人等生活支援事業 46 相談日 毎週金曜日 

時 間 午前10時～正午 

 

２目 扶助費 

 生活保護費 5,169,941 

 

        延べ対象者      扶助額 

生活扶助    34,292人   1,706,421千円 

住宅扶助    34,756人        839,655千円 

教育扶助     3,052人         33,187千円 

介護扶助     5,865人        146,644千円 

医療扶助    31,660人      2,404,912千円 

出産扶助           16人          5,584千円 

生業扶助          899人         14,504千円 

葬祭扶助           60人         12,204千円 

施設事務費         48人          6,505千円 

就労自立給付金   ７人           326千円 

中国残留邦人等生活支援給付 2,696 生活支援給付     24人          1,193千円 

住宅支援給付       24人            536千円 

医療支援給付    24人            967千円 

 

 

４項 災害救助費 

 

１目 災害救助費 

 災害見舞金、弔慰金 430 見舞金支給 ９件 

 

 

４款 衛生費 

１項 保健衛生費 

 

１目 保健衛生総務費 

在宅医療支援 2,350 在宅医療支援情報ネットワークシステム機器借上 

健康管理事業団運営費補助 91,343  

春日井小牧看護専門学校管理組

合負担金 

94,255  
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

健康管理施設小工事 50,483 健康管理センター解体工事 

保健センター空調設備更新工事 

健康管理施設管理 598,732 休日・平日夜間急病診療 

 土曜日           1,436人 

 日曜・祝休日        10,069人 

 平日夜間          1,667人 

保健予防事業 

人間ドック         8,781人 

脳ドック          1,135人 

基本健診          2,704人 

生活習慣病予防健診       16人 

 骨密度検査             3,790人 

子宮がん検査              1,217人 

乳がん検査         1,970人  

ヤング健診                  956人 

※健康マイスター養成 認定者数  32人 

 

２目 保健予防費 

健康づくり推進 982 健康救急フェスティバル    参加者  7,136人 

健康生活支援 1,763 離乳食教室       42回   参加者  2,005人 

市民健康づくり講座 ５回   参加者    283人 

健康手帳                 交付人数    925人 

メンタルヘルス対策 716 精神科医等による相談    相談件数   51件 

 こころの健康自己診断ツール（こころの体温計） 

※健康マイレージ事業 1,018 マイレージ推進講演会     参加者   89人 

チャレンジシート配付数        28,582枚 

あいち健康づくり応援カードまいか交付数 1,384枚 

健康診査等 635,682 生活保護健診         受診者    336人 

胃がん検診          受診者 15,101人 

大腸がん検診         受診者 21,156人 

子宮がん検診         受診者 10,098人 

乳がん検診          受診者 12,544人 

肺がん検診          受診者 24,570人 

前立腺がん検診         受診者 10,304人 

肝炎ウイルス検診       受診者  1,737人 

ピロリ菌検査         受診者   381人 

女性特有のがん検診推進 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

口腔衛生 29,687 すこやか歯科健診 

（対象 40、45、50、55、60、65、70歳） 

受診者  3,157人 

妊産婦歯科健診        受診者  1,008人 

歯周病予防教室  ４回    参加者   50人 

フッ化物塗布 

 乳幼児               受診者   1,707人 

小学校１～３年生      受診者  3,921人 

歯科保健指導   22回    参加者  2,210人 

歯の健康教室   ２回    参加者  8,325人 

感染症予防対策 831,439 定期予防接種 

ＢＣＧ       （集団）接種者  2,954人 

ヒブ        （個別）接種者  11,414人 

小児用肺炎球菌   （個別）接種者  11,450人 

四種混合      （個別）接種者 11,634人 

三種混合      （個別）接種者     25人 

ポリオ       （個別）接種者    275人 

麻しん風しん混合  （個別）接種者  5,561人 

麻しん       （個別）接種者     ０人 

風しん       （個別）接種者     ０人 

水痘                （個別）接種者   6,416人 

 日本脳炎      （個別）接種者 11,740人 

二種混合      （個別）接種者  2,271人 

子宮頸がん     （個別）接種者      ０人 

高齢者インフルエンザ（個別）接種者 36,213人 

高齢者肺炎球菌      （個別）接種者   6,310人 

任意予防接種支援 

高齢者肺炎球菌   （補助）      671人 

 風しん       （補助）       270人 

※新型インフルエンザ住民接種用品備蓄 

 春日井市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づ

く住民接種の用品の備蓄  

※感染症対策活動用物資備蓄 

 感染症の予防及びまん延の防止として実施する消毒

用の物資の備蓄 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

集団乳幼児健康診査 25,529 ４か月児健康診査 

 実施 60回  受診者 2,905人 

１歳６か月児健康診査 

 実施 54回  受診者 2,760人 

母親歯科健診 

 実施 24回  受診者  449人 

３歳児健康診査 

 実施 53回  受診者 3,007人 

不妊治療費等助成 4,644 助成件数 155件 

個別妊婦・乳児健康診査 317,147 妊婦健康診査  延べ受診件数 39,174件 

乳児健康診査  延べ受診件数  4,953件 

母子健康手帳交付 1,594 母子健康手帳交付    3,129冊 

母と子のしおり交付   3,494冊 

母子保健健康教室等 7,020 新生児・乳幼児・未熟児訪問指導 

 訪問件数    1,842人 

パパママ教室    実施 24回  参加者  641人 

日曜パパママ教室  実施 12回  参加者 943人 

おやこ教室     実施 36回   参加者 375人  

乳幼児健康相談   実施 24回  参加者 542人 

歯っぴー歯科相談  実施 24回  参加者 155人 

未熟児養育医療 21,535 申請延べ件数     96件 

妊産婦ケア 6,213 延べ利用者数    740組 

 

３目 火葬場費 

尾張東部火葬場管理組合負担金 80,602  

 

 

２項 環境対策費 

 

１目 環境対策費 

地球温暖化防止対策 22,666 地球温暖化対策機器設置費補助        

  太陽光発電システム    387件 

  太陽熱利用システム     18件 

  燃料電池システム           70件 

緑のカーテン 

エコオフィス認定       47社 

エコツアー                     

 エコライフセミナー      ２回  

※省エネ・節電セミナー     ２回 

エコドライブ講習会 他 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

環境都市推進 3,104 環境まちづくりパートナーシップ会議 

市民環境フォーラム 

河川浄化モデル地区  16地区 

エコワールド 他 

合併処理浄化槽設置費補助 94,580 補助件数 298基 

環境監視調査 8,410 大気汚染常時監視調査     ２地点 

自動車騒音測定調査      ６路線 

ダイオキシン類等大気調査   ２地点 他 

自然環境保全推進 1,302 自然観察会・自然環境学習会 ３回開催 

希少野生動植物種保護啓発 他 

狂犬病予防 6,727 犬の登録数  20,467頭 

犬の登録・狂犬病予防注射事務 

飼い主のいない猫対策 3,130 去勢・避妊手術費補助    286頭 

雑草対策 1,326 草刈機点検整備 他 

 

 

３項 清掃費 

 

１目 清掃総務費 

資源分別収集 472,219 プラスチック製容器包装・金属類等収集運搬業務委託 

プラスチック製容器包装選別･圧縮梱包･保管業務 

委託 

缶、ガラスびん、ペットボトル収集運搬業務委託 

古紙等収集運搬業務委託 

資源回収団体奨励金 179団体 他 

環境美化啓発 8,204 かすがいクリーン大作戦 ２回 

環境美化指導員     ６人 

環境美化啓発用資材 他 

ごみ減量啓発 5,144 生ごみ減量講座 ４回 

「環境カレンダー」、小学校社会科副読本「くらしと

ごみ」、「生ごみ減量ガイドブック」、「資源・ごみの出

し方便利帳」、「家庭から出る資源・ごみ品目別一覧」

作成  

家庭用生ごみ処理機購入費補助金 40件 他 

リサイクルプラザ啓発 2,302 フリーマーケット  ３回 

エコメッセフェスタ １回 

講座        60回 

再利用品（家具類、自転車）の展示・販売 ６回 他 
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２目 ごみ処理費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

一般廃棄物最終処分場整備 1,695,408 一般廃棄物最終処分場建設工事 他  

不法投棄防止 10,415 不法投棄監視業務委託 

啓発看板 他 

 

３目 し尿処理費 

衛生プラント整備 6,404 衛生プラント整備に係る発注・技術支援業務委託  

 

 

５款 労働費 

１項 労働費 

  

１目 労働諸費 

勤労福祉会館小工事 18,556 体育館耐震補強その他工事 他 

勤労者資金融資 30,000 融資件数 166件  

 

 

６款 農林水産業費 

１項 農業費 

 

１目 農業委員会費 

農地基本台帳整備 2,556 所有農地・耕作地等調査 他 

 

３目 農産費 

 農業祭 800 農業祭（夏・秋の農業祭、ぶどうコンクール） 

生産調整対策 720 転作補助 他 

有害鳥獣駆除対策 2,412 鳥獣被害防止対策事業補助 

有害鳥獣捕獲 他 

担い手育成支援 17,098 かすがい農業塾 

親子で農業体験 

農地利用集積促進奨励金 

地域農政総合推進対策事業補助 

 市民農園整備事業補助 

※新型市民農園基本計画策定 

ＪＡ尾張中央地域担い手育成総合支援協議会負担金    

農業資金融資利子助成 111 農業経営基盤強化資金利子補給補助 ２件 

 水田農業経営所得安定対策推進 2,627 経営所得安定対策等推進事業費補助 

 

４目 農地費 

 土地改良 13,305 中池洪水吐改修工事実施設計 

茨池地区防災ダム事業負担金 他 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

土地改良事業補助 9,336 高山自動除塵機清掃委託 

牛山蓮原地区かんがい排水施設等工事 他 

愛知用水二期事業建設負担金 12,518  

 

 

２項 林業費 

 

１目 林業振興費 

森林病害虫等防除事業 659 カシノナガキクイムシ防除 

 

 

７款 商工費 

１項 商工費 

 

１目 商工総務費 

産学連携促進事業 2,000 産学連携促進事業補助 

かすがいビジネスフォーラム事  

 業 

3,500 期間  11月19日～20日  

ビジネスマッチング商談会 他 

就業支援事業 1,000 就職フェア 実施 ２回  参加者 198人 

サボテンブランド構築事業 1,500 サボテンブランド育成事業費補助 

中小企業相談所事業 3,000 中小企業相談事業等補助 

経済講演会開催事業 309 実施日 １月18日  参加者 280人 

勝川駅前公営施設管理 118,239 ルネック催事場会議室利用件数 2,309件（35,459人) 

ルネックスポーツクラブ利用者数    56,692人 

ホテルプラザ勝川２、４、５階利用件数 

  1,740件（88,721人) 

勝川駅前地下駐車場管理 26,521 利用台数 91,816台 

勝川駅南口立体駐車場管理 15,650 利用台数 56,133台 

 

  ２目 商工業振興費 

工場新増設・移転事業 260,958 助成件数    15件 

事業所等拡大事業 103,611 助成件数    27件 

設備投資助成事業 104,144 助成件数    26件 

※職場環境向上事業 3,779 助成件数   ４件 

※工業振興共同事業 1,981 助成件数   ４件 

防災関連助成事業 4,015 助成件数   ２件 

産学共同研究事業 2,729 助成件数   60件 

知的財産権取得事業 4,717 助成件数   51件 

マーケティング支援事業 16,512 助成件数    95件 

※中小企業販路拡大等支援事業 18,417 中小企業販路拡大等支援事業補助 

中小企業退職金共済事業 1,628 

 

助成人数 中小企業退職金共済制度加入者 29人 

     特定退職金共済制度加入者   45人 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

地域貢献助成事業 1,886 助成件数   11件 

企業信用力向上事業 1,600 助成件数   ６件 

研修事業 2,149 助成件数   131件 

産業人材育成事業 192 助成件数   １件 

経営者セミナー、ＢＣＰセミナーを実施 

若手後継者等育成事業 13 助成件数   １件 

雇用促進支援事業 3,900 助成件数   ２件 

※専門家派遣支援事業 78 助成件数   ２件 

小規模企業等振興資金融資信用

保証料助成 

67,434 助成件数 通常資金     238件 

     小規模企業資金  264件 

創業支援利子補給 7,299 助成件数   102件 

小規模事業者経営改善資金利子

補給 

1,938 助成件数   49件 

商業振興活性化事業 6,762 助成団体数 

催事等運営事業      ２団体 

施設整備事業       １団体 

  国・県採択事業支援    ４団体 

商店街地域交流促進事業 2,107 助成団体数  12団体 

商店街街路灯事業 6,329 助成団体数  14団体 

商店街空き店舗活用事業 2,213 助成件数   14件 

商店育成モデル事業 1,007 助成件数   ２件 

地域活性化助成事業 217,080 プレミアム付商品券・建設券発行事業 

工業団地シャトルバス運行事業 1,944 工業団地シャトルバス運行業務委託  

小規模企業等振興資金融資 800,000 融資件数 通常資金     234件 

     小規模企業資金  277件 

中小企業資金融資 35,000 融資件数   429件 

 

  ３目 観光費 

春日井市観光コンベンション協 

会補助 

5,750 ※移動販売事業 ４地区 

サボテンフェア、写真コンクール 他 

 

 

８款 土木費 

２項 道路橋りょう費 

 

２目 道路整備費 

幹線道路整備 266,351 舗装延長       4,483ｍ 

市道、側溝整備等 278,515 市道、側溝整備     6,445ｍ 

歩道切下げ      １か所 

狭あい道路整備 2,998 狭あい道路整備    48か所 
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３目 道路安全対策費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

交通安全施設設置 83,701 道路照明灯設置 道路照明灯新設（ＬＥＤ） ６基 

                道路照明灯建替（ＬＥＤ） ３基 

    簡易照明灯新設（ＬＥＤ） １基 

簡易照明灯取替（ＬＥＤ化）32基 

防護柵設置   延 長           454ｍ 

道路反射鏡設置              36基 

区画線設置   延 長         15.0km 

交差点改良 9,005 ２か所 

あんしん歩行エリア整備 1,624 市道7605号線外１路線歩道整備工事 他 

道路安全施設管理費 114,582 道路法面・土工構造物修繕計画策定業務委託 

 

  ４目 橋りょう整備費 

橋りょう整備 203,378 天王橋改築工事 

道路橋定期点検 

上野跨道橋耐震補強工事 他 

 

 

３項 河川費 

 

１目 河川整備費 

雨水流出抑制対策 155,405 ※細木公園雨水調整池築造（H27･28施工） 

貯水量7,380㎥ 

東山第１排水路整備 71,375 東山第１排水路整備 延長 123.2ｍ 

南下原排水路整備 108,362 南下原排水路整備  延長  151.7ｍ 

小排水路整備 87,748 町屋地区 外23地区 

延長   600ｍ 

家庭雨水利用促進補助 697 雨水浸透桝・貯留タンク設置補助  21件 

浄化槽転用補助          １件 

 

 

４項 都市計画費 

 

１目 都市計画総務費 

都市計画決定事務 743 用途照会情報更新等業務委託 他 

都市計画基礎調査 4,816 立地適正化計画策定基礎調査等委託 他 

都市景観推進事業 408 ボランティア活動保険料 

都市景観アドバイザー謝礼 他 

※街づくり支援制度 81 街づくり支援制度パンフレット作成代 他 
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２目 土地区画整理費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

組合施行土地区画整理事業負担

金・補助金 

379,605 熊野桜佐土地区画整理事業 

81,247 西部第二土地区画整理事業 

22,986 西部第一土地区画整理事業 

土地区画整理事業清算金融資預

託金 

443 貸付件数  １件 

 

３目 街路事業費 

高座線整備 106,388 用地取得    376.6㎡ 

道路築造工事   100ｍ 

橋りょう築造      10ｍ 

都市交流拠点整備 

 

1,154,458 ＪＲ春日井駅自由通路新設及び橋上駅舎化工事 

ＪＲ春日井駅自由通路新設等に伴う支障移転等工事 

※ＪＲ春日井駅自由通路情報発信・防災施設等整備工事 

ＪＲ春日井駅北口交通広場関係機関協議資料作成等

業務委託 

 

５目 公園費 

 公園整備・小工事 107,545 しょうな公園築造等整備 

水林公園外14公園公園施設改修工事 

乙輪公園便所建替工事 

ウォーク大会 542  参加者 約1,300人 

 

６目 緑化振興費 

緑化啓発事業 5,000 花のまちづくりコンクール 秋実施 

さつき展 期間 ５月31日～６月６日 

盆栽展  期間 10月23日～25日 

 菊花大会 1,150  期間 11月１日～７日 

 場所 市役所１階 市民ホール及び市民サロン 

緑化保全事業 347 築水池周辺湿地等雑木除伐委託 

 緑化振興基金積立金     628   平成27年度末現在高 244,856千円 

 

 

５項 住宅費 

 

１目 住宅管理費 

市営下原住宅整備 381,608 ※市営下原住宅建替工事 他 

市営住宅小工事 34,385 市営大留新住宅解体工事 他 

コミュニティ住宅小工事 21,683 勝川第１コミュニティ住宅外壁改修工事 他 
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９款 消防費 

１項 消防費 

 

１目 常備消防費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

消防出初式 2,059 実施日  １月９日 

場 所  温水プール駐車場 

参加者・参観者    2,000人 

応急手当・普及啓発活動 1,751 応急手当講習会 337回 9,605人 

健康救急フェスティバル 

実施日 ９月６日 

場 所 総合体育館 

参加者 救急ひろば 692人 

火災予防啓発事業 941 火災予防運動 

 春 ３月１日～７日、秋 11月９日～15日 

危険物安全週間 ６月７日～13日 

防火管理講習 甲種新規講習 ４回 修了者 238人 

       甲種再講習  １回 修了者  13人 

       乙種講習   ４回 修了者  75人 

消防クラブ育成 

 少年消防クラブ 53クラブ 

 幼年消防クラブ 61クラブ 

 少年消防クラブ員愛知県消防学校１日入校 

７月31日 

 消防ひろば           ３回 2,036人 

 住宅用火災警報器設置等予防啓発 

消防職員研修 15,383 救急救命士養成研修    ２人 

気管挿管講習       ２人 

薬剤投与講習       ４人 

 愛知県消防学校      47人 

 消防大学校        ３人 

 救助技術発表会 

  東海地区指導会 実施日 ７月29日 

          場 所 三重県消防学校 

  全国大会    実施日 ８月29日 

          場 所 神戸市 

 

  ２目 非常備消防費 

自主防災組織活動 6,754 平成27年度末現在  224組織 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

消防団員研修 2,512 消防操法大会 

実施日  ８月８日 

場 所  豊川市 

  参加者  春日井市消防団第５分団 

 実務研修 

  15回実施 参加消防団員 延べ245人 

 

  ３目 消防施設費 

消防車両整備 92,867 屈折はしご車梯体分解整備業務委託 

災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車 １台購入 

災害対応特殊救急自動車 １台購入 

指導車 １台購入 

耐震性防火水槽整備 18,301 美濃町・勝川町西地内 耐震性貯水槽設置工事 他 

消防施設小工事 56,629 消防署南出張所外２出張所仮眠室改修工事 

通信指令室仮眠室整備工事 

消防署北出張所電気設備改修工事 

通信指令室機械室エアコン設置工事 

消火栓標識設置工事 他 

 

４目 水防費 

水防訓練、水防資材等整備 1,872  春日井市水防訓練 

実施日 ５月31日 

  場 所 山王小学校 

 

 

10款 教育費 

１項 教育総務費 

 

  ２目 事務局費 

教育委員会表彰 40 被表彰者             ２団体及び３人 

※教育大綱策定 238  

私立幼稚園就園奨励費補助 479,800 生活保護世帯                   ４人 

市民税所得割非課税世帯          183人 

市民税所得割課税世帯            3,562人 

私立幼稚園運営費等補助 39,780 私立幼稚園運営費補助            21園 

私立幼稚園協議会運営費補助 

私立幼稚園給食費補助            46園 

私立幼稚園幼児教育活動支援事業費補助    15園 

私立高等学校授業料補助 8,616 補助人数                  848人 
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３目 教育指導費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

野外教育推進 7,732 対象   小学校５年生、中学校１年生 

バス借上 延べ 339台 

小学生男鹿市交流 3,472 交流先  秋田県男鹿市 

 訪問  期間 ８月４日～７日 参加児童 38人 

 来訪  期間 10月16日～19日 来訪児童 19人 

     交流会 318人  

中小学校文化連盟事業支援 2,315 中小学校教育文化連盟事業補助 

東海吹奏楽コンクール１部門（三重県） 

出場校１校50人 

 東海アンサンブルコンテスト２部門（静岡県） 

出場校２校14人 

中高吹奏楽ジョイントコンサー

ト 

1,350 実施日  11月８日 

場 所  市民会館 

参加校  中学校 15校、 高等学校 ７校 

中小学校体育連盟事業支援 8,135 中小学校体育連盟事業補助 

生徒・児童大会派遣費、大会消耗品 他 

東海大会９競技（三重県）出場校９校 64人 

全国大会５競技（北海道、青森県、秋田県、岩手県） 

出場校７校 21人 

小中学校指導書購入等 174,385 小中学校教師用指導書、児童生徒副読本 

児童生徒指導  401 小中学校生徒指導活動 

中・高生徒指導連絡協議会 

教育研究所 3,836 教職員研修等 

教育研究指定校 800 出川小学校（ＩＣＴ活用の学習指導研究） 

日本語教育講師 6,381 講師 ４人  派遣校 38校 

中学校部活動指導 33,224 柔剣道専門講師 

 講師 12人  派遣校 剣道 11校、柔道 １校 

  延べ 584回 

中学校部活動専門講師 

講師 音楽・美術部     26人 

   音楽・美術部以外の部 59人 

派遣校 15校 

音楽・美術部         延べ1,252回 

音楽・美術部以外の部    延べ5,209回             
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

学校生活支援 26,185 いじめ・不登校対策 

いじめ・不登校相談室 

  相談日   月～金曜日 

  相談員   ４人   相談件数  165件 

適応指導教室 

  開設日   月～金曜日 

  定 員   20人 

適応指導教室専任指導員   ４人 

カウンセラー             １人 

心の教室相談員 

派 遣  小学校   38人 38校 

相談室「ひまわり」 

相談日   月３回 

相談員   ３人   相談件数   99件 

※スクールカウンセラー 

派 遣  小・中学校 ５人 29校 

外国語指導助手 48,017 全小中学校（53校） 

外国語指導助手  13人 

教職員研修 9,500 現職教育研修（校内研修）、教科等指導・生徒指導研

修、専門研修、課題研修、職務研修、経験者研修、社

会科副読本作成・理科学習資料作成 他 

中学校進路指導補助 2,468 中学生進路指導 

総合学習推進 2,891 全小中学校（53校）実施 

少人数指導支援対策 155,726 少人数指導・困難学級等対応非常勤講師 86人 

特別支援教育介助員 ４人 

キャリア教育推進事業 749 「あいち・出会いと体験の道場」推進事業  

中学校15校 

※書道科事業 5,758  実施校  小学校 20校 

創意と活力のある学校づくり 5,000 実施校  小学校 25校、中学校 10校 

保護者と学校のかけはし 8,793 スクールソーシャルワーカー ３人 

活 動 日 月～金曜日 

支援件数 43件 

※特別支援教育支援事業 4,424 特別支援教育支援員 ６人 ６校 

小中学校保健 34,321 薬物乱用防止指導 

 巡回講演 小学校 ９校 中学校 ７校 

寄生虫卵・ぎょう虫卵検査、就学時健康診断、Ｂ型肝

炎予防接種、レントゲン撮影、心電図、子宮がん・大

腸がん検診 他 

保健室整備 11,201 薬剤・備品購入、ＡＥＤリース 他 

放課後なかよし教室 69,356 開設数 小学校 38校 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

※土曜チャレンジ・アップ教室 626 実施校 ４校（勝川・藤山台・松原・北城小学校） 

実施回数 31回 参加者数 延べ1,048人 

学校と地域の連携推進 167 学校と地域の連携推進事業（藤山台中学校区）  

 

 

２項 小学校費 

 

１目 学校管理費  

学校管理費 695,956 体育館照明落下防止対策 

学校トイレ環境改善 他 

 

２目 教育振興費  

教材教具・課外活動器具 398,233 コンピュータ機器リース、インターネット接続用機器

リース、児童用図書購入、楽器購入 他 

就学援助 90,901 学用品、学校給食、修学旅行等の費用援助 

 要保護児童      118人 

 準要保護児童   1,471人 

特別支援教育就学奨励 5,298 学用品、学校給食、修学旅行等の費用援助 

 対象児童        213人 

 

３目 学校建設費 

新藤山台小学校新設整備 2,430,051 新藤山台小学校新築工事 

新藤山台小学校外構工事 

新藤山台小学校新築工事監理委託 

校舎等小工事 557,566 外壁改修工事 １校 

（小野小学校） 

体育館建具改修工事 １校 

（勝川小学校） 

給水管改修工事 ３校 

（岩成台・中央台・岩成台西小学校） 

シャワー設置工事 ６校 

（勝川・牛山・西尾・高森台・中央台・岩成台西小学

校） 

防火戸取替工事 ２校 

（鷹来・坂下小学校） 

※普通教室空調機設置工事 ８校 

 （柏原・味美・春日井・松原・坂下・山王・丸田・ 

鳥居松小学校） 

芝生化事業 4,421 大手小学校グラウンド 
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３項 中学校費 

 

１目 学校管理費  

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

学校管理費 328,471 体育館照明落下防止対策 

学校トイレ環境改善 他 

 

２目 教育振興費 

教材教具・課外活動器具 175,531 コンピュータ機器リース、インターネット接続用機器

リース、生徒用図書購入、楽器購入 他 

就学援助 79,768 学用品、学校給食、修学旅行等の費用援助 

 要保護生徒     84人 

 準要保護生徒   840人 

特別支援教育就学奨励 3,275 学用品、学校給食、修学旅行等の費用援助 

 対象生徒     90人 

卒業記念品 1,166 卒業記念品購入  対象生徒 3,036人 

 

３目 学校建設費 

校舎等小工事 863,308 武道場天井改修工事 ８校 

（東部・坂下・高蔵寺・藤山台・高森台・南城・石尾 

台・岩成台中学校） 

※普通教室空調機設置工事 15校 

（東部・中部・西部・坂下・高蔵寺・藤山台・知多・ 

鷹来・松原・高森台・柏原・味美・南城・石尾台・ 

岩成台中学校） 

 

 

４項 社会教育費 

 

１目 社会教育総務費 

スポーツ・ふれあい財団運営費補   

助 

509,235 ラジオ体操事業 

かすがい！スポーツフェスティバル 他 

 

２目 社会教育事業費 

ふれあい教育セミナー 6,214 家庭教育の意義及び役割を学ぶ場として、ふれあい教

育セミナーを実施 全67セミナー 

成人式 4,060 実施日  １月11日 

場 所  総合体育館 

参加者  2,423人 

生涯学習情報発信事業 1,340 生涯学習情報誌発行 年４回 各1,500部 

生涯学習情報サイト運営 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

かすがい熟年大学 1,308 講座実施 54回 

 コース ４コース 

｢生活｣、｢歴史｣、｢文学｣、｢健康科学｣ 

 受講者 580人 

大学連携講座 430 15講座  45回実施  受講者 延べ842人 

講師発掘・登用事業 85 市民から講座の企画を公募し、応募者自らが講師とし

て行う講座を実施 17講座 

施設予約システム 2,616 愛知県内の市町が共同で利用する公共施設の予約シ

ステムを実施 

※出前公民館講座 25 ４講座  ５回実施  受講者 延べ154人 

青年の家小工事 57,672 青年の家空調設備改修工事 

青年の家講座 399 講座実施 延べ44回  受講者 延べ528人 

 

３目 公民館費 

鷹来公民館小工事 50,760 鷹来公民館外壁改修その他工事 

坂下公民館小工事 34,506 坂下公民館太陽光発電設備設置工事 

中央公民館講座 1,450 講座実施 延べ169回  受講者 延べ4,477人 

知多公民館講座 2,019 講座実施 延べ189回  受講者 延べ4,058人 

鷹来公民館講座 1,776 講座実施 延べ170回  受講者 延べ3,998人 

坂下公民館講座 1,305 講座実施 延べ149回  受講者 延べ2,734人 

 

４目 野外教育センター費 

少年自然の家小工事 23,050 少年自然の家研修棟エレベーター取替工事 他 

少年自然の家事業 3,341 野外活動振興事業運営委託 

第５回緑と花のフェスティバル（第２会場） 

  期 間 ４月29日～５月６日 参加者 9,900人 

夏休み野外活動補助業務委託 

都市緑化植物園小工事 15,142 都市緑化植物園受水槽取替工事 他 

都市緑化植物園事業 4,097 都市緑化植物園事業委託 

第５回緑と花のフェスティバル（第１会場） 

  期 間 ４月29日～５月６日 参加者25,500人 

  グリーンピアコンサート 

   実 施 101回 参加者 延べ14,720人 

 講習会・展示会 

 園芸教室等実施 1,681人 

展示会 45回 延べ 181日 

  全国都市緑化あいちフェア 

   期 間 ９月12日～11月８日 

   サテライト会場 延べ 79,700人 
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５目 文化財費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

内津文化財祭 540 実施日  ５月10日 

場 所  内々神社 

参加者  800人 

文化財保護 609 文化財案内看板修繕 

文化財防火デー活動 

「郷土誌かすがい」発行 227 「郷土誌かすがい」発行  年１回 

民俗考古調査 14,243 発掘調査及び調査資料の整理 

「篠木第２号墳」発掘調査報告書発行 

民俗・歴史資料の収集及び記録・保存・整理事業 

ハニワまつり 3,523 実施日  10月24日 

場 所  二子山公園 

参加者  9,600人 

指定文化財・郷土芸能保存 3,268 指定文化財保存事業補助  ９団体 

郷土芸能保存補助     29団体 

埋蔵文化財調査 7,161 市内遺跡試掘・確認調査 

市内遺跡調査概要報告書発行 

埋蔵文化財資料の整理及び活用 

文化財継承 445 郷土芸能出前講座      １校（北城小学校） 

文化財ボランティア養成講座       ２回 

親子体験教室              ５回 

民俗考古展示室企画展示         ７回 

 

６目 道風記念館費 

道風記念館事業 6,918 展示 

特別展「八代集の古筆」   観覧者  500人  

企画展「おののとうふう 

～和様の書をつくった三跡～」 

        観覧者 1,488人 

「生誕110年  

梶田東崖の書」  観覧者 1,578人 

 館蔵品展 ３回       観覧者 4,835人 

道風記念館講座「書の歴史（日本編Ⅰ）」 

受講者   55人 

「小島切を書く」受講者   32人 

ワークショップ「道風くん修行場」６回  各32人     

       「道風くんにチャレンジ！」 

                ２回  各40人 

       「はじめてのふで」６回  各16人    

第34回道風の書臨書作品展  応募点数  4,058点 

道風記念館だより  年１回発行     5,000部 
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７目 図書館費 

事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

図書購入 40,000 図 書    16,914冊 

 一般    11,224冊 

児童     5,690冊 

紙芝居        172巻 

ＤＶＤ      348点 

新聞・雑誌等    342誌 

読書啓発 3,539 ブックスタート事業 

 回 数  60回 

 参加者  2,907組の親子 

小中学校読書感想文コンクール 応募総数 18,981点 

小中学校読書感想画コンクール 応募総数 16,310点 

読書感想文書き方教室     参加者    171人 

「こどもの読書週間」行事 

 期 間 ４月23日～５月12日 

 参加者 291人 

「読書週間」行事 

 期 間 10月27日～11月９日 

 参加者 165人 

本のリサイクル会       参加者  1,000人 

 障がい者図書サービス 431  録音図書・点字図書の製作 

  点字データ  60種 

  デイジー図書 22種 

  音訳技術講習会 初級編 12回 受講者 ６人 

 

８目 社会体育費 

新春春日井マラソン大会 10,991 実施日  １月10日 

参加者  8,707人 

市民体育大会 3,109 種 目  軟式野球、剣道等 37種目 

参加者  11,929人 

高校生スポーツ大会 1,329 期 間  ７月４日～８月５日 

種 目  サッカー、バスケットボール等 

 13競技23種目 

参加者  3,919人 

学校区体育振興 87 学校区体育振興会交流大会 

 実施日  11月15日 

 参加者  258人 

レクスポ普及・振興 1,000 レクリエーションスポーツ祭 

 実施日  ６月14日   

 参加者  2,856人 
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事 業 名 事業費(千円) 主 な 内 容 

学校体育施設開放 1,707 体育館・武道場開放 小中学校 53校 

登録団体 485団体  利用者 延べ 282,316人 

校庭開放  高校  ７校 

 利用者 延べ 655人 

スポーツ応援事業 2,705 文化スポーツイベント補助 

全国大会等出場 個人 154人  団体 10団体 

全国大会等開催 １団体 

スポーツ賞表彰・全国大会等支援 1,091 表彰    個人 53人  団体 ３団体 

全日本女子学生剣道優勝大会 

 開催日  11月８日 

  参加者  560人 

全国高等学校剣道選抜大会 

 期 間  ３月27日～28日 

  参加者  758人 

スポーツ振興基金積立金 75 平成27年度末現在高 117,224千円 

 

９目 社会体育施設費 

総合体育館等体育施設小工事 59,107 総合体育館 

冷温水発生機改修工事実施設計業務委託 

第３期空調機取替工事 他 

温水プール 

中央監視及び制御装置更新実施設計業務委託 

キャットウォーク増設その他工事 

温水ポンプ取替工事 他 

 市民球場 

  西側階段改修工事 

グラウンド小工事 8,208 グラウンド防球ネット設置工事 

中央公園外１公園 

 

 

５項 学校給食費 

 

１目 学校給食費 

調理場小工事 104,566 白山・稲口・前並調理場厨房機器取替工事 他 

食育推進給食会運営費補助 661,068  

学校給食調理等 1,297,184 食育推進給食会事業委託 

給食物資の調達及び調理、食育推進 

 食物アレルギー対応給食 他 

 


