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Ⅰ　令和元年度補正予算の概要

　　＜一　般　会　計＞ （単位：千円）

１ まちづくり寄附基金積立金 110,000

112,500 　ふるさと寄附金決算見込額等による増額

２ 市民メセナ基金積立金 2,500

１ 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 3,909

168,416

２ 障がい児入所給付費等国庫負担金等返還金 72,078

３ 老人福祉施設整備等補助 16,660

　⑴　非常用自家発電設備整備（４施設） 11,281

　⑵　給水設備整備（１施設） 5,379

４ 子ども・子育て支援交付金等返還金 38,137

５ 生活保護費国庫負担金等返還金 37,632

　生活保護費（生活扶助費分）等

１ 母子保健衛生費国庫補助金返還金 1,181

1,181

１ 組合施行土地区画整理事業負担金 30,000

1,047,725 　⑴　熊野桜佐土地区画整理事業 25,000

　　側溝布設工事、物件移転補償（２件）

　⑵　西部第二土地区画整理事業 5,000

　　物件移転補償（２件）

２ ＪＲ春日井駅周辺整備 944,330

　南東地区市街地再開発事業補助

３ 名鉄味美駅周辺整備 52,500

　駅舎等整備工事

　　継続費年割額の変更

４ 衛 生 費

８ 土 木 費

３ 民 生 費

款 内　　　容　　　等 金 額

２ 総 務 費
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（単位：千円）

４ 公共下水道事業会計繰出金 20,000

　内水シミュレーション業務委託に係る出資金

５ 緑化振興基金積立金 895

１ 小学校校舎小工事 478,200

920,400 　ＩＣＴ教育環境整備

　　校内ＬＡＮ更新（37校）

２ 中学校校舎小工事 442,200

　⑴　特別教室空調機設置工事 223,000

　　東部中学校　外６校

　⑵　ＩＣＴ教育環境整備 219,200

　　校内ＬＡＮ更新（16校）

財源内訳

2,250,222 　市税 600,000

　　市民税（個人） 400,000

　　市民税（法人） 130,000

　　市たばこ税 70,000

　国庫支出金 894,817

　県支出金 175,610

　寄附金 113,095

　　一般寄附金（ふるさと寄附金） 94,000

　　一般寄附金 19,095

　繰入金 △ 1,282,024

　　財政調整基金繰入金

　繰越金 812,466

　諸収入 46,758

　　尾東小中学校教育費受託金 1,900

　　過年度生活保護費国庫負担金等精算交付 44,858

　　　医療扶助費、介護扶助費分

　市債 889,500

合 計

10 教 育 費

款 内　　　容　　　等 金 額
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（単位：千円）

【継続費の変更】

１ 熊野桜佐地区雨水１号調整池整備

　総額

1,296,000 → 1,665,000

　令和２年度年割額

286,000 → 655,000

２ 名鉄味美駅周辺整備

　令和元年度年割額

300,000 → 352,500

　令和２年度年割額

820,000 → 767,500

【繰越明許費の設定】

１ 老人福祉施設非常用自家発電設備整備補助 7,580

２ 老人福祉施設非常用自家発電設備・給水設備整備補助 16,660

３ 熊野桜佐土地区画整理事業 65,060

４ 高座線整備 63,400

５ ＪＲ春日井駅南東地区市街地再開発事業補助 944,330

６ 小学校ＩＣＴ教育環境整備 478,200

７ 中学校特別教室空調機設置工事 223,000

８ 中学校ＩＣＴ教育環境整備 219,200

款 内　　　容　　　等 金 額
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 ＜特　別　会　計＞ （単位：千円）

１ 特定健康診査等県負担金等返還金 14,404

財源内訳

　国民健康保険事業財政調整基金繰入金 14,404

　　＜企　業　会　計＞ （単位：千円）

１ 資本的支出 289,800

289,800 　建設改良費

　　内水シミュレーション業務委託 39,800

　　熊野桜佐地区雨水幹線等整備事業 250,000

　　　熊野桜佐雨水支線整備

財源

　資本的収入

　　企業債 150,400

　　出資金（一般会計出資金） 20,000

　　補助金（国庫補助金） 119,400

公共下水道事業

会　計　名 内　　　容　　　等 金 額

会　計　名 内　　　容　　　等 金 額

国 民 健 康 保 険

事 業

14,404
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Ⅱ　令和２年度当初予算の概要

　１　各会計予算規模
(単位：千円、％)

106,120,000 102,070,000 4,050,000 4.0

147,207 280,357 △ 133,150 △ 47.5

24,985,864 26,290,999 △ 1,305,135 △ 5.0

5,547,778 4,843,750 704,028 14.5

23,259,346 23,336,275 △ 76,929 △ 0.3

66,918 88,272 △ 21,354 △ 24.2

28,383 28,374 9 0.0

104,717 0 104,717 皆増

145,321 151,913 △ 6,592 △ 4.3

0 2,964,754 △ 2,964,754 皆減

54,285,534 57,984,694 △ 3,699,160 △ 6.4

収 益 的 支 出 18,687,666 17,663,897 1,023,769 5.8

資 本 的 支 出 2,167,782 1,511,052 656,730 43.5

小 計 20,855,448 19,174,949 1,680,499 8.8

収 益 的 支 出 5,698,280 5,467,397 230,883 4.2

資 本 的 支 出 1,756,868 2,050,140 △ 293,272 △ 14.3

小 計 7,455,148 7,517,537 △ 62,389 △ 0.8

収 益 的 支 出 7,098,224 6,905,171 193,053 2.8

資 本 的 支 出 9,044,905 9,823,999 △ 779,094 △ 7.9

小 計 16,143,129 16,729,170 △ 586,041 △ 3.5

収 益 的 支 出 31,484,170 30,036,465 1,447,705 4.8

資 本 的 支 出 12,969,555 13,385,191 △ 415,636 △ 3.1

小 計 44,453,725 43,421,656 1,032,069 2.4

204,859,259 203,476,350 1,382,909 0.7

会 計 名 令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度 差 引 増 減 増 減 率

一 般 会 計

特

別

会

計

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

介 護 保 険 事 業

介 護 サ ー ビ ス 事 業

民 家 防 音 事 業

春日井インター北企業用地整備事業

潮 見 坂 平 和 公 園 事 業

水 道 事 業

公共下水道事業

合 計

△大泉寺地区企業用地整備事業

小 計

企

業

会

計

市 民 病 院 事 業

小 計
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　２　一般会計歳入歳出予算一覧表

歳　入

(単位：千円、％)

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

1 市 税 51,760,600 48.8 51,453,300 50.4 307,300 0.6

2 地 方 譲 与 税 741,900 0.7 718,700 0.7 23,200 3.2

3 利 子 割 交 付 金 55,000 0.1 100,000 0.1 △ 45,000 △ 45.0

4 配 当 割 交 付 金 290,000 0.3 300,000 0.3 △ 10,000 △ 3.3

5
株式等譲渡所得割
交 付 金

240,000 0.2 250,000 0.2 △ 10,000 △ 4.0

6 法人事業税交付金 250,000 0.2 0 0.0 250,000 皆増

7 地方消費税交付金 6,550,000 6.2 5,400,000 5.3 1,150,000 21.3

8
ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金

41,000 0.0 46,000 0.1 △ 5,000 △ 10.9

9 環境性能割交付金 250,000 0.2 78,000 0.1 172,000 220.5

10
国有提供施設等所在
市町村助成交付金

145,000 0.1 151,000 0.2 △ 6,000 △ 4.0

11 地 方 特 例 交 付 金 410,000 0.4 716,965 0.7 △ 306,965 △ 42.8

12 地 方 交 付 税 1,300,000 1.2 1,060,000 1.0 240,000 22.6

13
交通安全対策特別
交 付 金

55,000 0.1 55,000 0.1 0 0.0

14 分担金及び負担金 777,750 0.7 1,142,410 1.1 △ 364,660 △ 31.9

15 使用料及び手数料 1,578,281 1.5 1,554,255 1.5 24,026 1.5

16 国 庫 支 出 金 15,526,836 14.6 15,144,268 14.8 382,568 2.5

17 県 支 出 金 7,261,122 6.8 6,822,624 6.7 438,498 6.4

18 財 産 収 入 197,858 0.2 632,127 0.6 △ 434,269 △ 68.7

19 寄 附 金 203,000 0.2 103,000 0.1 100,000 97.1

20 繰 入 金 3,673,870 3.5 3,096,329 3.0 577,541 18.7

21 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

22 諸 収 入 3,394,582 3.2 4,348,121 4.3 △ 953,539 △ 21.9

23 市 債 11,418,200 10.8 8,697,900 8.5 2,720,300 31.3

自動車取得税交付金 0 0.0 200,000 0.2 △ 200,000 皆減

106,120,000 100.0 102,070,000 100.0 4,050,000 4.0合 計

区 分
令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度

差 引 増 減 増 減 率

△
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　市税の内訳

(単位：千円、％)

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

22,272,000 43.0 22,339,000 43.4 △ 67,000 △ 0.3

現年分 19,721,000 88.5 19,252,000 86.2 469,000 2.4

滞繰分 144,000 0.7 174,000 0.8 △ 30,000 △ 17.2

計 19,865,000 89.2 19,426,000 87.0 439,000 2.3

現年分 2,402,000 10.8 2,910,000 13.0 △ 508,000 △ 17.5

滞繰分 5,000 0.0 3,000 0.0 2,000 66.7

計 2,407,000 10.8 2,913,000 13.0 △ 506,000 △ 17.4

21,291,000 41.1 21,045,000 40.9 246,000 1.2

土　地 9,140,000 42.9 9,155,000 43.5 △ 15,000 △ 0.2

家　屋 9,081,000 42.7 8,846,000 42.1 235,000 2.7

償却資産 2,808,000 13.2 2,785,000 13.2 23,000 0.8

計 21,029,000 98.8 20,786,000 98.8 243,000 1.2

84,000 0.4 90,000 0.4 △ 6,000 △ 6.7

178,000 0.8 169,000 0.8 9,000 5.3

607,000 1.2 553,000 1.1 54,000 9.8

37,000 6.1 8,000 1.4 29,000 362.5

現年分 565,000 93.1 540,000 97.7 25,000 4.6

滞繰分 5,000 0.8 5,000 0.9 0 0.0

計 570,000 93.9 545,000 98.6 25,000 4.6

1,635,000 3.2 1,605,000 3.1 30,000 1.9

1,763,600 3.4 1,760,300 3.4 3,300 0.2

1,763,000 100.0 1,760,000 100.0 3,000 0.2

600 0.0 300 0.0 300 100.0

4,192,000 8.1 4,151,000 8.1 41,000 1.0

4,176,000 99.6 4,133,000 99.6 43,000 1.0

16,000 0.4 18,000 0.4 △ 2,000 △ 11.1

51,760,600 100.0 51,453,300 100.0 307,300 0.6

※各区分の内訳の構成比は、各区分での構成比です

合　　計

種
別
割

市たばこ税

都市計画税

現年分

滞繰分

事業所税

現年分

滞繰分

環境性能割

軽自動車税

市　民　税

個

人

法

人

固定資産税

現
年
分

滞繰分

交付金

区 分
令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度

差 引 増 減 増 減 率
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　歳　 出

(単位：千円、％)

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

1 議 会 費 473,976 0.4 474,845 0.5 △ 869 △ 0.2

2 総 務 費 11,587,380 10.9 11,436,891 11.2 150,489 1.3

3 民 生 費 44,920,497 42.3 43,369,550 42.5 1,550,947 3.6

4 衛 生 費 10,347,291 9.8 9,904,101 9.7 443,190 4.5

5 労 働 費 161,283 0.2 188,213 0.2 △ 26,930 △ 14.3

6 農 林 水 産 業 費 273,819 0.3 514,260 0.5 △ 240,441 △ 46.8

7 商 工 費 1,722,256 1.6 3,234,010 3.2 △ 1,511,754 △ 46.7

8 土 木 費 13,184,944 12.4 11,611,981 11.4 1,572,963 13.5

9 消 防 費 2,722,597 2.6 2,582,257 2.5 140,340 5.4

10 教 育 費 12,233,845 11.5 10,268,101 10.0 1,965,744 19.1

11 公 債 費 8,442,112 8.0 8,435,791 8.3 6,321 0.1

12 予 備 費 50,000 0.0 50,000 0.0 0 0.0

106,120,000 100.0 102,070,000 100.0 4,050,000 4.0合 計

区 分

令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度

差 引 増 減 増減率
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 ３　一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、％)

当初予算額 当初予算額

53,000,443 49.9 51,562,459 50.5 1,437,984 2.8

人 件 費 17,710,050 16.7 15,489,497 15.2 2,220,553 14.3

扶 助 費 26,996,086 25.4 27,918,117 27.3 △ 922,031 △ 3.3

公 債 費 8,294,307 7.8 8,154,845 8.0 139,462 1.7

13,427,874 12.7 10,818,089 10.6 2,609,785 24.1

39,691,683 37.4 39,689,452 38.9 2,231 0.0

物 件 費 15,733,264 14.8 17,220,157 16.9 △ 1,486,893 △ 8.6

維持補修費 1,695,153 1.6 1,658,284 1.6 36,869 2.2

補 助 費 等 8,625,779 8.1 7,898,944 7.7 726,835 9.2

積 立 金 740,292 0.7 130,247 0.1 610,045 468.4

貸 付 金 865,000 0.8 865,000 0.9 0 0.0

繰 出 金 11,982,195 11.3 11,866,820 11.6 115,375 1.0

予 備 費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0

106,120,000 100.0 102,070,000 100.0 4,050,000 4.0

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

その他の経費

合 計

区 分

令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度

差 引 増 減 増 減 率
構成比 構成比
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　４　地方債現在高の状況

（単位：千円）

借入見込額 元金償還見込額

50,238,671 9,543,200 4,960,529 54,821,342

総 務 債 6,919,593 1,657,700 576,898 8,000,395

民 生 債 1,436,063 240,800 208,164 1,468,699

衛 生 債 6,896,751 437,900 571,628 6,763,023

労 働 債 150,367 40,200 8,508 182,059

農 林 債 787,604 16,700 3,466 800,838

商 工 債 30,026 0 1,692 28,334

土 木 債 20,611,277 3,870,100 2,015,797 22,465,580

消 防 債 1,278,191 280,100 250,800 1,307,491

教 育 債 12,078,800 2,999,700 1,290,243 13,788,257

松河戸土地区画整理事業債 49,999 0 33,333 16,666

42,705 0 17,018 25,687

966,169 0 259,621 706,548

29,310,971 1,875,000 2,421,544 28,764,427

814,464 0 166,814 647,650

81,372,980 11,418,200 7,825,526 84,965,654

631,200 0 146,475 484,725

- 101,100 0 101,100

631,200 101,100 146,475 585,825

7,106,539 466,600 821,010 6,752,129

2,371,165 0 331,304 2,039,861

47,406,752 4,264,800 4,247,411 47,424,141

56,884,456 4,731,400 5,399,725 56,216,131

138,888,636 16,250,700 13,371,726 141,767,610

※表内の数値は、千円単位で端数を調整した数値です

特 別 会 計 小 計

市 民 病 院 事 業

水 道 事 業

公 共 下 水 道 事 業

企 業 会 計 小 計

合 計

春 日 井 イ ン タ ー 北
企 業 用 地 整 備 事 業

区　　　　　分
令和元年度末
現在高見込額

令和２年度中増減見込み 令和２年度末
現在高見込額

普 通 債

単 独 災 害 復 旧 債

減 税 補 塡 債

臨 時 財 政 対 策 債

減 収 補 塡 債

一 般 会 計 小 計

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
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　５　基金の年度末残高の状況

(単位：千円、％)

5,796,291 △ 34.1 8,796,291 0.2 8,776,867

19,767 △ 63.0 53,365 △ 44.6 96,260

237,208 0.6 235,897 21.4 194,362

57,211 △ 2.5 58,704 △ 2.4 60,177

9,015 △ 5.3 9,522 24.5 7,649

707,747 △ 37.5 1,133,126 △ 5.6 1,200,451

112,334 △ 0.9 113,322 △ 0.9 114,310

50,001 150.0 20,000 皆増 -

500,000 皆増 - - -

234,053 △ 1.2 236,979 △ 0.8 238,959

1,710 0.1 1,709 0.1 1,708

7,725,337 △ 27.5 10,658,915 △ 0.3 10,690,743

1,334,842 0.0 1,334,711 2.4 1,303,070

1,936,629 △ 8.1 2,106,656 13.2 1,861,707

585,345 △ 1.7 595,490 △ 1.5 604,635

604,877 △ 6.9 649,416 △ 9.4 717,126

4,461,694 △ 4.8 4,686,274 4.5 4,486,539

12,187,031 △ 20.6 15,345,189 1.1 15,177,282

※表内の数値は、各項目で千円未満を四捨五入した数値です

緑 化 振 興 基 金

学 校 施 設 整 備 基 金

合 計

一 般 会 計 小 計

国 民 健 康 保 険 事 業
財 政 調 整 基 金

介 護 給 付 費 準 備 基 金

潮 見 坂 平 和 公 園 墓 地
永 代 清 掃 基 金

潮 見 坂 平 和 公 園
墓 所 整 備 基 金

特 別 会 計 小 計

公 共 施 設 等 整 備 基 金

ま ち づ く り 寄 附 基 金

社 会 奉 仕 活 動 奨 励 基 金

市 民 メ セ ナ 基 金

ス ポ ー ツ 振 興 基 金

文化スポーツ施設整備基金

森 林 環 境 譲 与 税 基 金

市 債 管 理 基 金

財 政 調 整 基 金

末残高見込 伸 率 末残高見込 伸 率 末残高
区 分

令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度 平 成 30 年 度
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Ⅲ　令和２年度一般会計、特別会計、企業会計当初予算の主要事業

　目　次 　

№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

1 かすがい市議会だより 議事課 21

2 情報化推進 情報システム課 21

3 拡充 ＩＣＴ推進 情報システム課 22

4 庁舎等小工事 総務課 22

5 広報春日井 広報広聴課 23

6 市政情報サービス 広報広聴課 23

7 声の広報 広報広聴課 24

8 市民対話 広報広聴課 24

9 春日井広報大使 広報広聴課 25

10 市民相談 広報広聴課 25

11 子育て女性就労応援事業 企画政策課、経済振興課 26

12 シティプロモーション推進 企画政策課 26

13 市史編さん 企画政策課 27

14 ふるさと納税推進 企画政策課 27

15 「書のまち春日井」発信 文化・生涯学習課 28

16 道風展 文化・生涯学習課 28

17 市民美術展覧会 文化・生涯学習課 29

18 短詩型文学祭 文化・生涯学習課 29

19 市民第九演奏会 文化・生涯学習課 30

20 文化活動事業助成 文化・生涯学習課 30

21 市民メセナ活動支援 文化・生涯学習課 31

22 文芸館・市民会館小工事 文化・生涯学習課 31

23 新規 地域強靭化計画策定 市民安全課 32

24 防災対策事業 市民安全課 32

25 拡充 避難所備蓄資材等整備 市民安全課 33

26 総合防災訓練 市民安全課 33

27 防災啓発事業 市民安全課 34

28 新型インフルエンザ等対策 市民安全課 34

29 安全なまちづくり協議会 市民安全課 35

30 地域防犯活動支援事業 市民安全課 35

31 安全安心情報ネットワーク 市民安全課 36

32 安全安心地域アドバイザー育成・派遣 市民安全課 36

33 交通安全対策 市民安全課 37

34 交通安全推進大会 市民安全課 37

35 学習等供用施設小工事 環境政策課 38

  １款　議会費

  ２款　総務費
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№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

36 東部市民センター小工事 東部市民センター 38

37 東部市民センター講座 東部市民センター 39

38 ニュータウンきずな事業 東部市民センター 39

39 ふれあいセンター小工事 文化・生涯学習課、高蔵寺ふれあいセンター 40

40 ふれあいセンター講座
文化・生涯学習課、味美ふれあいセンター、
高蔵寺ふれあいセンター 40

41 春日井まつり 市民活動推進課 41

42 市民納涼まつり 市民活動推進課 41

43 区・町内会等活動支援事業 市民活動推進課 42

44 多文化共生推進 市民活動支援センター 42

45 市民活動支援センター事業 市民活動支援センター 43

46 消費者生活啓発　 市民活動推進課 43

47 男女共同参画プラン改定 男女共同参画課 44

48 男女共同参画啓発 男女共同参画課 44

49 ＤＶ防止推進 男女共同参画課 45

50 新規 女性の活躍加速化事業 男女共同参画課 45

51 青少年女性センター小工事 男女共同参画課 46

52 青少年女性センター相談事業 男女共同参画課 46

53 レディヤン講座 男女共同参画課 47

54 職員研修 人事課 47

55 職員健康管理 人事課 48

56 一般旅券発給 市民課 48

57 コンビニ交付 市民課 49

58 個人番号カード交付 市民課 49

59 工業統計調査 経済振興課 50

60 国勢調査 経済振興課 50

61 経済センサス 経済振興課 51

62 社会福祉推進 地域福祉課 51

63 生活困窮者自立支援 生活支援課 52

64 拡充 社会福祉施設小工事 地域福祉課、障がい福祉課 52

65 障がい者総合福祉計画改定 障がい福祉課 53

66 障がい者生活支援 障がい福祉課 53

67 心身障がい者扶助 障がい福祉課 54

68 障がい者等介護給付及び訓練等給付 障がい福祉課 54

69 障がい児通所支援等給付 障がい福祉課 55

70 拡充 地域生活支援事業 障がい福祉課 55

71 障がい者の居場所・交流の場づくり事業助成　 障がい福祉課 56

72 障がい者施設歯科健診事業補助 障がい福祉課 56

73 高齢者総合福祉計画改定 地域福祉課 57

74 高齢者地域福祉 地域福祉課 57

  ３款　民生費
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№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

75 高齢者生活支援 地域福祉課、介護・高齢福祉課 58

76 拡充 成年後見制度利用支援 地域福祉課 58

77 介護福祉特別給付金 介護・高齢福祉課 59

78 老人福祉施設入所措置 地域福祉課 59

79 ハートフルパーキング 地域福祉課 60

80 高齢者活躍拠点事業 地域福祉課 60

81 拡充 医療福祉推進 保険医療年金課 61

82 新規 学生医療費 保険医療年金課 61

83 特別支援保育巡回相談員 保育課 62

84 養育支援訪問事業 子ども政策課 62

85 家庭児童相談 子ども政策課 63

86 子育て支援給付 子ども政策課 63

87 拡充 私立保育園保育実施委託等 保育課 64

88 拡充 特別支援保育実施委託 保育課 64

89 認定こども園運営費補助 保育課 65

90 新規 子育てのための施設等利用給付 保育課 65

91 私立幼稚園運営費補助 保育課 66

92 私立保育園等ＡＥＤ設置費補助 保育課 66

93 新規 私立保育園等防犯カメラ設置費補助 保育課 67

94 病後児保育事業委託 保育課 67

95 児童ショートステイ 子ども政策課 68

96 母子家庭等自立支援 子ども政策課 68

97 母子生活支援施設入所 子ども政策課 69

98 子育て支援コミュニティカフェ事業 保育課 69

99 新規 玩具導入事業 子ども政策課、保育課 70

100 拡充 保育園小工事 保育課 70

101 新規 子どもの遊び場整備 子ども政策課 71

102 新規 放課後児童健全育成事業施設整備 子ども政策課 71

103 新規 一時預かり施設整備 子ども政策課 72

104 新規 交通児童遊園整備 子ども政策課 72

105 拡充 民間児童クラブ補助等 子ども政策課 73

106 ファミリー・サポート・センター 子育て子育ち総合支援館 73

107 地域子育て支援拠点事業 子ども政策課 74

108 地域の子育て応援事業 子ども政策課 74

109 こんにちは赤ちゃん訪問 子ども政策課 75

110 子育て家庭訪問支援事業 子ども政策課 75

111 親支援事業 子ども政策課 76

112 放課後児童健全育成事業施設管理費 子ども政策課 76

113 わいわいカーニバル 子ども政策課 77

114 子ども・若者総合相談 子ども政策課 77

115 青少年健全育成推進会議事業 子ども政策課 78
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№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

116 少年指導員 子ども政策課 78

117 生活保護費 生活支援課 79

118 健康管理施設小工事 健康増進課 79

119 健康救急フェスティバル 健康増進課 80

120 健康生活支援 健康増進課 80

121 新規 禁煙外来治療費助成 健康増進課 81

122 メンタルヘルス対策 健康増進課 81

123 健康マイレージ 健康増進課 82

124 健康診査等 健康増進課 82

125 拡充 口腔衛生 健康増進課 83

126 拡充 感染症予防 健康増進課 83

127 集団乳幼児健康診査 子ども政策課 84

128 拡充 不妊治療費助成 子ども政策課 84

129 拡充 個別妊婦・産婦・乳児健康診査 子ども政策課 85

130 母子健康手帳交付 子ども政策課 85

131 母子保健健康教室等 子ども政策課 86

132 新規 妊婦訪問 子ども政策課 86

133 妊産婦ケア 子ども政策課 87

134 地球温暖化対策 環境政策課 87

135 環境都市推進 環境政策課 88

136 合併処理浄化槽設置費補助 環境保全課 88

137 環境監視調査 環境保全課 89

138 自然環境保全推進 環境保全課 89

139 狂犬病予防 環境保全課 90

140 飼い主のいない猫対策 環境保全課 90

141 雑草対策 環境保全課 91

142 資源分別収集 ごみ減量推進課 91

143 環境美化啓発 ごみ減量推進課 92

144 ごみ減量啓発 ごみ減量推進課 92

145 リサイクルプラザ啓発 クリーンセンター 93

146 クリーンセンター整備 ごみ減量推進課 93

147 ごみ収集車両整備 清掃事業所 94

148 不法投棄防止 清掃事業所 94

149 ごみステーション散乱防止 清掃事業所 95

150 勤労者資金融資 経済振興課 95

151 勤労福祉会館小工事 経済振興課 96

  ４款　衛生費

  ５款　労働費
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№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

152 農地基本台帳整備 農政課 96

153 農業祭 農政課 97

154 生産調整対策 農政課 97

155 有害鳥獣駆除対策 農政課 98

156 担い手育成支援 農政課 98

157 水田農業経営所得安定対策 農政課 99

158 農業資金融資利子助成 農政課 99

159 ふれあい農業公園 農政課 100

160 農業用施設整備 河川排水課 100

161 土地改良事業補助 農政課 101

162 愛知用水二期事業建設負担金 農政課 101

163 多面的機能交付事業 農政課 102

164 産学連携促進事業 企業活動支援課 102

165 かすがいビジネスフォーラム事業 企業活動支援課 103

166 就業支援事業 経済振興課 103

167 中小企業相談所事業 経済振興課 104

168 経済講演会開催事業 経済振興課 104

169 企業立地推進 企業活動支援課 105

170 新技術活用等事業者支援 経済振興課、企業活動支援課 105

171 新規 新規創業助成事業 経済振興課 106

172 拡充 企業信用力向上事業 企業活動支援課 106

173 労働環境整備 経済振興課、企業活動支援課 107

174 就労促進助成事業 経済振興課 107

175 商業等振興発展 経済振興課、企業活動支援課 108

176 新規 子育て家庭歓迎店舗応援事業 経済振興課 108

177 広域イベント開催・誘致推進事業 経済振興課 109

178 まちなか観光推進事業 経済振興課 109

179 民間建築物耐震事業 建築指導課 110

180 民間建築物吹付けアスベスト対策事業助成 建築指導課 110

181 公共施設等マネジメント 施設管理課 111

182 新規 公共施設等整備基金積立金 財政課 111

183 幹線道路整備・市道、側溝整備等 道路課 112

184 拡充 交通安全施設設置 道路課 112

185 道路照明灯ＬＥＤ化 道路課 113

186 橋りょう整備 道路課 113

  ６款　農林水産業費

  ７款　商工費

  ８款　土木費
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№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

187 雨水流出抑制対策 河川排水課 114

188 南下原排水路整備 河川排水課 114

189 小排水路整備 河川排水課 115

190 洪水ハザードマップ改定 河川排水課 115

191 高蔵寺ニュータウン創生事業 ニュータウン創生課 116

192 高蔵寺ニューモビリティタウン構想事業 ニュータウン創生課 116

193 都市計画基礎調査 都市政策課 117

194 拡充 空き家対策 住宅政策課 117

195 高蔵寺まなびと交流センター小工事 ニュータウン創生課 118

196 旧西藤山台小学校施設小工事 ニュータウン創生課 118

197 組合施行土地区画整理事業負担金、補助金等 都市整備課 119

198 都市計画道路整備 道路課 119

199 ＪＲ春日井駅周辺整備 都市整備課 120

200 名鉄味美駅周辺整備 都市整備課 120

201 名鉄春日井駅周辺整備 都市整備課 121

202 公園施設改修工事 公園緑地課 121

203 公園照明灯ＬＥＤ化 公園緑地課 122

204 新規 緑の基本計画策定 公園緑地課 122

205 自転車駐車対策 都市政策課 123

206 かすがいシティバス運行 都市政策課 123

207 廃止代替路線運行費補助 都市政策課 124

208 市内移動手段整備事業 都市政策課 124

209 市営下原住宅第２期整備 住宅政策課 125

210 市営住宅小工事 住宅政策課 125

211 コミュニティ住宅小工事 住宅政策課 126

212 消防出初式 消防救急課 126

213 応急手当普及啓発活動 消防救急課 127

214 火災予防啓発事業 予防課 127

215 消防職員研修 消防総務課、消防救急課 128

216 消防活動 消防総務課、消防救急課 128

217 自主防災組織活動 消防救急課 129

218 消防団員研修 消防総務課 129

219 消防団活動 消防総務課 130

220 新規 消防庁舎整備 消防総務課 130

221 消防車両整備 消防総務課 131

222 耐震性防火水槽整備 消防救急課 131

223 消防施設小工事 消防総務課 132

224 水防訓練、水防資材等整備 河川排水課 132

  ９款　消防費
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№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

225 私立高等学校授業料補助 教育総務課 133

226 教育活動推進 学校教育課 133

227 教育指導充実 学校教育課 134

228 拡充 学校生活支援 学校教育課 134

229 小中学校保健 学校教育課 135

230 拡充 放課後なかよし教室 学校教育課 135

231 土曜チャレンジ・アップ教室 学校教育課 136

232 学校と地域の連携推進 学校教育課 136

233 小学校　教材等整備 教育総務課 137

234 就学援助 学校教育課 137

235 特別支援教育就学奨励 学校教育課 138

236 小学校　校舎等小工事 教育総務課 138

237 芝生化事業 教育総務課 139

238 中学校　教材等整備 教育総務課 139

239 中学校　校舎等小工事 教育総務課 140

240 ふれあい教育セミナー 文化・生涯学習課 140

241 成人式 文化・生涯学習課 141

242 生涯学習情報発信事業 文化・生涯学習課 141

243 かすがい熟年大学 文化・生涯学習課 142

244 大学連携講座 文化・生涯学習課 142

245 講師発掘・登用事業 文化・生涯学習課 143

246 出前公民館講座 文化・生涯学習課 143

247 青年の家講座 文化・生涯学習課 144

248 公民館小工事 文化・生涯学習課 144

249 公民館講座 文化・生涯学習課 145

250 少年自然の家小工事 野外教育センター 145

251 少年自然の家事業 野外教育センター 146

252 都市緑化植物園小工事 野外教育センター 146

253 都市緑化植物園事業 野外教育センター 147

254 内津文化財祭 文化財課 147

255 文化財保護 文化財課 148

256 「郷土誌かすがい」発行 文化財課 148

257 民俗考古調査 文化財課 149

258 ハニワまつり 文化財課 149

259 指定文化財・郷土芸能保存 文化財課 150

260 埋蔵文化財調査 文化財課 150

261 文化財継承 文化財課 151

262 道風記念館小工事 文化・生涯学習課 151

263 道風記念館事業 文化・生涯学習課 152

  10款　教育費
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№
新規
拡充 事業名 担当部署 頁

264 図書購入 図書館 152

265 読書啓発 図書館 153

266 障がい者図書サービス 図書館 153

267 新春春日井マラソン大会 スポーツ課 154

268 市民体育大会 スポーツ課 154

269 高校生スポーツ大会 スポーツ課 155

270 学校区体育振興 スポーツ課 155

271 レクスポ普及・振興 スポーツ課 156

272 学校体育施設開放 スポーツ課 156

273 スポーツ応援事業 スポーツ課 157

274 スポーツ賞表彰・全国大会等支援 スポーツ課 157

275 新規 オリンピック・パラリンピック関連事業 スポーツ課 158

276 朝宮公園整備 スポーツ課 158

277 落合公園体育館等体育施設小工事 スポーツ課 159

278 東部調理場整備 学校給食課 159

279 学校給食の提供、食育の推進 学校給食課 160

280 公共用地先行取得事業 財政課 161

281 国民健康保険事業 保険医療年金課 161

282 後期高齢者医療事業 保険医療年金課 162

283 介護サービス給付費 介護・高齢福祉課 162

284 地域包括支援センター運営 地域福祉課 163

285 地域ケア会議推進事業 地域福祉課 163

286 在宅医療・介護連携推進事業 地域福祉課 164

287 生活支援体制整備事業 地域福祉課 164

288 認知症総合支援事業 地域福祉課 165

289 認知症介護家族支援事業 地域福祉課 165

290 拡充 介護予防・生活支援サービス事業 地域福祉課、介護・高齢福祉課 166

291 拡充 一般介護予防事業 地域福祉課 166

292 介護サービスセンター事業 介護・高齢福祉課 167

293 民家防音事業 環境政策課 167

294 新規 春日井インター北企業用地整備事業 企業活動支援課 168

295 潮見坂平和公園事業 公園緑地課 168

296 手術室等の拡張 管理課 169

297 管路耐震化整備 水道工務課 169

298 熊野桜佐地区雨水幹線等整備事業 下水建設課 170

299 上条地区管渠整備事業 下水建設課 170

　担当部署は、令和２年度に事業を実施する部署を掲載しています。

  特別会計、企業会計
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 市議会の活動状況をわかりやすくお知らせし、市議

会に対する認識を深めてもらうため、「かすがい市

議会だより」を年間に５回発行します。 

（担当：議事課） 

 

 

  

 

 一般財源 8,495千円   かすがい市議会だより印刷費 8,495千円  

        

        

        

 

 

  

 

 基幹系住民情報システムが稼働してから５年が経

過し、今後も引き続きシステムを安定稼働させるた

め、機器の更新が必要となることから、当該機器更

新に伴うシステムの設定作業等を実施します。ま

た、制度改正や国のシステム更改に対応するため、

システム改修等を実施します。 

（担当：情報システム課） 

  

 

 一般財源 42,000千円   基幹系住民情報システムクラウド基盤再構築業務委託 35,850千円  

     基幹系住民情報システム番号制度対応業務委託 3,400千円  

     自治体中間サーバー・プラットフォーム次期システム対応業務委託  2,750千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

一般会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅠ (一般会計)｣ 



22 
 

 

  

 

 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、市民の利便性や

快適性の向上を図るため、市ホームページや   

ＬＩＮＥなどからの問い合わせに、自動で回答でき

るシステムの回答分野を拡大するとともに、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）の導入を進め、

職員の労働生産性の向上を図ります。 

（担当：情報システム課） 

  

 一般財源 18,948千円   【拡充】ICTを活用した市民サービスの向上  5,809千円  

 
    【拡充】ICT を活用した業務の効率化 12,455千円  

     【新規】ICTを活用した新たな市民サービスの調査・研究  684千円  

        

 

 

  

 

 市庁舎の建設から29年が経過している中、持続可能

な市民サービスを提供できるよう、機能向上を伴う

改修を計画的に進めています。令和２年度は、非常

用発電機の取替や議場の天井改修などを行います。

また、令和２・３年度の２か年でエレベーターを改

修します。 

（担当：総務課） 

  

 地方債 405,200千円   庁舎非常用発電機取替工事 214,500千円  

 一般財源 44,800千円   庁舎議場特定天井改修工事 98,000千円  

     庁舎エレベーター改修工事等 125,000千円  

     庁舎非常用発電機取替工事監理業務委託等 12,500千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市政情報を市民に提供するため、広報春日井を発行

します。また、次世代を担う子どもたちに市政への

関心や認識を深めてもらうため、こども広報を発行

します。 

（担当：広報広聴課） 

 

 

  

 一般財源 78,703千円   広報春日井等印刷費  68,000千円  

 
    広報春日井編集等委託 9,100千円  

     広報板等修繕料 660千円  

     原稿謝礼等 943千円  

 

 

  

 

 市ホームページやＳＮＳ、市政だより、ＪＲ春日井

駅公共掲示板、スマートフォンアプリなど多様な媒

体を活用して市政情報を発信します。 

（担当：広報広聴課） 

 

 

  

 一般財源 13,291千円   市ホームページ運用保守等委託 11,500千円  

 
    ＪＲ春日井駅公共掲示板市政情報更新等手数料  828千円  

     市政ＰＲ動画出演謝礼等 963千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 視覚障がいのある人に市政情報を提供するため、声

の広報かすがい（音声データ）を制作します。 

（担当：広報広聴課） 

 

  

 国庫支出金 102千円   声の広報録音・吹き込み謝礼 288千円  

 県支出金 51千円   盲人用郵送バッグ等消耗品 120千円  

 一般財源 255千円      

        

 

 

  

 

 市民の提案や意見を広く聴取し、市政に反映させる

とともに、市民対話事業を実施し、市政に対する理

解と信頼を深めます。 

（担当：広報広聴課） 

 

  

 一般財源 315千円   ホットライン用提案箱等消耗品 268千円  

     デジタルプリント印刷費等 47千円  

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 「春日井の魅力」を市内外に発信するため、本市に

縁があり、芸能や文化、スポーツなどの分野で活躍

する人を広報大使として任命し、名刺の配布やＰＲ

動画の放映などを実施します。 

（担当：広報広聴課） 

 

  

 一般財源 285千円   広報大使名刺印刷費等 285千円  

 
       

        

        

 

 

  

 

 市民の身近な相談窓口として、市民の問題解消に対

応するため、民事などに関する問題を弁護士が担当

するなど各種専門家による専門相談を実施します。 

（担当：広報広聴課） 

 

  

 一般財源 5,313千円   法律相談等委託 4,804千円  

 
    税務相談謝礼等 509千円  

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 子育て中の女性に、今の自分に合ったライフスタイ

ルを見つけてもらうため、商工会議所と連携し、就

労体験の機会の提供や、市内事業所の見学バスツア

ーを実施します。また、子育て中の女性と地域社会

との結びつきを強めるため、子育て支援に関連した

分野の講座を実施します。 

（担当：企画政策課、経済振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国庫支出金 965千円   就労体験及び関連ワークショップ 1,560千円  

 一般財源 965千円   企業見学バスツアー 300千円  

     母親向け地域講座 70千円  

        

 

 

  

 

 本市が「選ばれるまち」となるために、「暮らしやす

さ」を始めとしたまちの魅力を高め、認知度を向上

させるための取組みを実施します。特に子育て世代

の転出抑制や転入促進に向け、市内外に広く本市の

魅力をＰＲしていきます。 

（担当：企画政策課） 

 

 

 

 一般財源 25,386千円   プロモーション推進委託等 15,800千円  

     ラジオ番組放送広告料 5,280千円  

     子育て世代向け冊子広告料等 3,200千円  

     婚活事業支援補助金等 1,106千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 郷土に残る有形・無形の歴史資料を整理して後世に

継承していくため、令和５年度の市制80周年に向け

て新たに市史を編さんします。 

また、市民のまちの歴史や文化に対する理解を深め、

郷土愛の醸成を図るため、わかりやすく親しみやす

い市史の普及版を刊行します。 

（担当：企画政策課） 

令和２年度 資料収集、調査・執筆 

令和３年度   〃 

令和４年度 調査・執筆、校正 

令和５年度 校正、編集、印刷、発行 

 

 

 

 

 

 一般財源 13,942千円   編さん事業委託 13,732千円  

     委員謝礼等 210千円  

        

        

 

 

  

 

 本市への寄附者に対して地場産品の贈呈を行いま

す。 

本年度の取組みとして、地域経済や産業の活性化に

向けてお礼品の種類を増やすとともに、お礼品を通

じて本市の魅力をＰＲします。また、市勢の発展に

寄与したいと思う篤志による寄附の推進のため、特

定施設や事業への寄附の受付けを行います。 

（担当：企画政策課） 

 

  

 一般財源 97,326千円   お礼品代 80,000千円  

     プロモーション業務委託等 17,007千円  

     郵便料等 319千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

 

財源内訳 支出内訳 
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 本市の特色である「書」を広くPRするため、書を身

近に鑑賞し、体験できる機会を設けます。また、啓

発パンフレット（一般向け・小学生向け）を配布し、

販売用グッズを作成します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

 

 基金繰入金 504千円   販売グッズ等消耗品 900千円  

 一般財源 1,242千円   パンフレット等印刷費 308千円  

     書家派遣事業等講師謝礼 211千円  

     道風展特別賞作品額装委託等 327千円  

 

 

  

 

 「書のまち春日井」を広くＰＲするため、小野道風

の偉業を讃えるとともに、書の振興を図る目的で昭

和24年から開催している全国公募書道展、通称「道

風展」を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 一般財源 2,500千円   事業委託 2,500千円  

        

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

今月の一文字特別企画 
令和改元記念コーナー 

財源内訳 支出内訳 
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 美術作品の発表の場や鑑賞する機会を提供するた

め、市民美術展覧会を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 一般財源 4,800千円   事業委託 4,800千円  

 
       

        

        

 

 

  

 

 短詩型文学作品を発表する場や鑑賞する機会を提供

するため、短詩型文学祭を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 一般財源 1,500千円   事業委託 1,375千円  

 
    実行委員会等謝礼 125千円  

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 春日井市交響楽団と市民第九合唱団に演奏発表の場

を提供するとともに、市民に音楽を鑑賞する機会を

提供するため、官・民・学が一体となって運営する

演奏会を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

  

 諸収入 1,900千円   事業委託 6,500千円  

 一般財源 4,600千円      

        

        

 

 

  

 

 市民の文化活動を支援するため、海外で開催される

イベントへの出演や全国大会への出場、市内で開催

する文化事業などに対する活動費を補助します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 一般財源 5,640千円   文化振興補助金 3,140千円  

 
    文化スポーツイベント補助金 2,500千円  

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民メセナ基金を財源とし、市民の文化活動を市民

（文化ボランティア）が支える活動を支援します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

 

 基金繰入金 58千円   ボランティア自主企画講師謝礼等  58千円  

        

        

        

 

 

  

 

 開館から20年を迎える文芸館の長寿命化と利用者

の安全で快適な環境整備のため、計画的に改修工事

を進めています。 

令和２・３年度の２か年で屋上防水改修工事に併

せ、屋上庭園「スカイフォーラム」のリニューアル

を実施するとともに、照明機器などの改修工事を実

施します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 基金繰入金 48,300千円   文芸館スカイフォーラム等改修工事 491,950千円  

 地方債 449,100千円   文芸館スカイフォーラム等改修工事監理業務等委託  9,500千円  

 一般財源 5,350千円   市民会館受変電装置部品更新工事 1,300千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 大規模災害が起きても、人命を守り経済社会へ甚大

な被害が発生することなく、かつ迅速に回復する

「強くしなやかな」まちをつくりあげるため、強靭

化に関する指針となる地域強靭化計画を策定しま

す。 

（担当：市民安全課） 

  

 一般財源 3,505千円   地域強靭化計画策定業務委託 3,000千円  

     地域強靭化計画印刷費 505千円  

        

        

 

 

  

 

 防災設備機器や防災システムの運用管理を行うと

ともに、災害対策時に活用する詳細な気象情報を収

集することにより、平常時を含めた防災体制の確立

を図ります。また、災害時における情報伝達手段と

して整備しているアナログ方式の防災行政無線を

新スプリアス規格に適合したデジタル方式の防災

行政無線へ更新するため、基本設計・実施設計を行

います。 

（担当：市民安全課） 

 

  

 基金繰入金 5,963千円   防災行政無線デジタル化設計等委託 12,000千円  

 一般財源 11,088千円   災害対策本部端末等使用料 2,550千円  

     防災行政無線設備等修繕 1,772千円  

     災害対策本部用消耗品等 729千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 停電対策の更なる強化を図るため、可搬式のポータ

ブル蓄電池を災害対策本部と防災拠点９か所に配

備するとともに、避難所の生活環境向上を図るた

め、福祉避難所に車椅子対応型マンホールトイレを

配備します。また、食糧や飲料水の備蓄量を拡充す

るほか、被災住宅に対する応急対策用としてのブル

ーシートなど、市民の安全と安心を確保する防災・

減災対策に向けた新たな資機材を備蓄します。 

（担当：市民安全課） 

  

 国庫支出金 531千円   医薬品備蓄体制整備負担金 500千円  

 県支出金 2,359千円   災害用毛布リパッククリーニング手数料等 491千円  

 基金繰入金 14,025千円   【拡充】備蓄用食糧及び飲料水等消耗品 15,000千円  

 一般財源 26,076千円   【拡充】ポータブル蓄電池等備品 27,000千円  

 

 

  

 

 災害対策基本法や地域防災計画に基づき、地震災害

に対する参加機関との相互協力体制を確立するとと

もに市民の防災意識の高揚を図るため、総合的な訓

練を実施します。 

（担当：市民安全課） 

 

  

 一般財源 5,075千円   会場設備等使用料 2,500千円  

 
    会場設備設置等委託 1,147千円  

     訓練用資材等消耗品 750千円  

     会場修繕料等 678千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 自主防災組織リーダー研修会や外国人地震講習会を

開催し、地域防災力の向上を図るとともに、保育園

や幼稚園の年長児に防災絵本を配付し、防災意識の

啓発を図ります。また、地域の防災マニュアルを作

成した区・町内会・自治会等に対する体制支援とし

て、備蓄食糧購入費用などの一部を補助します。 

（担当：市民安全課） 

 

 

 

 国庫支出金 170千円   地域防災組織支援事業補助金 500千円  

 一般財源 1,018千円   防災絵本印刷費等 688千円  

        

        

 

 

  

 

 平成26年11月策定の新型インフルエンザ等対策行

動計画に基づく必要な物資や資材を備蓄するため、

感染対策に必要なサージカルマスクや対策活動時に

着用する感染防護キットなどを更新します。 

（担当：市民安全課） 

 

  

 一般財源 453千円   サージカルマスク等消耗品 453千円  

        

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 犯罪や災害に強い都市基盤の整備や地域の連携、「自

分たちのまちは自分たちで守る」という意識の醸成

など、市民と行政が一体となった活動を展開するこ

とにより、まちも心も明るい「安全都市・春日井」

の実現を図ります。 

（担当：市民安全課） 

  

 一般財源 4,967千円   春日井安全アカデミー講師等謝礼 3,150千円  

     安全なまちづくり協議会だより等印刷費 683千円  

     ボニター視察研修会バス運行等委託 418千円  

     安全なまちづくり協議会事業消耗品等 716千円  

 

 

  

 

 犯罪抑止や自主的な防犯活動を推進し、地域の防犯

力向上を図るため、区・町内会・自治会などが設置

する防犯カメラや、防犯パトロールを行う団体に対

して補助を行います。また、希望者に対して、費用

の一部負担により通話録音装置を配付します。 

（担当：市民安全課） 

  

 諸収入 600千円   通話録音装置 3,000千円  

 一般財源 5,922千円   防犯カメラ設置事業補助金 3,000千円  

     地域防犯組織支援事業補助金（防犯パトロール用品） 250千円  

     「こども１１０番の家」プレート消耗品等  272千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 安全安心情報（防犯等）や気象情報（気象、地震、

避難勧告等）、消防情報（火災等）を携帯電話やスマ

ートフォン、パソコンにメールを配信する登録制の

サービスにより、緊急情報を迅速に伝達します。 

（担当：市民安全課） 

 

 

 

 

 一般財源 2,292千円   安全安心情報ネットワーク保守等事業委託  2,156千円  

     安全安心情報ネットワークチラシ印刷費等  136千円  

        

        

 

 

  

 

 地域の防災・防犯・交通安全意識の向上を図るため、

地域密着型の防災・防犯・交通安全講話を行う市民

アドバイザーを育成し、派遣します。 

（担当：市民安全課） 

 

  

 一般財源 236千円   安 全 安 心 地 域 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 謝 礼 等 236千円  

        

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 各季の交通安全運動期間を中心に各種啓発活動を行

うほか、子どもから高齢者までの幅広い世代の行動

特性に応じた交通安全教室を実施し、交通安全意識

の向上を図ります。また、高齢者ドライバーの事故

防止を図るため、急発進抑制装置の設置に係る費用

を補助します。 

（担当：市民安全課） 

 

   

 県支出金 6,000千円   急発進抑制装置設置費等補助金 12,500千円  

 基金繰入金 1,000千円   交通安全啓発物品等消耗品 3,600千円  

 一般財源 9,541千円   交通安全教室委託 100千円  

     交通安全教室用保険等 341千円  

 

 

  

 

 交通安全意識の高揚を図るため、交通安全推進団体

や小学生をはじめとした幅広い世代の参加を得て、

交通安全協力者や協力団体、交通安全イラストの優

秀者の表彰を行うほか、交通安全誓いの言葉を唱和

するなど、１年間の無事故を祈念する大会を実施し

ます。 

（担当：市民安全課） 

 

 

 一般財源 846千円   大会配布用啓発物品等消耗品 369千円  

     大会配布用冊子等印刷 357千円  

     イラスト入賞者賞品等 80千円  

     アトラクション資材運搬 40千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 空港周辺住民の民生安定と福祉の向上を図るため設

置された学習等供用施設の機能を維持できるよう、

屋根や外壁、空調設備などの改修工事を行います。 

（担当：環境政策課） 

 

 

 

 

 国庫支出金 33,000千円   施設改修工事 44,600千円  

 県支出金              5,113千円   改修工事実施設計等委託 14,200千円  

 一般財源 20,687千円      

        

 

 

  

 

 音響性能を高めた多目的ホールを目指し、ホール音

響調査の結果に基づいて改修工事設計を行います。 

また、舞台通信装置の更新や屋上防水改修工事設計

などを行います。 

（担当：東部市民センター） 

 

  

 一般財源 19,800千円   ホール音響改修工事設計業務委託 8,800千円  

     舞台通信装置取替工事 4,000千円  

     屋上防水改修工事設計委託 2,200千円  

     エレベーター改修工事設計委託等  4,800千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 学びと交流の機会の提供と、幅広い世代が参加しや

すい環境づくりを推進するため、音楽室や軽運動室

など多様な公民館施設を活用した市民講座や短期講

座を開催します。 

（担当：東部市民センター） 

 

  

 諸収入 594千円   講師謝礼等 1,367千円  

 一般財源 773千円      

        

        

 

 

  

 

 高蔵寺ニュータウンの拠点施設としての東部市民

センターを、地域住民の「出会い」と「きずな」づ

くりの場とするため、各種イベントを開催し、地域

交流や世代間交流の活発化を図ります。 

（担当：東部市民センター） 

 

  

 一般財源 180千円   どんぐりキッズ公民館協力謝礼等 180千円  

        

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

 

財源内訳 支出内訳 
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 老朽化した施設の長寿命化と利用者の安全で快適な

環境整備のため、計画的に改修工事を進めています。

令和２年度は、外壁改修工事やエレベーター改修工事

を実施します。 

（担当：文化・生涯学習課、高蔵寺ふれあいセンター） 

 

 

 

 国庫支出金 17,073千円   西部ふれあいセンター外壁改修工事 30,000千円  

 地方債 40,400千円   高蔵寺ふれあいセンターエレベーター改修工事等  19,780千円  

 一般財源 10,407千円   南部ふれあいセンターエレベーター改修工事等  18,100千円  

        

 

 

  

 

 多様化する生涯学習ニーズに応えられるよう、幼児

期から高齢期まで幅広く学習機会を提供するため、

市民講座や短期講座などを開催します。また、働く

世代や子育て世代が参加しやすいよう、休日・夜間

の講座や託児付きの講座を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課、味美ふれあいセンター、

高蔵寺ふれあいセンター） 

 

 

 

 諸収入 1,695千円   講師等謝礼 3,373千円  

 一般財源 1,949千円   講座消耗品等 271千円  

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 「参加」「創造」「伝統」そして「進化」をコンセプ

トとし、「文化と融和のふるさとづくり」を進めるた

め、世代や地域を越えて幅広く市民が交流し、感動

を共有するとともに、まちに賑わいと活気があふれ

るよう、市民参加のまつりを実施します。 

（担当：市民活動推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般財源 35,000千円   春日井まつり実施委託 35,000千円  

        

        

        

 

 

  

 

 毎年７月に開催し、夏の風物詩となった市民納涼ま

つりは、市民に親しまれる「ふるさとまつり」とし

て、幅広い世代の交流と連帯意識の高揚を図るため、

花火大会など様々なイベントを開催しています。 

なお、東京オリンピック・パラリンピックの開催に

伴い、令和２年度に限り、開催時期を12月に変更し

ます。 

（担当：市民活動推進課） 

 

  

 一般財源 14,000千円   市民納涼まつり実施委託 14,000千円  

        

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 地域コミュニティの活性化と市民参加の促進に取り

組むため、各種補助金の交付により区・町内会等の

自主的、主体的な活動を支援するとともに、継続的、

安定的な地域活動を担う人材の育成や、地域で活動

する団体間の連携に向けた支援を行います。 

（担当：市民活動推進課） 

 

 

  

 基金繰入金 1,500千円   区・町内会助成金 49,200千円  

 一般財源 107,789千円   防犯灯電気料等補助金 56,221千円  

     自治会活動保険料 3,009千円  

     講師謝礼等 859千円  

 

 

  

 

 外国人市民と日本人市民が共に暮らしやすい多文化

共生社会を実現するため、市民団体等とともに国際

交流拠点の運営、日本語教室、交流イベントの開催

などの事業を実施します。 

（担当：市民活動支援センター） 

 

  

 一般財源 6,019千円   かすがいふれあい教室等事業委託 2,861千円  

     従事者等報償費 2,688千円  

     翻訳料等 470千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民活動団体のニーズに柔軟に対応し、NPOやボラ

ンティアなどの市民活動を支援するため、相談業務

や各種セミナー、イベントの開催をはじめ、資料作

成機材の提供や情報サイトの管理運営、情報紙の発

行などを実施します。 

（担当：市民活動支援センター） 

 

 

 

 一般財源 6,367千円   全自動印刷機等賃借料 2,538千円  

 
    用紙等消耗品 1,700千円  

     相談業務等 2,129千円  

        

 

 

  

 

 消費者トラブル解消のため、春日井市消費生活セン

ターなどにおいて、専門の資格を有する相談員によ

る消費生活相談を実施するとともに、トラブルの未

然防止に向けて、消費生活展、消費生活講座などに

よる啓発活動や、各々の得意分野で啓発活動を行う

市内消費者団体への補助を実施します。 

（担当：市民活動推進課） 

 

 

 

 手数料 317千円   消費生活相談等謝礼 3,724千円  

 県支出金 306千円   消費生活展実施委託 390千円  

 諸収入 80千円   相談実務担当者研修等旅費 381千円  

 一般財源 4,497千円   啓発関係消耗品等 705千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するため、「男女共同参画プラン」を策定していま

す。次期計画への改定に向け、市民の意識を把握す

るため、アンケート調査を実施します。 

（担当：男女共同参画課） 

  

 一般財源 1,753千円   市民意識調査等業務委託 1,300千円  

 
    アンケート郵便料 393千円  

     消耗品費等 60千円  

        

 

 

  

 

 男女共同参画社会の実現を目指し、女性の活躍やワ

ーク・ライフ・バランスなどについて広く周知・啓

発するため、情報紙「はるか」を発行するとともに、

男女共同参画市民フォーラムを開催します。また、

市民向けのセミナーや、職員・教職員向けの研修を

実施します。 

（担当：男女共同参画課） 

  

 一般財源 901千円   情報紙等印刷費 500千円  

 
    男女共同参画市民フォーラム事業委託 250千円  

     セミナー講師謝礼等 151千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害者に対

する支援体制や相談体制の充実を図るため、セミナ

ーや講座を開催するとともに、女性に対する暴力の

防止に向けた街頭啓発などを実施します。また、専

門の女性相談員による面接・電話相談などを実施し

ます。 

（担当：男女共同参画課） 

  

 一般財源 492千円   啓発パンフレット等印刷費 234千円  

 
    セミナー講師等謝礼 137千円  

     ＤＶ防止啓発事業委託等 121千円  

        

 

 

  

 

 女性のチャレンジを支援し、本市で起業する女性を

増やすとともに、女性起業家の経営の安定と向上を

図るため、起業応援セミナーを開催します。また、

女性自身がキャリアを積み重ね、将来、企業や団体

等の中核を担う意識を醸成するため、女性のキャリ

アアップに向けた研修会などを開催します。 

（担当：男女共同参画課） 

  

 

 国庫支出金 585千円   女性の活躍加速化事業委託 1,300千円  

 諸収入 330千円   女性のキャリアアップ講座チラシ等印刷費 200千円  

 一般財源 585千円      

        

 

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 施設利用者の利便性と安全性を確保するため、老朽

化したエレベーターの改修工事を実施します。 

（担当：男女共同参画課） 

  

 国庫支出金 2,073千円   エレベーター改修工事 17,000千円  

 地方債 14,700千円   エレベーター改修工事設計委託  1,500千円  

 一般財源 1,727千円      

        

 

 

  

 

 女性であることから生じる不安や悩みごとなどの問

題解決や女性の自立への支援を行うため、専門の女

性相談員や女性弁護士による面接・電話相談を実施

します。 

（担当：男女共同参画課） 

  

 一般財源 2,587千円   女性の悩み相談員謝礼等 1,553千円  

 
    女性のための法律相談業務委託  1,034千円  

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 男女が多様な能力を開発、発揮し、社会のあらゆる

分野へ参画できる男女共同参画社会の実現に向けた

市民の意識づくりのため、性別による固定的役割分

担の解消など、男女共同参画の視点に立った講座を

実施します。 

（担当：男女共同参画課） 

  

 諸収入 250千円   講師謝礼等 596千円  

 一般財源 346千円      

        

        

 

 

  

 

 職員が組織目標を達成するために職務や職責に応じ

た役割を認識し、業務における行動変容につながる

ような効果的、効率的な研修を実施します。 

創造力、政策立案能力などの自治体職員としての基

礎能力の向上を図るとともに、労働生産性向上、広

域的視点、業務効率化、情報利活用といった側面か

らの職員育成を図る研修を計画し実施していきま

す。 

（担当：人事課） 

 

 

  

 諸収入 100千円   研修委託 11,700千円  

 一般財源 25,069千円   研修旅費 7,093千円  

     派遣職員研修住宅賃借料 2,694千円  

     研修会出席者負担金等 3,682千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 職員の健康の保持増進のため、法令などで定められ

た健康診断（定期健康診断、雇入時健康診断、深夜

業務健康診断、特殊健康診断）やストレスチェック

などを実施します。また、職員健康相談室や必要と

する所属に常備薬の設置を実施します。 

（担当：人事課） 

 

 

  

 諸収入 1,789千円   健康診断等委託 14,215千円  

 一般財源 15,091千円   健診・予防接種等手数料 2,500千円  

     常備薬消耗品等 165千円  

        

 

 

  

 

 市民の利便性向上のため、旅券の窓口を設置し、手

続きに伴う交通費や移動時間などの負担軽減を図る

とともに、申請に必要な収入印紙などの販売も行う

ワンストップサービスを実施します。 

（担当：市民課） 

 

  

 諸収入 153,121千円   収入印紙等消耗品 151,766千円  

 一般財源 7,663千円   一般旅券発給業務委託料 8,844千円  

     端末賃借料等 174千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民の利便性の向上のため、コンビニエンスストア

などに設置されているマルチコピー機を利用した、

各種証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書及び戸

籍証明書）の交付サービスを実施します。 

（担当：市民課） 

 

  

 手数料 2,578千円   保守等委託料 11,601千円  

 一般財源 14,962千円   負担金 4,788千円  

     手数料等 1,151千円  

        

 

 

  

 

 個人番号カード（マイナンバーカード）の円滑な交

付を実現するため、市役所以外の出張所における申

請受付や交付ができる体制を整備し、市民の利便性

の向上に努めます。 

（担当：市民課） 

 

  

 国庫支出金 74,596千円   個人番号カード発行経費負担金 67,200千円  

 一般財源 366千円   郵便料 6,402千円  

     交付通知書シール等印刷費等 1,360千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 全国の製造業を調査することで日本の工業の実態を

明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るた

め、工業統計調査を実施します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 県支出金 1,654千円   調査員等報酬 1,577千円  

 一般財源 65千円   地図複製利用料等 142千円  

        

        

 

 

  

 

 国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策そ

の他の基礎資料を得るため、令和２年10月１日を調

査期日として市内に居住する全ての人、世帯を対象

に実施します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 県支出金 117,678千円   調査員等報酬 99,939千円  

     調査用品等仕分け及び配送等委託 10,000千円  

     実施本部資機材等賃貸借料 5,300千円  

     周知用チラシ印刷費等 2,439千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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全国の事業所及び企業活動の状態を把握し、すべて

の産業分野における経済の構造を明らかにするた

め、経済センサスを実施します。令和２年度は、令

和３年度に実施される経済センサス－活動調査の準

備を実施します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

 県支出金 483千円   説明会場設営用資材賃貸借料等 483千円  

 
       

        

        

 

 

  

 

 地域における社会福祉の推進を図るため、地域の身

近な相談相手として必要な支援を行う民生委員・児

童委員、主任児童委員の活動を支援します。 

また、孤立死防止などを目的とした地域見守りなど

を実施します。 

（担当：地域福祉課） 

 

 

 

 

  

 県支出金 24,037千円   民生委員活動費用弁償費等報償費 44,222千円  

 諸収入 1千円   行旅死亡人扶助費 1,133千円  

 一般財源 23,207千円   平和祈念式典等消耗品 658千円  

     災害時要援護者支援マニュアル印刷費等 1,232千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 経済的に困窮し生活や仕事で困っている人などの早

期の自立を図るため、必要な情報提供や助言を行う

自立相談支援のほか、自ら家計を管理できるように

する家計改善支援を行います。また、離職により住

居を失った方などに対する住居確保給付金の支給

や、生活困窮世帯における中学生の学習機会の均等

を図るための子どもの学習・生活支援を実施します。 

（担当：生活支援課） 

 

 

 国庫支出金 20,649千円   自立相談支援事業委託 18,813千円  

 県支出金 5千円   子どもの学習・生活支援事業委託 8,308千円  

 一般財源 9,694千円   住居確保給付金扶助費 2,322千円  

     自立支援相談コーナー機器使用料等 905千円  

 

 

  

 

 社会福祉施設の老朽化などに対応するため、福祉の

里レインボープラザの改修工事などを実施します。

また、介護サービスセンターについては、高齢者の

ための施設から、高齢者や障がい者、障がい児の共

生型施設とするための改修工事を行います。 

（担当：地域福祉課、障がい福祉課） 

 

 

 

  

 

 地方債 201,300千円   福祉の里外壁等改修工事 120,000千円  

 一般財源 26,900千円   福祉の里厨房室内機取替工事等 7,500千円  

     福祉の里非常用発電機取替工事設計業務委託等 4,300千円  

     【 拡充 】 介 護 サ ー ビ ス セ ン タ ー 改 修 96,400千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 障がいのある人に関する福祉やサービスなどの施策

を推進するため、３年を１期として「障がい者総合

福祉計画」を策定しています。現行の第４次計画を

改定し、第５次計画（令和３年度～５年度）を策定

します。 

（担当：障がい福祉課） 

  

 一般財源 2,557千円   策定支援業務委託 2,074千円  

     計画書印刷費 483千円  

        

        

 

 

  

 

 障がいの進行の防止、機能の回復のため、医療費の

一部を負担する自立支援医療給付のほか、日常生活

を容易にするための車椅子や補聴器などの購入や修

理費用を助成します。 

（担当：障がい福祉課） 

 

  

 国庫支出金 250,837千円   自立支援医療等扶助費 502,411千円  

 県支出金 125,679千円   自立支援医療費審査支払手数料 570千円  

 一般財源 126,915千円   重度障がい者寝具乾燥委託 280千円  

     育成医療意見書審査謝礼等 170千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 在宅の身体・知的・精神に重度の障がいのある人に

対して、精神的、物理的な負担を軽減するため、特

別障がい者手当などを支給するほか、障がいのある

人の社会参加の促進や生活を支援するため、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。 

（担当：障がい福祉課） 

 

 

  

 国庫支出金 101,969千円   特別障がい者手当等扶助費 748,161千円  

 県支出金 14,013千円   福祉応援券作成委託 8,463千円  

 一般財源 649,076千円   福祉応援券郵便料 7,861千円  

     福祉応援券機器使用料等 573千円  

 

 

  

 

 障がいのある人の自立した日常生活又は社会生活

を支援するため、居宅介護や施設入所支援、生活介

護、就労継続支援、短期入所など必要な給付を行い

ます。 

（担当：障がい福祉課） 

 

  

 国庫支出金 2,441,187千円   介護給付等扶助費 4,882,373千円  

 県支出金 1,226,215千円   共同生活援助事業費等補助金 11,244千円  

 一般財源 1,236,463千円   介護給付費等審査支払等手数料 4,858千円  

     障害支援区分判定用医師意見書料等 5,390千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 障がいのある子どもの自立した日常生活又は社会

生活を支援するため、児童発達支援、放課後等デイ

サービス（生活能力の向上、集団生活の適応のため

に必要な訓練、社会との交流促進支援などを行う。）

など必要な給付を行います。 

（担当：障がい福祉課） 

 

 

  

 国庫支出金 802,171千円   障がい児通所支援給付費扶助費 1,604,344千円  

 県支出金 401,085千円   障がい児給付費審査支払等手数料 2,589千円  

 一般財源 403,677千円      

        

 

 

  

 

 障がいのある人の自立した日常生活又は社会生活

を支援するため、障がいのある人やその保護者など

に対する相談、手話通訳者の派遣、成年後見制度の

利用支援、日常生活用具の給付、移動の支援などを

行います。また、制度の利便性を高めるため、障が

いのある人の居場所や一時預かりを利用する際の

要件緩和などを行います。 

（担当：障がい福祉課） 

 

  

 国庫支出金 82,330千円   地域活動支援センター等扶助費 392,731千円  

 県支出金 41,165千円   （うち【拡充】支給決定基準の見直し（日中一時支援）等 21,582千円）  

 基金繰入金 15,949千円   基幹相談支援センター等委託 74,842千円  

 一般財源 333,180千円   手話通訳者報償費等 5,051千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 在宅の障がいのある人の外出を促進するため、地域

において気軽に集える交流の場を提供する団体に対

し助成します。 

（担当：障がい福祉課） 

 

 

  

 国庫支出金 100千円   障がい者の居場所・交流の場づくり事業助成金 400千円  

 県支出金 50千円      

 一般財源 250千円      

        

 

 

  

 

 容易に歯科医院に通院することができない障がいの

ある人の歯の健康を守るため、市歯科医師会が行う

通所施設への歯科健診の費用を補助します。 

（担当：障がい福祉課） 

 

 

  

 

 一般財源 320千円   障がい者施設歯科健診事業補助金 320千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 高齢者に関する福祉や介護保険サービスなどの施策

を推進するため、３年を１期として「高齢者総合福

祉計画」を策定しています。現行の第７次計画を改

定し、第８次計画（令和3年度～5年度）を策定しま

す。 

（担当：地域福祉課） 

 

 

  

 一般財源 2,525千円   策定支援業務委託 2,085千円  

     計画書印刷費 440千円  

        

        

 

 

  

 

 社会の発展に貢献した高齢者に対し、感謝の意を表

するとともに、その長寿を祝うため、敬老金や地域

で開催される敬老行事に対する補助金を支給する敬

老会事業を行います。また、家庭での介護の知識と

技術を身につけるハートフルケアセミナーなどを実

施します。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 一般財源 43,125千円   敬老金等報償費 32,603千円  

     敬老会地区開催補助金 10,290千円  

     表彰状印刷費等 232千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 高齢者の自立した日常生活の支援や経済的な支援を

するため、配食サービスの利用助成（新たに夕食の

選択が可）や緊急通報システムの設置、訪問理美容

サービスなどを実施します。 

（担当：地域福祉課、介護・高齢福祉課） 

 

  

 手数料 1,886千円   生活支援ハウス運営事業等委託 41,860千円  

 県支出金 3,000千円   特別養護老人ホーム措置等扶助費 32,413千円  

 基金繰入金 749千円   配食サービス利用助成等 17,609千円  

 一般財源等 88,813千円   訪問理美容券郵便料等 2,566千円  

 

 

  

 

 現在設置されている高齢者・障がい者権利擁護セン

ターの機能強化を図り、成年後見制度の利用の促進

に関する法律に基づく中核機関として位置づけま

す。また、成年後見制度の利用促進を図るため、「（仮

称）権利擁護連絡会議」を設置し、権利擁護支援の

地域連携ネットワークの構築などを進めます。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 国庫支出金 33千円   高齢者・障がい者権利擁護センター運営委託 12,459千円  

 県支出金 3,000千円   報償費等 115千円  

 一般財源 9,541千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 介護サービスの利用に伴う費用及び介護に伴う諸費

用の負担軽減を図るため、要支援・要介護認定を受

けており、世帯全員が市民税非課税の方（生活保護

世帯を除く）に対して、給付金を支給します。 

（担当：介護・高齢福祉課） 

 

 

  

 一般財源 109,764千円   介護福祉特別給付金 109,764千円  

        

        

        

 

 

  

 

 生活環境上及び経済的理由により、在宅で生活する

ことが困難な65歳以上の高齢者を支援するため、老

人福祉施設などへの入所措置を行います。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 負担金 21,100千円   老人福祉施設入所措置費 130,957千円  

 一般財源 109,857千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 円滑に在宅医療・介護サービスを提供できる体制を

構築するため、駐車スペースのない利用者宅を訪問

する事業所などと近隣の利用していない時間帯のあ

る個人宅などの駐車場をマッチングします。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 一般財源 741千円   システム使用料 660千円  

     チラシ印刷費等 81千円  

        

        

 

 

  

 

 高齢者のいきがいづくりや社会参加を推進するた

め、シルバー人材センターを高齢者の活躍拠点とし、

健康の増進や教養の向上、レクリエーションのため

の講座を実施します。 

（担当：地域福祉課） 

  

 一般財源 200千円   講座開催委託 200千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

登録情報 

駐車場利用 

介護サービス提供 

登録 

介護事業者等 

財源内訳 支出内訳 
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 医療費の負担軽減を図るため、子どもや心身障がい

者、精神障がい者などの受給要件者に対して、医療

保険適用後の自己負担額相当額を助成します。 

また、安心して子どもを産み、育てることができる

環境を整備するため、子ども医療費の拡充を行い、

18歳までの医療保険適用後の入院費を助成しま

す。 

（担当：保険医療年金課） 

  

 県支出金 1,147,096千円   医療費（扶助費） 3,251,742千円  

 基金繰入金 30,734千円   （うち【拡充】子ども医療費（15～18歳入院費） 12,535千円）  

 一般財源 2,112,683千円   審査支払事務委託 38,771千円  

        

 

 

 

 

 高等教育をうける世代の金銭的負担軽減を図るた

め、学生医療費を新設し、24歳までの大学や短大、

専修学校生の医療保険適用後の入院費を助成しま

す。 

（担当：保険医療年金課） 

  

 

 基金繰入金 364千円   医療費（扶助費） 14,652千円  

 一般財源 14,288千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 特別支援保育の質の向上を図るため、保育士に対し

て学識経験者や臨床心理士からの指導・助言による

支援を行います。 

（担当：保育課） 

 

 

  

 一般財源 1,100千円   巡回相談員等報償費 1,100千円  

        

        

        

 

 

  

 

 支援が必要な子育て家庭において、適切な子どもの

養育をできるようにするため、育児支援や家事等の

援助を行うヘルパーを派遣します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

 国庫支出金 118千円   養育支援訪問事業委託 342千円  

 県支出金 118千円      

 一般財源 106千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 家庭において、児童が健全に育成されるようにする

ため、生活習慣、家族関係、非行などの様々な問題

に関する相談を実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 一般財源 2,390千円   家庭児童相談員報償費 2,378千円  

     事務消耗品 12千円  

        

        

 

 

  

 

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次

代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを

目的として、児童を養育している人に児童手当を支

給します。また、ひとり親家庭等の生活の安定と自

立の促進のため、児童を養育している人に児童扶養

手当や子ども福祉手当を支給し、児童の福祉の増進

を図ります。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 国庫支出金 3,909,999千円   児童手当等扶助費 6,267,781千円  

 県支出金 771,716千円   現況届等郵便料 3,863千円  

 一般財源 1,591,763千円   現況届等印刷費等 1,834千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 増加する保育需要に対応するため、私立保育園など

２園を開園するほか、延長保育などの各種保育サー

ビスや、地域子育て支援センター事業などを私立保

育園などに委託します。また、公立・私立保育園の

保育士の給与差の改善など、私立保育園などに対し

て支援を行うとともに、保護者の負担軽減を図るた

め、保育料を改定します。 

（担当：保育課） 

 

 

  

 負担金 162,868千円   私立保育園保育実施等委託 1,916,583千円  

 国庫支出金 1,110,767千円   施設型給付費等負担金 1,167,133千円  

 基金繰入金 21,908千円   （うち保育料改定に係るもの 18,322千円）  

 一般財源等 1,788,173千円  

参考：保育料改定に係るもの（歳入） △91,263千円（公立含む） 

 

     

 

 

  

 

 特別な支援が必要な児童に対して良質かつ適切な教 

育・保育の提供体制を確保するため、新たに私立保 

育園１園を加え、特別支援保育を私立保育園などに 

委託します。 

（担当：保育課） 

 

 

  

 国庫支出金 522千円   特別支援保育実施委託 23,376千円  

 県支出金 522千円      

 基金繰入金 555千円      

 一般財源 21,777千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 認定こども園の幼児教育の振興と充実を図るため、

認定こども園の運営費や幼児教育支援事業費に対し

て補助金を交付します。 

（担当：保育課） 

 

 

 

 

 

 

  

 一般財源 2,250千円   運営費等補助金 2,250千円  

        

        

        

 

 

 

 

 幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支

援新制度への未移行幼稚園、認可外保育施設などの

利用者に施設等利用給付を行います。 

（担当：保育課） 

 

  

 国庫支出金 682,183千円   施設等利用給付費等負担金 1,373,367千円  

 県支出金 345,591千円      

 一般財源 345,593千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 幼稚園における幼児教育の振興と充実を図るため、

私立幼稚園の運営費や幼児教育支援事業費に対して

補助金を交付します。 

（担当：保育課） 

 

 

  

 一般財源 11,880千円   運営費等補助金 11,880千円  

        

        

        

 

 

  

 

 児童の突然の心停止の事態に迅速かつ適切に救命処

置を実施できる環境を整備するため、私立保育園な

どに対し自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の設置費用を

補助します。 

（担当：保育課） 

 

 

 

  

 一般財源 750千円   ＡＥＤ設置補助金 750千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 犯罪抑止力の向上と不審者の行動等に対し明確な映

像証拠を残し、安心して保育・教育ができる環境を

整備するため、私立保育園などに対し防犯カメラの

設置費用を補助します。 

（担当：保育課） 

 

 

 

 

 

 一般財源 1,870千円   防犯カメラ設置補助金 1,870千円  

        

        

        

 

 

  

 

 病気回復期にあり安静の確保に配慮する必要がある

児童を一時的に預かることにより、保護者の子育て

と就労の両立を支援します。 

（担当：保育課） 

 

 

  

 手数料 2,350千円   病後児保育事業委託 28,632千円  

 国庫支出金 7,148千円      

 県支出金 7,148千円      

 一般財源 11,986千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 保護者が病気その他の理由により、家庭における養

育が一時的に困難となった場合に対処するため、当

該児童を乳児院又は児童養護施設において一時的に

養育します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 手数料 183千円   短期入所生活援助事業委託 387千円  

 国庫支出金 67千円      

 県支出金 67千円      

 一般財源 70千円      

 

 

  

 

 母子家庭などが修学や疾病などにより、一時的に生

活援助や子育て支援が必要な場合などに、乳幼児の

保育、食事の世話などを行うヘルパーを派遣します。

また、職業訓練の受講費用の一部を支給する自立支

援教育訓練給付金や資格取得養成機関で修業する場

合の生活費の負担軽減のために、高等職業訓練促進

給付金などを支給します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 手数料 6千円   母子家庭等自立支援給付金等 19,027千円  

 国庫支出金 14,203千円      

 県支出金 67千円      

 一般財源 4,751千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 経済的に困窮している母子家庭などの自立を図る

ため、母子生活支援施設に入所させて生活の安定

に向けた援助を行いながら自立を支援します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

 

 負担金 13千円   母子生活支援施設入所措置費等 20,032千円  

 国庫支出金 10,000千円      

 県支出金 5,000千円      

 一般財源 5,019千円      

 

 

 

 

 子育てしている保護者の孤立化を防止し、不安や負

担感の軽減を図るため、乳幼児の保護者の身近な場

所である公立保育園において、保護者が子どもとと

もに集える環境を提供し、保健師による発達相談や

交流の場を設けます。 

（担当：保育課） 

 

 

 

 

  

 一般財源 317千円   保健師等謝礼 156千円  

     玩具消耗品等 161千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 乳幼児にとって「遊びは学び」であり、遊びをとお

して、集中力、創造力、思考力、コミュニケーショ

ン能力などを養うため、保育園や児童館などに質の

高い遊具・玩具を導入します。 

（担当：子ども政策課、保育課） 

 

 

 

 

 

 基金繰入金 259千円   玩具導入費 10,400千円  

 一般財源 10,141千円      

        

        

 

 

  

 

 公立保育園の長寿命化を図るとともに、子どもたち

にとって安全で安心な保育園となるよう計画的に改

修工事を行います。また、犯罪抑止力の向上と不審

者の行動等に対し明確な映像証拠を残し、安心して

保育・教育ができる環境を整備するため、防犯カメ

ラ設置工事を行います。 

（担当：保育課） 

 

 

 

  

 地方債 21,800千円   第二保育園給水設備改修等工事  20,240千円  

 一般財源 15,792千円   藤山台保育園建替えに伴う各種調査等委託 4,100千円  

     水道施設負担金 492千円  

     【拡充】防犯カメラ設置工事 12,760千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 夏の暑い日や雨天時などでも、子どもたちが体を動

かして遊べる場所を充実させるため、勤労福祉会館

（グリーンパレス春日井）の大規模改修に合わせて、

施設の一部に室内の遊び場を整備するための設計を

行います。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

 

 

 地方債 13,700千円   設計業務委託 15,300千円  

 一般財源 1,600千円      

        

        

 

 

  

 

 保護者が就業等により昼間家庭にいない小学生に、

適切な遊びや生活の場を提供し健全な育成を図るた

め、押沢台小学校に「子どもの家」を整備します 

（令和３年度開設予定）。 

また、白山子どもの家、八幡子どもの家を学校内の

余裕教室に移転するため、工事設計を実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 国庫支出金 4,000千円   押沢台子どもの家整備 12,000千円  

 県支出金 4,000千円   押沢台子どもの家初度調弁 1,000千円  

 地方債 4,000千円   子どもの家移転に係る工事設計委託 2,000千円  

 一般財源 3,000千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 一時預かり事業のより利用しやすい環境を整えるた

め、ＪＲ春日井駅南東地区市街地再開発事業により

建設される商業棟に、一時預かり施設を整備するた

めの基本設計などを実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

  

 一般財源 4,180千円   基本設計業務委託 3,700千円  

     賃借料鑑定委託           480千円  

        

        

 

 

  

 

 建築から50年を経過して老朽化した交通児童遊園

を建て替えるため、基本設計を実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

  

 一般財源 8,600千円   基本設計業務委託 8,600千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

南口 

商業棟３階 

JR 春日井駅 

財源内訳 支出内訳 
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 保護者が就業等により昼間家庭にいない小学生に、

適切な遊びや生活の場を提供し健全な育成を図る

ため、民間児童クラブの運営費を助成します。また、

公設の子どもの家と民間児童クラブとの利用料金

の差を小さくし、民間児童クラブの利用者の負担軽

減を図るため、民間児童クラブの利用費補助を拡充

します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 国庫支出金 32,563千円   放課後児童健全育成事業費補助金等 155,497千円  

 県支出金 32,533千円   （うち【拡充】放課後児童健全育成事業利用費補助金 23,760千円）  

 基金繰入金 2,248千円     

 一般財源 88,153千円      

 

 

  

 

 保護者が仕事と育児を両立する等、安心して子育て

ができる環境を整えるために、子育ての援助を受け

たい会員と援助を行いたい会員が地域の中で相互援

助が図れるようコーディネートするなど、活動を支

援します。 

（担当：子育て子育ち総合支援館） 

 

 

 

 

  

 国庫支出金 43千円   保険料 302千円  

 県支出金 43千円   用紙等消耗品 120千円  

 一般財源 581千円   複写機使用料等 245千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

アドバイザー 

ファミリー・サポート・センター 

依頼会員 

コーディネート 

援助の依頼 援助の打診 

援助 
援助会員 

報酬 

（登録） （登録） 

財源内訳 支出内訳 
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 子育ての不安感などを和らげ、子どもの健やかな育

ちを支援するため、東部子育てセンターや子育て応

援広場キッコロにおいて、親子で遊ぶ場を提供する

とともに、育児相談を実施します。また、東部子育

てセンターでは、一時預かり事業も実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

  

 国庫支出金 9,560千円   東部子育てセンター指定管理料 20,000千円  

 県支出金 9,560千円   子育て応援広場キッコロ補助金 4,800千円  

 一般財源 10,399千円   東部子育てセンター賃借料 4,719千円  

        

 

 

  

 
 

 地域の子育てを応援するため、子育てサポートキャ

ラバン隊の実施や子育て支援団体への助成を行い

ます。また、地域の子育てイベントの情報や行政か

らの子育て支援情報をわかりやすく親しみやすい

形で発信するため、子育て情報発信サイト「春日井

ハッピーマムズ」を運用します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

 

 一般財源 1,579千円   子育て情報発信サイト管理運営業務等委託 1,334千円  

     子育て支援団体補助金等 245千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 子育て家庭の孤立化を防ぎ、子育ての不安を軽減す

るため、研修を受けた先輩ママが訪問員となり、乳

児がいるすべての家庭を訪問し、困ったときの相談

先や健診・教室などの子育てに関する様々な情報を

提供し、必要な支援へつなげます。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

  

 国庫支出金 1,327千円   訪問員等謝礼 3,750千円  

 県支出金 1,327千円   保険料等 232千円  

 一般財源 1,328千円      

        

 

 

  

 

 「子育て支援施設に出かけづらい親子」や「専門機

関の支援を受けるほどではないがストレスを感じて

いる家庭」などを対象に、孤立感や育児不安の軽減

を図るため、子育ての経験者や子育て支援団体等の

構成員が訪問し、話し相手となるほか、子育て支援

施設に同行するなどの子育て支援を実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

  

 国庫支出金 351千円   訪問事業委託料 704千円  

 一般財源 353千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 



76 

 

 

  

 

 育児不安や子どもとの接し方がわからない等の悩み

を抱えている親に対して、育児不安の軽減や、孤独

感の解消に加え育児能力の向上を目的とした教室を

開催します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

  

 一般財源 162千円   従事者謝礼等 162千円  

        

        

        

 

 

  

 

 保護者が就業等により昼間家庭にいない小学生に、

適切な遊びや生活の場を提供し健全な育成を図るた

め、市内33箇所の放課後児童クラブ「子どもの家」

を運営します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

  

 国庫支出金 95,593千円   指定管理等委託 368,778千円  

 県支出金 95,593千円   光熱水費 10,269千円  

 一般財源 194,061千円   エアコン取替等工事 5,400千円  

     冷蔵庫備品購入等 800千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 子どもたちが持つ自由で伸びやかな創造力を引き出

し、自主性を育むため、人と関わり、様々な体験が

できる「わいわいカーニバル」を開催します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 一般財源 5,700千円   事業委託 5,700千円  

        

        

        

 

 

  

 

 人との関わり合いなどに悩む子どもや若者、保護者

からの相談に応え、寄り添うことで、その精神的負

担を軽減するとともに、本人が社会との関わりを自

覚し、自立できるよう支援します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

 一般財源 1,440千円   相談員謝礼等 1,440千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 次代を担う青少年の健全な育成のため、「子はかすが

い、子育ては春日井」推進大会を開催し、青少年の

健全育成に尽力した功労者や、優秀な健全育成・非

行防止作品を作成した小中学生や高校生を表彰しま

す。また、地域の子どもは地域で守り育てるとの理

念のもと、子ども応援団「地域のおじさん・おばさ

ん」による見守り活動を実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 寄附金 449千円   青少年健全育成推進会議事業委託 1,400千円  

 一般財源 951千円      

        

        

 

 

  

 
 

少年の非行防止や少年自身が被害者となることを防

ぐため、地域で活動する少年指導員が小中学校や警

察などと連携・協力し、ショッピングセンターや遊

戯場などを見回り、声掛けを行います。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

 一般財源 2,269千円   指導員謝礼等 2,269千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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病気や高齢などで収入が減少し、資産や能力を活用

してもなお生活に困窮する人に対する必要な保護を

行うため、その困窮の程度に応じて生活費や医療費

などの給付を行うとともに、自立に向けた支援を行

います。 

（担当：生活支援課） 

 

 

 

 

 国庫支出金 3,745,186千円   扶助費 ４,993,582千円  

 県支出金 82,295千円      

 一般財源 1,166,101千円      

        

 

 

  

 

 保健センターの適正な機能を維持し、長期にわたり

活用していくため、経年劣化に伴う改修工事として、

エレベーターの改修や非常階段外壁塗装を実施しま

す。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 国庫支出金 2,073千円   保健センターエレベーター改修工事 17,000千円  

 地方債 14,600千円   保健センター非常階段外壁塗装改修工事 5,600千円  

 一般財源 7,327千円   保健センターエレベーター改修工事設計業務委託 1,400千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 本市が定める９月第１日曜日の「健康の日」と、９

月９日「救急の日」にあわせて、楽しく健康チェッ

クや救急活動などを体験できる「健康救急フェステ

ィバル」を開催します。令和２年度は新たに民間企

業と連携し、健康や救急に関する知識のさらなる普

及を図ります。 

（担当：健康増進課） 

 

 

  

 一般財源 1,472千円   チラシ等印刷費 500千円  

     健康の日啓発事業等補助金 300千円  

     ブース用備品賃借料 274千円  

     警備委託等 398千円  

 

 

  

 

 市民の健康づくりを促進するため、運動・食などに

関する講座や、食を通じた健康づくりに取り組む食

生活改善推進員の育成などを行うほか、企業や地域

の希望に応じて保健師や健康マイスターなどによ

る出前講座を実施します。また、骨髄移植を推進す

るため、骨髄提供者等に対する助成を実施します。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 県支出金 316千円   骨髄提供者等助成 1,720千円  

 基金繰入金 59千円   お気軽運動教室等委託 733千円  

 諸収入 30千円   市民健康づくり講座等講師謝礼 641千円  

 一般財源 3,839千円   啓発物印刷費等 1,150千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 喫煙や受動喫煙による健康被害の減少につなげるた

め、公的医療保険が適用される禁煙外来治療に要す

る費用の一部を助成し、禁煙に取り組む人を支援し

ます。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 基金繰入金 20千円   禁煙外来治療費助成 1,300千円  

 一般財源 1,280千円      

        

        

 

 

  

 

 市民の心の健康の保持増進を図るため、精神科医師

や臨床心理士によるメンタルヘルス相談の相談枠を

拡大するほか、自己診断ツールの提供や職場のメン

タルヘルスセミナーを実施します。また、自殺対策

を推進するため、自殺予防の啓発やゲートキーパー

養成講座を実施します。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 県支出金 465千円   メンタルヘルス相談員等謝礼 473千円  

 一般財源 428千円   こころの健康自己診断ツール保守業務委託 218千円  

     啓発物印刷費等 202千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民の健康増進を後押しするため、健康づくりの取

組を記録する「かすがい健康マイレージアプリ」な

どを活用して取組の継続を促し、楽しみながら健康

づくりを行えるよう支援します。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 一般財源 2,578千円   アプリ保守業務委託 1,584千円  

     優待カード「まいか」等郵送料 546千円  

     啓発物印刷費等 448千円  

        

 

 

  

 

 疾病を早期に発見し、早期の治療につなげるため、

胃・大腸・肺・子宮・乳などの各種がん検診等を実

施します。また、対象者への受診券の送付や検診受

診率向上のための啓発を行います。 

（担当：健康増進課） 

 

 

  

 国庫支出金 4,338千円   各種がん検診等委託 599,425千円  

 県支出金 6,498千円   受診券等郵便料 13,000千円  

 諸収入 21,577千円   受診券等印刷費 12,772千円  

 一般財源 593,504千円   啓発用消耗品等 720千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 



83 

 

 

  

 

 生涯にわたり歯と口腔の健康を保つため、歯科健診、

口腔衛生に関する教室や、企業・団体・学校などの

希望に応じて歯科保健指導などを実施します。また、

40歳頃から増加すると言われている歯周病の進行

前において定期的な口腔管理につなげるため、すこ

やか歯科健診の対象に、新たに30歳の方を加えて実

施します。 

（担当：健康増進課） 

 

 

  

 県支出金 7,551千円   歯科健診等委託 34,242千円  

 基金繰入金 504千円   受診券等郵便料 3,027千円  

 諸収入 1,369千円   受診券印刷費等 2,902千円  

 一般財源 32,976千円   【拡充】30歳のすこやか歯科健診  2,229千円  

 

 

  

 

 感染症のまん延防止や重症化予防のため、令和2年

10月から開始するロタウイルスワクチン接種や15

疾病に対する定期予防接種を実施するとともに、重

症化率が高いおたふくかぜなどに対し、接種費用の

一部を補助します。また、風しん対策として、定期

予防接種の機会がなかった一部の男性に対する抗体

検査・定期予防接種を実施します。 

（担当：健康増進課） 

 

  

 国庫支出金 58,430千円   予防接種等委託 1,036,980千円  

 県支出金 330千円   おたふくかぜ予防接種費等補助金 19,611千円  

 基金繰入金 16,057千円   接種案内郵便料等 23,140千円  

 一般財源 1,050,328千円   【拡充】ロタウイルスワクチン  45,414千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 乳幼児の健康の保持・増進や子育て支援、児童虐待

の予防・早期発見をするため、健康診査を実施しま

す。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 諸収入 960千円   乳幼児健診等委託 15,046千円  

 一般財源 31,347千円   健診従事者等謝礼 13,784千円  

     事務用消耗品 700千円  

     備品購入費等 2,777千円  

 

 

  

 

 人工授精の治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を

図るため、検査及び治療（保険診療適用外）の費用

を助成します。また、所得に関わらず補助を行うた

め、所得制限を撤廃します。 

（担当：子ども政策課） 

 

  

 県支出金 2,450千円   不妊症検査・治療補助金等 5,394千円  

 基金繰入金 44千円      

 一般財源 2,900千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 妊産婦及び乳児の健康の保持・増進のため、健康診

査や新生児聴覚検査の受診票（補助券）を交付しま

す。産婦健康診査は２回に拡充し、医師や助産師の

問診や診察を受ける機会を増やすことで、産後うつ

や育児不安などを早期に発見し、必要な支援へつな

げます。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 国庫支出金 13,000千円   妊産婦健診等委託 331,230千円  

 基金繰入金 5,241千円   県外受診分補助金 15,933千円  

 一般財源 342,781千円   封筒印刷費等 30千円  

     【拡充】産婦健康診査（２回目） 13,829千円  

 

 

  

 

 妊娠期から乳幼児期までの健康管理のため、妊娠届

出時に、母子健康手帳及び母と子のしおりを交付し

ます。 

健康状態や養育環境等の把握により、妊娠、出産、

育児に対する不安の軽減や、必要なサービスにつな

ぐための支援を行います。 

（担当：子ども政策課） 

 

  

 一般財源 1,952千円   母と子のしおり印刷費 1,102千円  

     母子健康手帳等消耗品 850千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 妊娠期から乳幼児期までの切れ目のない支援を行う

ため、妊産婦・乳幼児に関する教室や相談事業、訪

問指導を実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

  

 国庫支出金 293千円   教室、訪問事業等謝礼 11,412千円  

 県支出金 293千円   教室事務消耗品 750千円  

 基金繰入金 184千円   支援プラン等印刷費 343千円  

 一般財源 12,054千円   教室備品購入費等 319千円  

 

 

  

 

 若年妊婦や多胎の妊婦などの特定妊婦に対し、適切

な支援につなげるため、出産前に専門職による訪問

指導を実施します。 

（担当：子ども政策課） 

 

 

 

 

 基金繰入金 28千円   訪問謝礼 1,680千円  

 一般財源 1,806千円   パンフレット 154千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 心身ともに不安定になりやすい妊産婦などの不安の

軽減や疲労の回復を図るため、専門職による育児や

母体ケア、メンタルなどの相談を行うとともに、心

身ともに安らげる場所を提供します。 

（担当：子ども政策課） 

 

  

 手数料 952千円   託児ボランティア謝礼 453千円  

 国庫支出金 535千円   育児用読本等消耗品 400千円  

     クリーニング手数料等 302千円  

     周知用ポスター印刷費等 332千円  

 

 

  

 

 地球温暖化対策実行計画(2019～2030)に掲げる

温室効果ガス削減目標を達成するため、住宅用地球

温暖化対策機器の設置費の一部を補助し、家庭にお

ける省エネ、創エネ、蓄エネを推進します。また、

エコドライブの推進、緑のカーテンの設置を実施す

るほか、小学校や放課後なかよし教室で出前講座を

実施するなど、地球温暖化対策に関する様々な啓発

事業を実施します。 

（担当：環境政策課） 

 

  

 県支出金 6,216千円   地球温暖化対策機器設置費補助 25,300千円  

 一般財源 19,704千円   エコドライブ啓発 300千円  

     緑のカーテン啓発 225千円  

     出前講座等 95千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

高森台小学校出前講座 
「未来の地球と私たちのくらし」 
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 環境まちづくりを推進するため、市民が環境問題を

理解し、協働して行動するきっかけづくりとして、

著名人や有識者を講師に招き、「市民環境フォーラ

ム」や「市民環境アカデミー｣を開催します。また、

環境基本計画に基づく各種事業を「かすがい環境ま

ちづくりパートナーシップ会議」と連携して、市民・

事業者・市の三者協働により実施します。 

（担当：環境政策課） 

 

 

 

 基金繰入金 1,785千円   河川浄化モデル地区 1,376千円  

 一般財源 1,585千円   環境まちづくりパートナーシップ会議 900千円  

     市民環境フォーラム 329千円  

     市民環境アカデミー等 765千円  

 

 

  

 

 専用住宅に合併処理浄化槽を設置する個人に対し、

補助金を交付します。合併処理浄化槽への転換につ

いて、令和元年度から浄化槽本体の設置費用の補助

に加え、宅内配管に係る費用も対象としており、生

活排水対策として有効な合併処理浄化槽の普及に

引き続き取り組んでいきます。 

（担当：環境保全課） 

 

  

 国庫支出金 32,722千円   合併処理浄化槽設置費補助等 74,984千円  

 県支出金 12,288千円     

 一般財源 29,974千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

環境まちづくりパートナーシップ会議 
主催イベント「竹あかりをつくろう」 

 

財源内訳 支出内訳 

流入 

沈殿分離槽 

好気ろ床槽 

嫌気ろ床槽 

放流 

消毒槽 

接触ろ床槽 

担体流動槽 
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 水質汚濁防止法に基づく河川水質調査、騒音規制

法に基づく道路騒音測定などの環境調査や工場な

どの発生源監視を行います。また、市内の環境監視

を行うため、大気汚染監視を２箇所の測定局で行

います。 

（担当：環境保全課） 

  

 県支出金 336千円   大気汚染常時観測機器保守管理業務等委託 7,849千円  

 一般財源 15,091千円   大気中二酸化硫黄測定装置等備品 5,500千円  

     水質調査等手数料 1,394千円  

     環境監視調査消耗品等 684千円  

 

 

  

 

 自然環境の保全を推進するため、保全活動を積極的

に行う自然環境保全活動推進員と協働し、自然観察

会や自然環境学習会などを行います。 

（担当：環境保全課） 

 

  

 一般財源 1,244千円   自然環境保全活動推進員等謝礼 663千円  

 
    自然観察会等運営委託等 581千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 犬の登録、鑑札の交付、狂犬病予防注射済票の交付

などを行います。 

（担当：環境保全課） 

  

 手数料 7,049千円   犬登録・注射済票交付事務委託 4,263千円  

     犬の登録・管理システム 1,653千円  

     注射案内ハガキ等印刷費 845千円  

     事務用消耗品費等 288千円  

 

 

  

 

 飼い主のいない猫の繁殖の抑制や近隣に対する迷惑

の防止、生活環境の向上を図るため、飼い主のいな

い猫の去勢と避妊手術に要する費用を補助します。 

（担当：環境保全課） 

 

  

 一般財源 3,540千円   去勢・避妊手術費補助 3,540千円  

 
       

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 あき地の適正管理を促進するため、草刈機の貸出や

草刈業者のあっせんなどを行います。 

（担当：環境保全課） 

  

 諸収入 120千円   草刈機貸出・保守点検業務派遣手数料 1,020千円  

 一般財源 1,517千円   草刈機等購入費 298千円  

     草刈機用消耗品等 319千円  

        

 

 

  

 

 ごみの減量と資源の効果的な回収を行うため、資源

の分別収集を行うとともに、自主回収に取り組んで

いる資源回収団体に奨励金を交付します。また、水

銀を含む蛍光管について、国のガイドラインに従っ

て安全で適正な処理を行います。 

（担当：ごみ減量推進課） 

  

 一般財源 529,759千円   資源分別収集運搬業務等委託 518,478千円  

     資源回収団体奨励金 11,000千円  

     蛍光管処分用品等消耗品 281千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 ポイ捨てによる空き缶などの散乱やペットのふん害

の防止に対する市民の意識向上を図るため、区・町

内会や各種団体と協働し啓発事業を実施します。ま

た、快適に暮らせるまちを目指すため、年２回のク

リーン大作戦など市民参加による地域の清掃活動を

支援します。 

（担当：ごみ減量推進課） 

 

  

 一般財源 4,357千円   ポイ捨てふん害防止事業等消耗品 2,100千円  

 
    車両燃料費 801千円  

     車両修繕料 700千円  

     クリーン大作戦収集車両使用料等  756千円  

 

 

  

 

 ごみの減量や３R（リデュース、リユース、リサイク

ル）を推進するため、家庭用生ごみ処理機購入費補

助やごみ分別アプリによる分別方法の周知などを行

います。また、資源・ごみの適正な分別、排出方法

を周知するため、「資源・ごみの出し方便利帳」を改

訂します。 

（担当：ごみ減量推進課） 

  

 基金繰入金 6,180千円   資源・ごみの出し方便利帳等印刷費 10,000千円  

 一般財源 5,489千円   家庭用生ごみ処理機購入費補助  1,000千円  

     携帯端末用ごみ分別アプリ使用料等 669千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 ごみの減量や資源の再利用に関する情報を提供・発

信し、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、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイ

クル）に関する講座・教室や再利用品（家具類、自

転車）の展示・販売、フリーマーケット、エコメッ

セフェスタなどを実施します。 

（担当：クリーンセンター） 

  

 手数料 10千円   再利用家具類・自転車整備等手数料 1,144千円  

 一般財源 2,978千円   講師等謝礼 900千円  

     エコメッセフェスタ等委託 311千円  

     啓発消耗品等 633千円  

 

 

  
 

 資源・ごみの処理状況の確認や火災などを早期に発

見するため、リサイクル施設に設置している監視装

置について、運用開始から17年が経過し、老朽化が

進んでいることから、設備の更新を行います。 

（担当：ごみ減量推進課） 

 

 

 

 地方債 86,200千円   リサイクル設備監視装置工事 115,000千円  

 一般財源 29,437千円   循環型社会形成推進地域計画変更業務委託 450千円  

     図書消耗品等 187千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 長期使用による老朽化に伴い、ごみ収集のパッカー

車２台を更新します。 

（担当：清掃事業所） 

  

 国庫支出金 7,500千円   パッカー車 18,000千円  

 基金繰入金 5,560千円      

 一般財源 4,940千円      

        

 

 

 

 

 不法投棄による交通の障害や環境悪化を未然に防ぐ

ため、市内全域をパトロールし、啓発を行うととも

に不法投棄物の撤去を行います。また、多発する箇

所では、警告看板や監視カメラの設置による再発防

止を行います。 

（担当：清掃事業所） 

  

 一般財源 10,208千円   不法投棄監視業務委託 7,300千円  

 
    燃料費 1,483千円  

     監視カメラ等修繕料 900千円  

     不法投棄禁止看板消耗品等 525千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 



95 

 

 

  

 

 衛生的で快適な生活環境を保つため、ごみステーシ

ョンにおけるごみ散乱防止に有効な防鳥用ネットな

どの貸与や、ごみボックス設置費の一部を補助しま

す。 

（担当：清掃事業所） 

 

  

 一般財源 4,826千円   防鳥用ネット等消耗品 4,326千円  

     ごみボックス設置費補助 500千円  

        

        

 

 

  

 

 勤労者の生活向上を図るための生活資金や住宅資金

の融資枠を確保するため、金融機関へ預託を実施し

ます。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 諸収入 30,000千円   勤労者福祉促進資金預託金 30,000千円  

 
       

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 令和3年度に勤労福祉会館会館棟を大規模改修する

ための実施設計業務委託を行います。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 地方債 40,200千円   会館棟設計業務委託 44,700千円  

 一般財源 4,500千円      

        

        

 

 

  

 

 農地法第30条に基づき、市内農家の農地の所有状況

や貸借状況、耕作状況、世帯員の構成などを調査し、

農地基本台帳を整備します。 

（担当：農政課） 

 

  

 一般財源 3,324千円   調査表郵便料 1,284千円  

     現地調査用図面作成業務等委託 1,025千円  

     農地基本台帳システム機器使用料 816千円  

     調査表等印刷費 199千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 生産者の意欲の高揚と技術の向上を図るとともに、

市民の市内の農業への理解と関心を深めるため、JA

尾張中央と共同して農業祭を開催します。 

（担当：農政課） 

 

  

 一般財源 800千円   春日井農業祭負担金 800千円  

        

        

        

 

 

  

 

 主食である米の生産者から消費者までの適正かつ円

滑な流通を確保するとともに、需給と価格の安定を

図るため、転作及び加工用米を生産した農家に補助

金を交付します。 

（担当：農政課） 

 

 

  

 一般財源 690千円   生産調整対策事業補助金 690千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 農作物被害を軽減するため、有害鳥獣（アライグマ・

ヌートリア・ハクビシン・イノシシ）の駆除や、イ

ノシシの侵入防止柵設置に係る補助などを実施し

ます。 

（担当：農政課） 

 

  

 一般財源 6,011千円   有害鳥獣駆除等委託 4,004千円  

     春日井市鳥獣被害防止対策協議会補助金等 2,007千円  

        

        

 

 

  

 

 農業従事者の高齢化、後継者の不足などにより、農

家や農地が減少しているため、新たな農業の担い手

を育成するとともに、意欲ある農業者の経営を支援

します。 

（担当：農政課） 

 

 

  

 県支出金 7,635千円   農業次世代人材投資事業等補助金 7,885千円  

 諸収入 50千円   市民菜園原状復旧工事 1,408千円  

 一般財源 2,960千円   かすがい農業塾アドバイザー謝礼 640千円  

     かすがい農業塾運営委託等 712千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 水田農家に対し、営農計画書の作成などの経営所得

安定対策事業を実施するため、地域農業再生協議会

に補助金を交付します。 

（担当：農政課） 

 

  

 県支出金 2,856千円   経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,856千円  

        

        

        

 

 

  

 

 農業者に対し融資機関が行う長期かつ低利の施設資

金等の融通を円滑にするため、農業近代化資金に係

る利子を補助します。 

（担当：農政課） 

 

 

  

 一般財源 125千円   農業近代化資金利子補給金 125千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 令和元年11月に開園した「ふれあい農業公園（あい

農パーク春日井）」で、農に親しむ環境を通じて市民

の心身の健康づくりなどを促進し、幅広い世代が楽

しむことができる場を提供します。 

（担当：農政課） 

 

 

  

 使用料 12千円   指定管理料 31,410千円  

 基金繰入金 22,787千円   修繕料 1,000千円  

 一般財源 9,611千円      

        

 

 

  

 

 ため池や用水路などの老朽化した農業用施設の長寿

命化や安全性の向上を図るため、施設の更新や修繕

を実施します。 

（担当：河川排水課） 

 

 

 

 県支出金 10,839千円   大泉寺大池耐震改修等工事 49,443千円  

 諸収入 18,000千円   土地改良施設維持管理適正化事業等負担金 6,300千円  

 地方債 16,700千円   極楽堰改修工事実施設計委託等  1,920千円  

 一般財源 12,124千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 かんがい用水源の機能や安全性の確保を図るため、

農業用施設の適正な管理に対して地元地区が実施す

る草刈り作業などの費用に補助金を交付します。 

（担当：農政課） 

 

 

 

 

 一般財源 3,007千円   土地改良事業補助金 3,007千円  

        

        

        

 

 

 

 

 市東部地域のかんがい用水として重要な役割を果た

す愛知用水について、老朽化対策と機能の拡充を図

る第二期工事が平成16年度に完了したことから、事

業費の一部を協定に基づき17か年（令和3年度ま

で）に分割して負担します。 

（担当：農政課） 

 

  

 一般財源 12,518千円   愛知用水二期事業建設負担金 12,518千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 自然環境の保全や良好な景観の形成などの多面的機

能を有している農地を維持するため、地域の共同活

動を支援し、地域資源の適切な保全管理を推進しま

す。 

（担当：農政課） 

 

  

 県支出金 1,510千円   多面的機能支払交付金 2,014千円  

 一般財源 504千円      

        

        

 

 

  

 

 産学連携による新産業及び新事業の創出を促進する

ため、春日井商工会議所の取組に対し補助金を交付

します。 

（担当：企業活動支援課） 

 

  

 一般財源 2,000千円   産学連携促進事業補助金 2,000千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 企業の「知恵と技」を紹介して、「春日井」から情報

発信することにより、販路開拓や新事業の創出など

ビジネスマッチングの機会の提供や、将来の雇用・

産学官連携の創出、企業の広域間ネットワークの形

成等につなげるため、春日井商工会議所と共催でビ

ジネスフォーラムを実施します。 

（担当：企業活動支援課） 

 

 

  

 一般財源 3,500千円   かすがいビジネスフォーラム事業補助金 3,500千円  

        

        

        

 

 

  

 

 求職者への就業支援や従業員確保に苦慮する事業者

への従業員確保支援のため、春日井商工会議所の実

施する就職フェアなどの労務対策事業に対し補助金

を交付します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 一般財源 1,000千円   労務対策事業に対する補助金 1,000千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 中小企業が直面する経営課題の解決や情報提供を行

うため、春日井商工会議所が実施する中小企業相談

所事業に対し、経費の一部を補助します。 

（担当：経済振興課） 

 

  

 一般財源 3,000千円   中小企業相談事業等補助金 3,000千円  

        

        

        

 

 

  

 

 本市の経済の振興を図るため、春日井商工会議所が

実施する経済講演会に対し、経費の一部を補助しま

す。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 一般財源 500千円   経済講演会開催事業補助金 500千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 雇用の創出や税収の増加につながる企業立地を促

進するため、工場等の新増設・移転等を支援する工

場・物流施設新増設事業などを実施します。 

（担当：企業活動支援課） 

 

 

 

 県支出金 43,872千円   工場・物流施設新増設事業助成金 197,000千円  

 一般財源 203,972千円   事業所等拡大事業助成金 50,844千円  

        

        

 

 

  

 

 新たな事業の創出と企業の成長を促進するため、企

業の設備投資費用の一部助成や、新たな販路開拓の

ために展示会の出展費用を支援するマーケティン

グ事業などを実施します。 

また、市内事業者に対する金融支援として、融資を

受けた際に発生する信用保証料や利子を補助しま

す。 

（担当：経済振興課、企業活動支援課） 

 

 

 

 基金繰入金 6,700千円   小規模企業等振興資金融資預託金 800,000千円  

 諸収入 835,000千円   設備投資事業助成金 156,980千円  

 一般財源 274,662千円   小規模企業等振興資金融資信用保証料助成金 66,000千円  

     マーケティング事業助成金等 93,382千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 



106 

 

 

 

 

 創業時の負担軽減を図り効果的な事業活動の展開に

資するため、創業間もない事業者に対し、創業時に

必要となった経費や、営業力強化に必要な経費など

の一部を補助します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

 

 

 基金繰入金 5,583千円   創業時の必要経費等補助 10,000千円  

 一般財源 4,417千円      

        

        

 

 

  

 

 企業の信用力を向上する取組を支援するため、ＩＳ

Ｏ9000シリーズを始めとした各種認証の取得等に

対し、費用の一部を助成します。 

また、助成対象として、ＩＳＯ27000シリーズ及び

エコステージの認証取得を新たに追加します。 

（担当：企業活動支援課） 

  

 基金繰入金 1,117千円   企業信用力向上事業助成金 2,000千円  

 一般財源 883千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 全ての人が働きやすい環境を整備し、未来に向けた

成長を支え、誰もがいきいきと働ける環境の整備を

進めます。 

（担当：経済振興課、企業活動支援課） 

 

 

 

 

 県支出金 750千円   就職支援サイト掲載助成金 3,200千円  

 一般財源 15,340千円   新規雇用関連事業助成金 3,000千円  

     研修事業助成金 2,970千円  

     職場環境向上事業助成金等 6,920千円  

 

 

  

 

 市内の就職が困難な状況にある人の就職を支援する

ため、一度出産や子育て、介護などのために離職し

た女性の再就職や、65歳以上の求職者、障がいがあ

る求職者などを継続して１年間雇用した企業に対

し、補助金を交付します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

 

 

 一般財源 2,000千円   就職支援対象者を雇用した企業への補助 2,000千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 商業者等が多様化する消費者ニーズや商業環境の変

化に的確に対応するために、商店街等が中心となっ

て企画・実施する取組を支援します。 

（担当：経済振興課、企業活動支援課） 

 

 

 

 

 

 

  

 一般財源 16,097千円   商店街等支援事業 10,269千円  

     工業振興共同事業助成金 2,120千円  

     地域貢献事業助成金 1,600千円  

     まちの担い手養成塾事業助成金等 2,108千円  

 

 

  

 

 子育て家庭が気軽に外出しやすい環境を整備し、市

内における消費拡大を図るため、子ども連れでの利

用を歓迎する店舗を子育て家庭歓迎店舗として登

録・ＰＲを行うとともに、キッズコーナーなどの設

置に要する経費の一部を補助します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 基金繰入金 2,233千円   子育て家庭歓迎店舗登録・ＰＲ事務委託 2,000千円  

 一般財源 1,767千円   子育て家庭歓迎店舗応援補助金   2,000千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

子はかすがい、 
子育ては春日井 

財源内訳 支出内訳 
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 市内経済の活性化及び交流人口の拡大を図るため、

春日井市観光コンベンション協会と連携して市内で

開催する会議・展示会等に係る経費の一部を補助し

ます。 

（担当：経済振興課） 

 

  

 一般財源 300千円   広域イベント開催・誘致推進事業補助金 300千円  

        

        

        

 

 

  

 

 まちなかを歩いて楽しめる観光事業を推進するた

め、駅等を起点とし、観光資源やその周辺にある商

店街・店舗を紹介するマップの作成や、周辺地域で

の周遊促進や滞在時間の拡大を図るための事業を企

画・実施する場合の経費の一部を補助します。 

（担当：経済振興課） 

 

 

  

 一般財源 900千円   まちなか観光推進事業助成金 900千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 地震発生時の建物倒壊による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

の助成とともに、公道に面するブロック塀などの撤

去費や木造住宅の除却費についても助成します。ま

た、平成25年3月に改定した市耐震改修促進計画の

見直しを行います。 

（担当：建築指導課） 

  

 国庫支出金 22,416千円   木造住宅耐震改修費補助 20,000千円  

 県支出金 8,719千円   ブロック塀等撤去費補助 5,000千円  

 一般財源 13,756千円   木造住宅除却費補助 4,000千円  

     木造住宅無料耐震診断等 15,891千円  

 

 

 

 

 吹付けアスベストの飛散による健康障がいを予防

し、生活環境の保全を図るため、分析調査の費用を

助成します。 

（担当：建築指導課） 

 

 

  

 国庫支出金 250千円   分析調査事業補助金 250千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民サービスの質の維持を前提とした施設の長期活

用や維持管理コストの抑制等により、効率的な資産

経営を行い、将来世代へ優良な公共施設等を引き継

ぐため、公共施設等マネジメントを推進します。 

（担当：施設管理課） 

 

 

  

 一般財源 1,689千円   公共施設等マネジメントシステム利用料等 1,689千円  

        

        

        

 

 

  

 

 公共施設等の老朽化に伴い、今後増加が見込まれる

公共施設等の維持管理や更新等に要する費用につい

て、将来的な財源の一部を確保し、財政負担の軽減

や平準化を図るため、積み立てを行います。 

（担当：財政課） 

 

  

 一般財源 500,000千円   基金積立金 500,000千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 幹線道路や生活道路における通行の安全性を維持

するため、老朽化の状況などを踏まえ、舗装や側溝

等の道路施設の修繕及び新設を行います。 

（担当：道路課） 

 

 

  

 国庫支出金 37,220千円   舗装・側溝整備工事 588,000千円  

 基金繰入金 3,000千円   道路詳細設計等委託 42,750千円  

 地方債 524,100千円   用地取得費 12,150千円  

 一般財源等 84,784千円   補償等 6,204千円  

 

 

  

 

 未就学児に関する交通安全についての点検に基づく

安全対策など、交通事故が発生しにくい環境を整備

するため、区画線や防護柵、道路照明灯などを設置

するとともに、適切に維持管理します。 

また、利用者の利便性向上のため、勝川駅の南口広

場に上屋を新設します。 

（担当：道路課） 

  

 

 

 地方債 16,500千円   勝川駅南口上屋設置工事 20,000千円  

 一般財源 81,300千円   区画線設置等工事 59,000千円  

     防護柵塗装業務等委託 6,800千円  

     【拡充】未就学児安全対策工事  12,000千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市内に設置されている約3,000基の道路照明灯を

10年間リースのLED照明に交換し、維持管理費用

や電気料を削減します。 

（担当：道路課） 

 

 

  

 一般財源 16,500千円   LED道路照明灯賃貸借 16,500千円  

        

        

        

 

 

  

 

 歩行者の安全確保のため、幅員が６ｍで歩道がなく

交通量が多い天王寺橋の下流側に歩道橋を整備しま

す。また、橋りょうの耐震補強設計や定期点検を実

施します。 

（担当：道路課） 

 

 

  

 国庫支出金 45,143千円   阿原跨線道路橋支承取替工事等負担金 176,000千円  

 地方債 205,200千円   神明橋耐震補強工事設計等委託  88,000千円  

 一般財源 56,657千円   天王寺橋歩道橋設置工事 41,000千円  

     町田歩道橋修繕 2,000千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 熊野桜佐地区における豪雨時等の浸水対策として、 

土地区画整理事業の施行にあわせ、雨水調整池の整 

備を行います。また、土地区画整理事業組合に対し 

て、用地費に相当する負担金を支払います。 

（担当：河川排水課） 

 R1 R2 R3 

１号調整池 整備 整備(完了) — 

３号調整池 設計･整備 整備 整備(完了) 

２号調整池 — 設計･整備 整備(完了) 
 

 

 

 国庫支出金 258,982千円   熊野桜佐地区雨水 1、2、3 号調整池築造工事等  1,295,000千円  

 県支出金 193千円   公共施設管理者等負担金 101,000千円  

 地方債 775,100千円   民間住宅土砂対策改修費補助金等  3,854千円  

 一般財源 365,579千円      

 

 

  

 

 南下原地区、岩野・西山地区の浸水被害を軽減する

ため、令和２年度の完了に向け、引き続き排水路を

整備します。 

（担当：河川排水課） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方債 58,800千円   南下原排水路整備工事 62,440千円  

 一般財源 6,640千円   南下原排水路工事補償金 3,000千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

南下原排水路 

雨水調整池【イメージ】 

財源内訳 支出内訳 
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 排水基本計画に基づき、幹線排水路の整備に合わせ

た、支線の計画的な整備を行います。 

また、堀ノ内１号調整池内に堆積した土砂等を撤去

し、適切に貯留できるように維持・管理します。 

（担当：河川排水課） 

 

 

 

 

 

 

 諸収入 9,099千円   堀ノ内１号調整池土砂撤去等工事 53,600千円  

 一般財源 57,685千円   用地取得費     7,250千円  

     幹線道路排水路調査等委託等 5,934千円  

        

 

 

 

 

 平成27年に水防法が改正され、浸水想定区域につい

ては、想定最大規模の降雨により作成することにな

り、河川管理者（国・県）が浸水想定区域を改定し

ました。洪水ハザードマップについても、想定最大

規模の降雨に対応した浸水想定区域に合わせて改定

します。 

（担当：河川排水課） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

洪水ハザードマップ 

 一般財源 10,000千円   洪水ハザードマップ作成業務委託 10,000千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

堀ノ内 1 号調整池 
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 平成28年３月に策定した「高蔵寺リ・ニュータウン

計画」の各種施策を推進するため、高蔵寺駅周辺の

再整備に向けた基本設計などを実施します。 

（担当：ニュータウン創生課） 

 

 

  

 基金繰入金 2,000千円   計画推進に係る調査・検討等 14,000千円  

 地方債 28,800千円   高蔵寺駅北口駅前広場基本設計等 14,445千円  

 一般財源 32,849千円   高蔵寺駅南口駅前広場・地下道改修設計等 30,192千円  

     市政アドバイザー謝礼等 5,012千円  

 

 

 

 

 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、自動運転を含む新たなモビリティサービスの

実証実験を経て社会実装を目指します。 

（担当：ニュータウン創生課） 

 

 

  

 国庫支出金 7,500千円   ラストマイル自動運転実証実験等委託 15,000千円  

 一般財源 8,252千円   自動運転等実証実験案内用チラシ印刷費等 752千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市の共用地理空間データとして６年サイクルで整備

している都市計画基本図を作成します。また、自転

車通行空間のネットワークの形成などを推進するた

め、自転車活用推進計画を策定します。 

（担当：都市政策課） 

 

 

  

 一般財源 85,493千円   都市計画基本図作成等委託  85,130千円  

 
    計画印刷費 300千円  

     策定委員会謝礼 63千円  

        

 

 

  

 

 管理が不十分な放置空き家の発生抑制と適正管理

を図るため、空き家管理セミナーの開催や空き家調

査などを行います。また、空き家の流通をさらに促

進するため、新たに空き家付きの土地購入に対する

補助など、補助制度を拡充するとともに、民間事業

者との連携強化を進めます。 

（担当：住宅政策課） 

 

  

 国庫支出金 2,750千円   空き家解体費等補助 28,755千円  

 県支出金 750千円   （うち【拡充】空き家付きの土地購入に対する補助等 18,750千円）  

 基金繰入金 3,285千円   空き家調査等委託 2,651千円  

 一般財源 27,458千円   啓発チラシ印刷費等 2,837千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 平成30年４月に開所した多世代交流拠点施設「高蔵

寺まなびと交流センター（グルッポふじとう）」の更

なる魅力向上に資するため、運動場の整備工事を実

施します。 

（担当：ニュータウン創生課） 

  

 国庫支出金 79,500千円   運動場整備等工事 240,000千円  

 地方債 144,000千円   乗用芝刈機等備品 2,800千円  

 一般財源 19,600千円   肥料等消耗品 300千円  

        

 

 

  

 

 「旧西藤山台小学校施設」の活用にあたり、体育館

の更なる魅力向上に資するため、トイレの洋式化や

会議室の整備を実施します。 

（担当：ニュータウン創生課） 

 

 

 

 地方債 22,500千円   体育館トイレ等改修工事 30,000千円  

 一般財源 14,122千円   樹木・遊具撤去工事 6,000千円  

     会議机等備品 372千円  

     会議室用椅子等消耗品 250千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 土地区画整理事業により地域にふさわしい都市基

盤整備を行い、安全で安心できる良好な住環境整備

を一体的に進めます。 

（担当：都市整備課） 

【施行中の土地区画整理事業】 

・春日井熊野桜佐土地区画整理事業 

・春日井西部第一土地区画整理事業 

・春日井西部第二土地区画整理事業 

 

 

  

 国庫支出金 251,050千円   土地区画整理事業等補助金 1,044,000千円  

 諸収入 5,886千円   社会資本整備総合交付金負担金等 290,010千円  

 地方債 902,300千円      

 一般財源 174,774千円      

 

 

  

 

 東山大泉寺線は愛知県が整備する北尾張中央道に接

道する都市計画道路であり、県道の補助的な役割や

地域間交通を担うために整備を進め、県の進捗に併

せて用地測量を進めます。鷹来線は西部第一・第二

の区画整理事業の進捗に併せて路線測量を実施しま

す。また高座線は早期の全面開通に向けて用地取得

を進めます。  

（担当：道路課） 

 

  

 国庫支出金 7,800千円   東山大泉寺線用地測量業務委託 46,700千円  

 地方債 39,100千円   鷹来線路線測量業務委託 3,300千円  

 一般財源 46,600千円   高座線用地取得、物件移転補償  43,500千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

熊野桜佐地区 
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 本市の中心駅であるＪＲ春日井駅の駅前広場や駅舎

の完成に引き続き、市の玄関として利用しやすく、

にぎわいのある都市交流拠点づくりを目指し、民間

活力を活用した地区の活性化に取り組みます。 

（担当：都市整備課） 

南東 
地区 

市街地再開発組合による建築⼯事等を⽀援 
します。 

北東 
地区 

⺠間活⼒を活かした市街地再開発事業等の 
誘導に向けた調査等を実施します。 

 

  

 国庫支出金 141,968千円   南東地区市街地再開発事業補助金 283,936千円  

 県支出金 52,765千円   南東地区ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ等整備工事等 48,200千円  

 地方債 113,300千円   北東地区駅周辺交通処理検討等業務委託 19,000千円  

 一般財源 49,103千円   北東地区再開発基本調査及びまちづくり勉強会開催支援業務委託   6,000千円  

 

 

  

 

 駅の利便性の向上や駅周辺の交通環境を改善する

ため、駅のバリアフリー化や駅北側踏切道の歩道

設置と併せ、東口駅前広場等の整備を行い、令和

２年度末の完成を目指します。 

（担当：都市整備課） 

 

 

  

 国庫支出金 41,114千円   駅舎等整備工事負担金 767,500千円  

 地方債 755,800千円   東⼝駅前広場及び踏切東⻄歩道等整備⼯事 66,620千円  

 一般財源 85,262千円   公衆トイレ設置工事 32,880千円  

     東口乗降場上屋設置工事等 15,176千円  

 

財源内訳 支出内訳 

駐⾞場棟 

商業棟 

住宅棟 

駅南東地区第一種市街地再開発事業 完成イメージ図 

支出内訳 財源内訳 

一般⾞乗降場整備 
踏切東⻄歩道拡幅 
公衆トイレ設置 
一般⾞乗降場上屋設置 等 

駅バリアフリー化、駅東側からの
アクセス確保 

駅北側踏切道の拡幅 

東⼝駅前広場等整備 

計画平⾯図 

東側改札⼝(平安通⽅⾯)設置 
⻄側改札⼝(⼩牧・⽝⼭⽅⾯)移設 
相対ホーム化(スロープ付) 
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 駅周辺の交通利便性の強化を図るため、西部第一・

第二土地区画整理事業における都市計画道路鷹来線

や駅前広場等の整備の進捗に合わせ、駅舎の整備が

進むよう、引き続き関係機関との協議を進めます。 

（担当：都市整備課） 

  

 地方債 22,400千円   駅概略設計業務委託 21,186千円  

 一般財源 7,586千円   自由通路等検討業務委託 8,800千円  

        

        

 

 

  

 

 都市公園内にある遊具を安全で長期的に利用できる

よう、公園施設長寿命化計画に基づき、遊具の改修

を実施します。 

また、落合公園内にある主要園路の陥没や剥がれて

いる舗装を撤去し、舗装工事を実施します。 

（担当：公園緑地課） 

 

 

  

 国庫支出金 8,000千円   鬼ヶ島公園外9公園遊具改修工事 31,000千円  

 地方債 32,700千円   落合公園園路改修工事 16,000千円  

 一般財源 8,600千円   その他改修工事 2,300千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

現状（島式ホーム） 

名鉄春⽇井駅（現状） 

財源内訳 支出内訳 
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 市内にある約1,100灯の公園照明灯を10年間リー

スのLED照明に交換し、維持管理費用や電気料を削

減します。 

（担当：公園緑地課） 

 

  

 一般財源 9,500千円   LED公園照明灯賃貸借 9,500千円  

        

        

        

 

 

 

 公園の樹木や街路樹などを適正に維持管理し、大切

な緑の資産を保全するため、緑のまちづくりの骨格

となる計画を策定します。 

（担当：公園緑地課） 

 

  

 一般財源 9,500千円   策定業務委託 9,500千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 公共交通結節点となる駅周辺に設置している自転車

等駐車場の効果的・効率的な維持管理を行うととも

に、高蔵寺リ・ニュータウン計画や名鉄味美駅周辺

整備にあわせた自転車等駐車場整備等を行います。

また、駅周辺道路や駅前広場などの良好な環境を確

保し、機能の低下を防止するため、自転車等放置禁

止区域に放置された自転車などの撤去を行います。

（担当：都市政策課） 

  

 使用料・手数料 38,662千円   高蔵寺駅北口既設バイク駐車場一体化工事 13,000千円  

 地方債 24,200千円   名鉄味美駅第３自転車バイク駐車場整備工事 9,000千円  

 一般財源 52,220千円   高蔵寺駅北口新設バイク駐車場整備工事等 10,500千円  

     放置自転車対策等 82,582千円  

 

 

  

 

 昼間帯における高齢者の移動手段の提供、市民病院

や市役所など公共施設への接続及び公共交通空白地

域の解消のため、かすがいシティバスを４路線（東

環状線、西環状線、南部線、北部線）で運行します。 

また、令和３年度の見直しに向けて、路線の検討や

料金に関する実証実験を行います。 

（担当：都市政策課） 

 

 

 県支出金 1,000千円   運行負担金 146,949千円  

 諸収入 286千円   運行計画策定委託 6,000千円  

 一般財源 155,768千円   乗降調査業務委託 2,000千円  

     実証実験ＰＲチラシ作成印刷費等 2,105千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民の交通利便を確保するため、平成21年にＪＲ東

海バスが廃止した２路線（東野線・玉野台循環線）

について、市が代替運行を要請した名鉄バスに対し、

欠損が生じた場合の支援を行います。 

（担当：都市政策課） 

 

 

  

 一般財源 4,706千円   運行費補助金 4,706千円  

        

        

        

 

 

 

 

 持続可能な交通ネットワークを形成するため、地域

公共交通網形成計画の策定を進めます。また、地域

ニーズにあった移動支援に関する実証実験を行いま

す。 

（担当：都市政策課） 

  

 基金繰入金 2,001千円   移動支援に関する実証実験 12,796千円  

 一般財源 16,724千円   計画作成業務委託等 5,345千円  

     地域検討会委員謝礼等 584千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市営住宅の安全で安心な住環境を確保するため、市

営下原住宅第２期整備に向けた設計を行います。 

（担当：住宅政策課） 

 

 

  

 使用料 122千円   市営下原住宅第２期整備工事設計業務委託 77,000千円  

 国庫支出金 38,621千円   構造計算適合性判定手数料 243千円  

 地方債 38,500千円      

        

 

 

  

 

 市営住宅の居住環境の向上と長寿命化を図るため、

市営杁ケ島住宅A・B棟、市営道場山住宅E・F棟の

外壁改修や屋上防水工事などを行います。 

（担当：住宅政策課） 

 

 

  

 使用料 14,730千円   市営杁ケ島住宅A・B棟外壁改修その他工事 66,000千円  

 国庫支出金 60,150千円   市営道場山住宅E・F棟外壁改修その他工事  42,000千円  

 地方債 56,400千円   市営篠木住宅Ｂ棟エレベーター改修工事等工事  15,500千円  

     工事実施設計業務等委託 7,780千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 コミュニティ住宅の居住環境の向上と長寿命化を図

るため、松新第１コミュニティ住宅、柏井第２コミ

ュニティ住宅の外壁改修や屋根防水工事を行いま

す。 

（担当：住宅政策課） 

 

 

 

  

 地方債 67,000千円   松新第１コミュニティ住宅外壁改修その他工事 43,500千円  

 一般財源 1,860千円   柏井第２コミュニティ住宅外壁改修その他工事 20,500千円  

     工事実施設計業務委託 3,000千円  

     代替駐車場賃借料 1,860千円  

 

 

  

 

 市民に対して消防職団員の専門、組織化された部隊

と調和のとれた地域防災力を披露することにより、

市民の理解と信頼を深めるため、年頭に消防出初式

を実施します。 

（担当：消防救急課） 

 

  

 一般財源 2,689千円   会場資材使用料 1,200千円  

     訓練塔設営撤去業務等委託 1,174千円  

     ペンキ等消耗品等 315千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 救命率の向上と救急車の適正利用を啓発するため、

一次救命処置の重要性を理解し、適切な応急処置が

できる市民を育成します。また、市内ＡＥＤ設置施

設登録事業を推進します。 

（担当：消防救急課） 

 

  

 一般財源 5,041千円   健康救急ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ用ﾃﾝﾄ等使用料 2,665千円  

     救命講習会用資機材等消耗品 1,300千円  

     子どもの救急ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ等印刷費 415千円  

     救命講習会用資材備品等 661千円  

 

 

  

 

 住宅火災による被害を軽減するため、住宅用火災警

報器の啓発や高齢者に対する住宅防火診断を行うと

ともに、幼年・少年消防クラブ活動による教育・啓

発活動を実施します。 

（担当：予防課） 

 

  

 諸収入 17千円   予防広報等消耗品 800千円  

 一般財源 1,410千円   火災予防運動ポスター等印刷費  300千円  

     少年消防クラブ員活動ﾊﾞｽ借上料等  327千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 消防職員として消防行政を適正かつ効率的に遂行で

きるように、必要な知識・技術を習得するため、消

防大学校などへの入校や資格取得講習、研修会を受

講します。また、年々増加する救急要請に対応する

ため、救急救命士を養成します。 

（担当：消防総務課、消防救急課） 

研修予定 

消防大学校 ２科３コース ５名 

愛知県消防学校 ９科２講習  5０名 

救急救命研修所 養成２名、指導１名 
 

  

 一般財源 19,288千円   研修会等出席者負担金 13,177千円  

     消防大学校入校等旅費 1,865千円  

     大型自動車運転免許取得補助金  1,650千円  

     気管挿管病院実習業務委託等 2,596千円  

 

 

  

 

 市民生活の安全を守るべく消防防災体制の充実強化

を図るため、消防活動時に使用する資機材などの購

入や点検を実施します。また、火災時の初期消火に

よる被害軽減のため、設置している街頭消火器を更

新します。 

（担当：消防総務課、消防救急課） 

 

  

 県支出金 612千円   街頭消火器等消耗品 42,000千円  

 諸収入 3,125千円   消防活動用備品 8,000千円  

 一般財源 64,671千円   救急業務等委託 7,000千円  

     救助資機材緊急修繕料等 11,408千円  

 

財源内訳 支出内訳 

 

財源内訳 支出内訳 
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 南海トラフ地震などの大規模災害に備え、「自分た

ちの地域は自分たちで守る。」を基本とした地域の

自主的な防災力を強化するため、自主防災組織の活

動資機材の配備と維持管理をします。 

（担当：消防救急課） 

 

  

 県支出金 4,226千円   新規発足組織資機材等備品 8,230千円  

 一般財源 8,417千円   自主防災組織用消防ﾎｰｽ等消耗品  3,500千円  

     器具庫等修繕料 660千円  

     ポンプ性能点検手数料等 253千円  

 

 

  

 

 大規模災害に備え、分団単独での活動力の向上、常

備消防との連携を強化するため、消防操法大会など

の訓練に参加し、士気・活動技術の向上を図ります。 

（担当：消防総務課） 

 

  

 一般財源 4,130千円   研修会等参加旅費 3,000千円  

     消防操法大会用資機材等消耗品  550千円  

     研修会等出席者負担金 263千円  

     消防操法大会用備品等 317千円  

 

財源内訳 支出内訳 

 

財源内訳 支出内訳 
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 地域における防災力の中核となる消防団の活動力の

充実強化を図るため、中部大学機能別分団や女性消

防団員の活動力の強化のほか、消防団の処遇改善や

資機材の配備を実施します。 

（担当：消防総務課） 

 

  

 県支出金 63千円   訓練等参加に伴う費用弁償 4,500千円  

 諸収入 3,000千円   消防団員退職報償金 3,000千円  

 一般財源 5,163千円   啓発用等消耗品 600千円  

     消防団員募集活動郵便料 126千円  

 

 

  

 

 複雑多様化する災害への対応力の向上と、大規模

自然災害時に、人員・車両・資機材等の継続的な

消防力を確保するため、防災拠点機能を有する消

防施設を整備します。 

（担当：消防総務課） 

 

 

 地方債 28,700千円   基本設計等業務委託 32,000千円  

 一般財源 29,033千円   地質調査・敷地測量等委託 24,086千円  

     農地転用に伴う転用金等補償費等 1,647千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

 
 

財源内訳 支出内訳 

移転候補地 
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 災害活動を行ううえで必要不可欠な消防車両を、現

有消防体制の中で最大限に活用し安全かつ迅速に消

防活動を遂行するため、屈折はしご付消防ポンプ自

動車ほか２台を更新します。 

（担当：消防総務課） 

南出張所 
屈折はしご付消防ポンプ自動車 

小型動力ポンプ付水槽車 

高蔵寺出張所 水槽付消防ポンプ自動車 
 

  

 国庫支出金 59,887千円   車両備品 275,000千円  

 地方債 193,300千円      

 一般財源 21,813千円      

        

 

 

  

 

 大規模な震災などにより消火栓が使用できない場合

など、広域な断水に備えるため、新たに耐震性防火

水槽４基を整備し、震災に対する防災体制を早期に

確立します。 

（担当：消防救急課） 

整備箇所 

・市道公園 
・水辺公園 
・巾川公園 
・善光寺橋公園 

 

 

 

 国庫支出金 10,972千円   設置工事 51,000千円  

 地方債 36,000千円   地質調査・観測井設置業務等委託 5,000千円  

 一般財源 9,028千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

 

財源内訳 支出内訳 
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 消防庁舎の長寿命化や職員の執務環境の整備を図る

ため、効果的かつ計画的な改修工事を実施します。 

（担当：消防総務課） 

 

  

 地方債 22,100千円   東出張所排水管布設替等工事 33,000千円  

 一般財源 12,800千円   東出張所排水管布設替工事設計委託 1,900千円  

        

        

 

 

  

 

 水防法に基づき、地域を水害から守るための水防活

動技術の向上などを目的に水防訓練を実施します。 

本訓練では、地域住民の防災に対する意識を高め、

災害時に自らが行動し水害を防ぐ力を養うことを目

指して、災害時に役立つ体験コーナーなども合わせ

て実施します。 

（担当：河川排水課） 

 

 

 

 

 

 

 

 一般財源 3,111千円   会場整備等工事 1,691千円  

     資機材等消耗品 550千円  

     会場設営業務委託 700千円  

     水防計画書印刷等 170千円  

 

財源内訳 支出内訳 

 

財源内訳 支出内訳 

春日井市水防訓練 
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 私立高等学校に在籍する生徒の授業料負担を軽減す

るため、年間10,000円の補助を行います。 

（担当：教育総務課） 

 

 

  

 一般財源 9,796千円   私立高等学校授業料補助金 9,700千円  

     対象者入力作業委託 96千円  

        

        

 

 

  

 

 小中学校における文化・体育活動の振興、充実を図

るため、各種連盟に対し補助金を交付するほか、少

年自然の家での野外教育などを行います。また、小

学校児童の交流学習において、男鹿市に加え新たに

由利本荘市との交流を行うほか、全国中学校バドミ

ントン大会を８月に開催します。 

（担当：学校教育課） 

 

 

  

 一般財源 27,963千円   中小学校教育文化連盟事業等補助金 14,659千円  

     野外教育バス使用料 7,332千円  

     小学生交流学習旅行手配業務等委託 4,137千円  

     外部講師謝礼等 1,835千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 児童生徒の学力保障と心身の健全育成のため、非常

勤講師を配置し、きめ細かい指導を行うほか、学習

指導要領改訂に伴う、小学校における外国語科の指

導時間増加に対応するため、ALT（外国語指導助手）

の配置時間を増加させるなどの体制整備等を実施し

ます。 

（担当：学校教育課） 

 

 

 

 

 県支出金 1,440千円   小学校教師用教科書・指導書等消耗品 204,403千円  

 基金繰入金 689千円   外国語指導助手派遣手数料 69,007千円  

 一般財源 347,989千円   心の教室相談員等謝礼 57,159千円  

     小中学校副読本印刷費等 19,549千円  

 

 

  

 

 いじめ・不登校などの未然防止、早期発見や問題解

決のため、いじめ・不登校相談室や適応指導教室の

運営、スクールカウンセラー等の派遣を行います。

また、匿名通報アプリを活用したインターネット上

でのいじめ通報受付を実施するとともに、不登校児

童生徒の様々な状況に対応するため、一部の学校に

（仮称）登校支援室を設置します。 

（担当：学校教育課） 

 

 

 

 

 基金繰入金 689千円   スクールカウンセラー巡回等謝礼 32,508千円  

 一般財源 33,837千円   匿名いじめ相談窓口事業委託 715千円  

     適応指導教室消耗品費等 853千円  

     【拡充】（仮称）登校支援室備品購入 450千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 学校における児童生徒や教職員の健康の保持・増進

を図るため、健康診断など保健管理を実施します。 

（担当：学校教育課） 

 

 

 

 

 諸収入 78千円   健康診断等手数料 29,500千円  

 一般財源 36,533千円   教職員ストレスチェック等委託 2,500千円  

     啓発チラシ等印刷費 1,400千円  

     健康かるてシステム機器賃借料等 3,211千円  

 

 

  

 

 全ての児童が安全安心に放課後を過ごすことができ

るよう、小学校の余裕教室、運動場その他の施設を

活用し、多様な体験、文化・スポーツ活動を行う機

会を提供します。また、保護者にとって居場所のニ

ーズが高まる夏休み期間中に実施する「サマー・ス

クールかすがい」については、実施校の拡充を行い

ます。 

（担当：学校教育課） 

 

 

  

 県支出金 2,689千円   教材費等消耗品 8,436千円  

 諸収入 9,850千円   コーディネーター謝礼 １,823千円  

     電話回線使用料 1,366千円  

     保険料等 914千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 子どもたちの自主性を高めながら、幅広い成長を促

すため、地域の人材や大学、企業などの協力により、

土曜日を有効に活用した多様な体験活動を実施しま

す。 

（担当：学校教育課） 

 

 

  

 県支出金 210千円   教材費消耗品 500千円  

 一般財源 535千円   講師謝礼等 245千円  

        

        

 

 

  

 

 学校と地域の相互理解を深め、子どもたちの「生き

る力」を地域全体で育むため、学校と地域相互の連

携や協力を高める取組を行います。 

（担当：学校教育課） 

  

 一般財源 544千円   学校地域連携推進事業委託料 304千円  

     地域コーディネーター謝礼 240千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 教育用コンピュータのリースなどの実施や、体育・

理科などの学習に必要な消耗品や備品を購入し、教

育活動に必要な教材などを整備します。 

（担当：教育総務課） 

  

 国庫支出金 4,500千円   教育用コンピュータ等使用料 380,000千円  

 基金繰入金 9,927千円   システム保守委託 47,531千円  

 一般財源 487,134千円   体育用品等消耗品 48,000千円  

     理科備品等 26,030千円  

 

 

  

 

 義務教育の円滑な実施を図るため、経済的理由など

で就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品

費や学校給食費などを援助します。 

（担当：学校教育課） 

 

  

 国庫支出金 973千円   就学援助費（小学校） 131,404千円  

 県支出金 121千円   就学援助費（中学校） 122,373千円  

 一般財源 252,683千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的

負担の軽減と、特別支援教育の振興を図るために、

学用品費や学校給食費などの一部を支援します。 

（担当：学校教育課） 

  

 国庫支出金 5,449千円   特別支援教育就学奨励費（小学校） 11,322千円  

 一般財源 13,115千円   特別支援教育就学奨励費（中学校） 7,242千円  

        

        

 

 

  

 

 児童の安全で快適な教育環境を整備するため、プー

ルの塗装や校舎の外壁改修などの工事を実施しま

す。 

（担当：教育総務課） 

 

  

 国庫支出金 2,520千円   プール塗装等工事 402,000千円  

 地方債 371,400千円   校舎外壁改修工事設計業務委託等 61,166千円  

 一般財源 89,246千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 けがのリスクが少なく、子どもたちが思い切り体を

動かすことができる芝生広場を整備します。地域の

方々と協働で芝生の管理を行うことにより、地域に

愛され、地域とともにある学校づくりを目指します。 

（担当：教育総務課） 

  

 県支出金 3,000千円   土質改良等工事 3,400千円  

 一般財源 2,880千円   芝苗等消耗品 1,400千円  

     草刈機備品等 1,080千円  

        

 

 

  

 

 教育用コンピュータのリースなどの実施や、体育・

理科などの学習に必要な消耗品や備品を購入し、教

育活動に必要な教材などを整備します。 

（担当：教育総務課） 

  

 

 国庫支出金 2,000千円   教育用コンピュータ等使用料 131,000千円  

 基金繰入金 4,176千円   体育用品等消耗品 30,000千円  

 一般財源 204,940千円   システム保守委託 24,227千円  

     理科備品等 25,889千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 生徒の安全で快適な教育環境を整備するため、校舎

の外壁改修などの工事を実施します。 

（担当：教育総務課） 

  

 

 国庫支出金 720千円   体育館換気設備改修工事 210,000千円  

 地方債 394,100千円   校舎外壁改修工事等 235,700千円  

 一般財源 77,854千円   校舎外壁改修工事設計業務委託等 26,974千円  

        

 

 

  

 

 子どもたちの社会性や思いやりの心など豊かな人

間性を育むため、家庭教育や地域教育の充実を目的

としたセミナーの実施に対し補助を行います。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 

 一般財源 6,355千円   ふれあい教育セミナー補助金 6,355千円  

 
       

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 本市の将来を担う新成人を祝い励ますため、成人式

を開催します。 

式典等の企画・運営を新成人代表者による実行委員

会に委託し、工夫をこらしたアトラクションなどを

実施します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

 

 一般財源 4,777千円   会場設営・音響照明等委託料 4,200千円  

     案内はがき等印刷費 239千円  

     案内はがき郵便料等 338千円  

        

 

 

  

 

 市民の学習活動を支援するため、講座や様々なジャ

ンルの講師、生涯学習活動団体などの情報を生涯学

習情報サイト「まなびゃ選科」としてインターネッ

ト上で発信します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 

 一般財源 1,014千円   生涯学習情報システムサーバ使用料  913千円  

 
    情報サイト登録更新連絡用郵便料等 101千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

学んだことを

生かしたい！ 
なにか新しく 

学んでみたい。 
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 高齢者が充実した余暇時間を過ごし、学習を通じて

仲間をつくり、健康で生きがいのある生活をおくる

ため、60歳以上の市民を対象に生活、歴史、文学、

健康科学、芸術文化の５コースの講座を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

  

 

 諸収入 1,859千円   講師謝礼等 1,859千円  

        

        

        

 

 

  

 

 市民の多様化する学習ニーズに応えるため、大学と

連携し、優れた人材と設備を活用した高度な内容の

講座を実施します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

 

 

 

 諸収入 237千円   講師等謝礼 304千円  

 一般財源 387千円   講座実施委託等 320千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民が学習で得た知識や技術を広く生かし、「学ぶ」

だけではなく、「教える」楽しみやいきがいを感じる

場を提供し、市民が主体となった生涯学習を推進し

ます。多彩な知識や技術を持った市民自らが企画し

た講座を、公民館やふれあいセンターで開催しま

す。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

 

 諸収入 132千円   講師謝礼等 132千円  

        

        

        

 

 

  

 

 市民の身近な場所での学習機会の充実を図るため、

地域の集会施設へ市職員や生涯学習情報サイトに

登録のある講師を派遣し、出前講座を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

 

 

 

 

 諸収入 ７5千円   講師謝礼等 202千円  

 一般財源 127千円      

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 音楽や芸能など文化の振興を図るため、施設の特性

を活かした音楽を中心とする講座やコンサートを開

催します。講座は、より多くの市民等が受講しやす

いように、様々な楽器の入門講座や人気のある歌の

講座を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

 

 

 諸収入 237千円   講師謝礼等 568千円  

 一般財源 331千円      

        

        

 

 

  

 

 老朽化した施設の長寿命化と利用者の安全で快適な

環境整備のため、計画的に改修工事を進めています。

令和２年度は、空調設備改修工事などを実施します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

  

 

 地方債 27,400千円   坂下公民館冷温水発生機取替工事等 30,950千円  

 一般財源 10,900千円   鷹来公民館空調熱源機改修工事等 6,650千円  

     中央公民館適応指導教室エアコン取替工事 700千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 多様化する生涯学習ニーズに応えられるよう、幼児

期から高齢期まで幅広く学習機会を提供するため、

市民講座や短期講座などを開催します。また、働く

世代や子育て世代が参加しやすいよう、休日・夜間

の講座や託児付き講座を開催します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

 

  

 

 

 基金繰入金 179千円   講師等謝礼 6,040千円  

 諸収入 2,867千円   講座消耗品等 379千円  

 一般財源 3,373千円      

        

 

 

  

 

 設備の老朽化に対応し安全安心な環境整備を進める

ため、食堂厨房エアコン設置工事などを行います。 

（担当：野外教育センター） 

 

 

 

  

 

 

 

 地方債 18,100千円   食堂厨房エアコン設置工事   14,600千円  

 一般財源 5,050千円   屋上防水工事等 8,550千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 集団宿泊生活、野外活動等を通じて自然に親しみ、

豊かな情操と健全な心身の育成を図るため、自然環

境を活かした活動の場を提供します。 

（担当：野外教育センター） 

  

 

 県支出金 510千円   野外活動振興事業運営等委託 2,852千円  

 一般財源 2,342千円      

        

        

 

 

  

 

 来園者に安心安全な環境で楽しんでもらえるよう、

老朽化対策として、給水本管工事などを行います。

また、排水対策として、万葉苑周辺排水工事を行い

ます。 

（担当：野外教育センター） 

 

 

 

  

 

 

 地方債 29,800千円   給水本管工事及び加圧装置取替工事   38,000千円  

 一般財源 12,500千円   万葉苑周辺排水工事 2,500千円  

     給水本管工事及び加圧装置取替工事設計業務委託 1,800千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民の緑化意識の高揚、植栽知識の普及などを図り、

都市緑化を推進するため、緑と花のフェスティバル

や多彩な講習会などを開催し、自然に恵まれたレク

リエーション活動の場を提供します。 

（担当：野外教育センター） 

  

 

 

 県支出金 173千円   都市緑化植物園事業委託  4,053千円  

 一般財源 3,880千円      

        

        

 

 

  

 

 多くの市民に文化財を身近に感じてもらうため、文

化財（県指定 社殿、庭園）や文学（すみれ塚）に親

しめる内々神社で、音楽の演奏や神社所蔵の文化財

（御舞台）の公開、文化財の解説、短歌・俳句など

の投句や茶会を催します。 

（担当：文化財課） 

 

  

 

 一般財源 714千円   会場設営等委託 400千円  

     演奏謝礼等 314千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市内の史跡や文化財を保護し、次世代へ継承するた

め、文化財調査や文化財説明看板の修繕などを実施

します。 

（担当：文化財課） 

  

 

 

 一般財源 507千円   文化財説明看板等修繕 273千円  

     文化財説明看板設置業務委託等 234千円  

        

        

 

 

  

 

 郷土史などの調査研究の発表の場とするとともに、

市民に郷土の歴史や民俗、文化財に親しみを感じて

もらうため、「郷土誌かすがい」を発行します。 

（担当：文化財課） 

 

  

 

 一般財源 286千円   冊子印刷費等 286千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 



149 

 

 

  

 

 郷土の歴史を伝える貴重な考古資料や民俗資料を後

世に継承するため、埋蔵文化財の発掘調査や地域の

風習・習俗などの記録保存を実施します。 

（担当：文化財課） 

  

 

 一般財源 2,909千円   発掘調査掘削業務等委託 1,470千円  

     民俗資料保存整理等消耗品 520千円  

     二子山古墳解説パンフレット等印刷費 500千円  

     発掘調査用機器賃借料等 419千円  

 

 

  

 

 下原古窯跡群と味美二子山古墳の関連や歴史的背景

を紹介し、歴史や文化財に興味・関心をもってもら

うため、市民が制作した復元ハニワを二子山公園で

野焼きします。 

（担当：文化財課） 

 

  

 

 一般財源 4,789千円   会場設営・撤去業務等委託 3,900千円  

     ハニワ制作用消耗品 700千円  

     ポスター印刷費等 189千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市内の指定文化財の保護・保存や郷土芸能の保存継

承を進め、地域文化の振興を図るため、保存団体の

活動費などに対して補助金を交付します。 

（担当：文化財課） 

  

 

 一般財源 2,847千円   指定文化財保存事業等補助金 2,847千円  

        

        

        

 

 

  

 

 区画整理事業等開発行為などを円滑に進めるため、

事前の試掘・確認調査を行うとともに資料の再整理

を行い、展示などを実施します。 

（担当：文化財課） 

 

  

 

 国庫支出金 1,844千円   発掘調査事業等委託 2,001千円  

 一般財源 2,030千円   パンフレット等印刷費 922千円  

     発掘調査事業消耗品 558千円  

     発掘調査用機器賃借料等 393千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 発掘調査で出土した遺物や収集した歴史・民俗資料

について、広く公開し、活用するため、展示や親子

体験教室、出前授業などを実施します。また、市内

の文化財や郷土芸能の保護啓発を推進するため、史

跡や文化財についての紹介や解説を行う文化財ボラ

ンティアを育成するとともに、小学校での郷土芸能

出前講座を実施します。 

（担当：文化財課） 

  

 

 諸収入 135千円   講座等消耗品 350千円  

 一般財源 482千円   文化財ボランティア研修講師謝礼等 267千円  

        

        

 

 

  

 

 老朽化した施設の長寿命化と利用者の安全で快適

な環境整備のため、計画的に改修工事を進めていま

す。令和２年度は、外壁改修工事を実施します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

  

 

 地方債 12,300千円   外壁改修工事 12,000千円  

 一般財源 1,400千円   外壁改修工事設計委託 1,700千円  

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 「書のまち春日井」を市内外へ広く発信するととも

に、市民が書に触れる機会を提供するため、特別展

や企画展、書に関する講座などを実施します。 

（担当：文化・生涯学習課） 

 

  

 

 基金繰入金 2,176千円   企画展チラシ等印刷費 2,850千円  

 諸収入 135千円   講師等謝礼 1,927千円  

 一般財源 5,363千円   ワークショップ等消耗品 1,300千円  

     借用品搬送等委託等 1,597千円  

 

 

  

 

 市民の教育と文化の発展に寄与するため、様々な図

書館資料を幅広く収集するとともに、特色ある蔵書

構成となるよう、郷土や書道に関する資料を積極的

に収集、所蔵します。 

また、子どもや子育て世代向けに、世代を超えて親

しまれている名作絵本などを紹介する「読み継がれ

る絵本コーナー」を新たに設置し、子どもやその保

護者などが読書に親しむ機会の充実を図ります。 

（担当：図書館） 

 

 

 

 

 一般財源 40,000千円   図書資料等消耗品 40,000千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 子どもが読書の楽しさを知り、読書習慣を身につけ

るため、第３次子ども読書活動推進計画に基づき、

ブックスタートや読書手帳の配布など、子どもの発

達段階や年齢に応じた各種事業を実施します。 

（担当：図書館） 

 

 

  

 

 

 寄附金 2,551千円   ブックスタートセット等消耗品 2,583千円  

 一般財源 898千円   読書感想文作品集等印刷費 600千円  

     講師等謝礼 243千円  

     講座開催に係る業務委託料 23千円  

 

 

  

 

 障がいがある人の図書館利用を支援するため、録音

図書・点字図書の製作や音訳技術講習会の開催など

の事業を実施します。 

（担当：図書館） 

 

 

 

 

 国庫支出金 182千円   デイジー図書製作等謝礼 585千円  

 県支出金 91千円   帳票用紙消耗品等 159千円  

 一般財源 471千円      

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民が楽しみながら体力づくりと健康増進を図り、

家族や参加者相互の交流を深めるため、新春を飾る

スポーツの祭典として開催します。 

（担当：スポーツ課） 

  

 諸収入 8,000千円   事業委託 11,500千円  

 一般財源 3,500千円      

        

        

 

 

   

 

 市民に広くスポーツに接する機会を提供し、健康の

増進及び体力の向上を目指しながらスポーツ人口の

拡大を図るため、各競技の市民大会を開催します。 

（担当：スポーツ課） 

  

 一般財源 3,209千円   事業委託 3,209千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

ほおのき平スキー場での市民スキー大会 

財源内訳 支出内訳 



155 

 

 

   

 

 市内高等学校９校の交流を深め、体力及び技術の向

上を図るため、「春日井市内高校生スポーツ大会」

を開催します。 

（担当：スポーツ課） 

  

 一般財源 1,329千円   事業委託 1,329千円  

        

        

        

 

 

   

 

 地域におけるすべての世代の交流を促進し、地域の

活性化並びに人々の連帯感及び協調意識の向上を図

るため、各小学校区を中心に組織する学校区体育振

興会の交流大会を開催します。 

（担当：スポーツ課） 

  

 一般財源 110千円   事業委託 110千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 生涯スポーツの普及・振興を図るため、「レクリエー

ションスポーツ祭」を開催します。レクリエーショ

ンスポーツを通じて、家族や地域の人達が集う場の

創出や、体力の向上、地域社会の更なる親睦を図り

ます。 

（担当：スポーツ課） 

  

 基金繰入金 500千円   事業委託 1,000千円  

 一般財源 500千円      

        

        

 

 

   

 

 スポーツの振興を図るため、市立小中学校体育施設

（体育館・武道場）や県立学校体育施設（グラウン

ド・テニスコート）を開放し、地域住民等にスポー

ツ活動の場を提供します。 

（担当：スポーツ課） 

 

  

 

 諸収入 1,766千円   事業委託 1,766千円  

        

        

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 市民の心身の健全な発達を促進し、明るく人間性豊

かなまちづくりを推進するため、スポーツ事業に対

し市が文化スポーツ応援団となって支援します。 

（担当：スポーツ課） 

 

 

  

 諸収入 4,000千円   文化スポーツイベント補助 3,420千円  

 一般財源 3,420千円   スポーツ拠点づくり推進事業補助 4,000千円  

        

        

 

 

   

 

 市内のアスリート及びその指導者の栄誉をたたえ、

その優秀な成績及び功績に対し顕彰するとともに、

市民のスポーツに対する意欲を促し関心を高めるた

め、「スポーツ賞表彰式」を開催します。また、本市

で開催される「全日本女子学生剣道優勝大会」と「全

国高等学校剣道選抜大会」などに対する支援を行い

ます。 

（担当：スポーツ課） 

 

  

 一般財源 1,411千円   スポーツ賞表彰 521千円  

     剣道大会支援 712千円  

     都市対抗野球大会出場支援等 178千円  

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた

機運の醸成を図るため、聖火リレーなどの関連事業

を実施し、市民のスポーツに対する関心や興味を高

めます。 

（担当：スポーツ課） 

  

 基金繰入金 1,655千円   オリンピック聖火リレー 5,162千円  

 一般財源 4,077千円   パラリンピック聖火フェスティバル 570千円  

        

        

 

 

   

 

 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。令和元年度からの継続

事業として、多目的総合運動広場の観覧スタンドを

始め、フィールドや総合管理棟の整備工事を実施し

ます。 

（担当：スポーツ課） 

  

 国庫支出金 315,600千円   第１期整備（多目的総合運動広場等整備工事） 2,471,000千円  

 基金繰入金 377,200千円   工事監理業務等委託 38,000千円  

 地方債 1,836,200千円   陸上等競技用備品 20,000千円  

 一般財源 508千円   構造計算適合性判定手数料等 508千円  

 

財源内訳 支出内訳 

メインスタンド【イメージ】 

財源内訳 支出内訳 
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現在の東部調理場 

 

  

 

 利用者が安全安心に施設を利用できるよう、令和２

年度は落合公園体育館や温水プールの各種改修工事

などを行います。 

（担当：スポーツ課） 

 

 

  

 地方債 232,300千円   落合公園体育館会議室整備 104,600千円  

 一般財源 74,744千円   落合公園体育館北東側駐車場整備 45,000千円  

     温水プール南東側駐車場整備 19,000千円  

     温水プールエレベーター整備等 138,444千円  

 

 

  

 

 耐震性能を満たしていない白山調理場の建替とし

て、ＨＡＣＣＰの考え方に基づくドライシステムを

採用し、新衛生基準に適合する新調理棟を、令和5年

度の開設を目指し、東部調理場敷地内に整備します。 

（担当：学校給食課） 

  

 

 地方債 27,900千円   実施設計等委託 37,200千円  

 一般財源 9,862千円   構造計算適合性判定等手数料 562千円  

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 

主な事業内容 R2 R3 R4 R5 

整備設計     

整備工事    開設 

 

財源内訳 支出内訳 

落合公園体育館会議室（手前建物）【イメージ】  
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 小中学校において、児童生徒に安全安心な学校給食

を提供するため、物資調達や調理などを実施します。

あわせて、学校給食を活用した食育の推進を図るた

め「シェフによる味覚の授業」や「給食作文コンテ

スト」、「給食レストラン」などを実施します。 

（担当：学校給食課） 

 

  

 

 諸収入 1,276,528千円   食育推進給食会事業委託 1,334,159千円  

 一般財源 57,631千円      

        

        

 

 

財源内訳 支出内訳 
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 公共事業の円滑かつ効率的な執行を図るため、これ

までに先行取得した用地の購入費用などに要した借

入金を返済します。 

（担当：財政課） 

 

  

 諸収入 122千円   元金、利子償還金 147,207千円  

 繰入金 147,085千円      

        

        

 

 

 

  

 

 国民健康保険事業の安定的な運営のため、各種届

出・申請の受付窓口業務や保険税の賦課徴収、医療

費の給付業務、保健事業などを行います。 

また、国民健康保険の財政運営主体である愛知県に

対し、事業費納付金を支払います。 

（担当：保険医療年金課） 

 

 

 保険料 5,668,444千円   事務費等 147,706千円  

 国庫支出金 11,781千円   保険給付費 16,766,115千円  

 県支出金 16,936,625千円   事業費納付金 7,822,342千円  

 繰入金等 2,369,014千円   保健事業費 249,701千円  

 

 

財源内訳 支出内訳 

公共用地先行取得事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

国民健康保険事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

財源内訳 支出内訳 
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 高齢期における適切な医療の確保を図るため、保険

料の徴収や申請の受付窓口業務を行うほか、当該制

度を運営する愛知県後期高齢者医療広域連合に対

して納付金を支払います。 

（担当：保険医療年金課） 

 

 

  

 保険料 4,616,641千円   後期高齢者医療広域連合納付金 5,354,856千円  

 繰入金 792,436千円   後期高齢者健康診査 155,015千円  

 諸収入 138,701千円   被保険者証郵送料等 37,907千円  

        

 

 

 

  
 

 介護を必要とする高齢者などが安心して介護サー

ビスを利用できるよう、居宅サービスや施設サービ

ス、地域密着型サービスを実施します。 

（担当：介護・高齢福祉課） 

 

  

 介護保険料 5,205,465千円   居宅サービス給付費 14,903,008千円  

 国庫支出金 4,525,038千円   施設サービス給付費 6,996,689千円  

 県支出金 3,087,296千円      

 繰入金等 9,081,898千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

後期高齢者医療事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

介護保険事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  
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 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けら

れるよう、12箇所の地域包括支援センターを配置す

るとともに、各センターの総合調整や後方支援を行

う基幹型地域包括支援センターを設置し、総合的な

相談や支援などを行います。 

（担当：地域福祉課） 

 

 

  

 国庫支出金 233,187千円   地域包括支援センター事業等委託 367,231千円  

 県支出金 72,989千円   システム機器使用料 10,414千円  

 繰入金 72,989千円   地域包括支援センターシステム通信料等 1,520千円  

        

 

 

 

 

 

 中学校区を単位とする日常の生活圏域において、地

域の互助による取組を推進するため、地域課題の把

握や解決策の共有を図る地域協議会を開催します。

また、高齢者の介護予防と自立支援のための介護予

防ケアマネジメントを検討する専門職カンファレン

スを開催します。 

（担当：地域福祉課） 

 

 

  

 介護保険料 635千円   地域協議会開催委託 2,400千円  

 国庫支出金 1,063千円   専門職カンファレンス出席者謝礼等 360千円  

 県支出金 531千円      

 繰入金 531千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 医療と介護の両方を必要とする高齢者に在宅医療と

介護を一体的に提供し、住み慣れた地域で人生の最

期まで自分らしい暮らしができるよう、在宅医療・

介護サポートセンターを設置し、医療機関と介護事

業者などの関係者の連携を推進します。 

（担当：地域福祉課） 

 

 

  

 介護保険料 3,876千円   在宅医療・介護サポートセンター運営委託 16,581千円  

 国庫支出金 6,489千円   地域ケア推進協議会謝礼等 274千円  

 県支出金 3,245千円      

 繰入金 3,245千円      

 

 

 

 

 

 高齢者への生活支援や地域での介護予防を推進す

るため、地域福祉コーディネーターを配置し、地域

住民の互助による支え合い活動の相談などの支援

を行うとともに、住民が提案する先進的な取組や地

域共生社会を実現するための取組に対して支援し

ます。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 介護保険料 708千円   生活支援体制整備事業委託 27,258千円  

 国庫支出金 16,393千円   コーディネータ—謝礼等 549千円  

 県支出金 5,353千円      

 繰入金 5,353千円      

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられるよう、認知症初期集中支援チームや認知

症地域支援推進員を配置し、認知症の人とその家族

を支える地域づくりを推進します。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 介護保険料 3,337千円   認知症初期集中支援チーム等委託 14,135千円  

 国庫支出金 5,585千円   認知症初期集中支援チーム謝礼等 371千円  

 県支出金 2,792千円      

 繰入金 2,792千円      

 

 

 

 

 

 認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられるよう、認知症サポーターの養成や家族介

護者支援センターの運営費の補助などを行います。

また、行方不明のおそれがある高齢者に対し、捜索

依頼を配信するシステムの利用や位置情報により捜

索するＧＰＳ端末の導入費用を補助します。 

（担当：地域福祉課） 

 

  

 介護保険料 610千円   家族介護者支援センター運営補助金 1,200千円  

 国庫支出金 1,020千円   捜索依頼システム利用 280千円  

 県支出金 510千円   GPS端末導入補助 100千円  

 繰入金 510千円   認知症サポーター養成講座等 1,070千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 



166 

 

 

 

 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよ

う、訪問型サービスや通所型サービス、生活支援サ

ービスを実施するとともに、高齢者サロンなどの立

ち上げや運営に要する費用の補助を拡充します。ま

た、住民が主体となり実施する高齢者の移動支援の

モデル事業を支援します。 

（担当：地域福祉課、介護・高齢福祉課） 

 

  

 介護保険料 166,227千円   サービス事業費負担金 609,471千円  

 国庫支出金 143,752千円   配食サービス利用助成金 15,811千円  

 県支出金 80,724千円   訪問型緩和基準サービス委託等 20,463千円  

 繰入金等 255,442千円   【拡充】訪問型サービスＤ(移動支援)補助金  ４00千円  

 

 

 

  

 

 要介護状態の予防や悪化防止を推進するため、専門

的知識を有する講師を地域に派遣し、介護予防の取

組を支援するとともに、地域の歯科診療所での誤嚥

予防の指導やリハビリテーション専門職の派遣を行

い、高齢者の自立を支援します。また、高齢者の健

康づくりと介護予防を一体的に推進するため、まち

の保健室事業を実施します。 

（担当：地域福祉課） 

 

 

  

 介護保険料 3,276千円   地域リハビリテーション活動支援事業委託 7,790千円  

 国庫支出金 2,834千円   地域介護予防活動支援事業等 2,455千円  

 県支出金 1,591千円   【拡充】まちの保健室事業 2,501千円  

 繰入金等 5,045千円      

 

財源内訳 支出内訳 

❀         

❁ 

財源内訳 支出内訳 
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 介護を必要とする高齢者が安心して地域で生活で

きるよう支援するため、デイサービスセンターにお

ける食事などの日常生活上の介護や機能訓練のほ

か、自宅で自立した生活をするためのケアプランの

作成、介護サービス事業者等との利用調整を行いま

す。 

（担当：介護・高齢福祉課） 

 

  

 サービス収入 47,020千円   指定管理料 66,818千円  

 繰入金 19,155千円   利用者負担金収入の還付金 100千円  

 諸収入 743千円      

        

 

 

 

  

 

 航空機騒音の影響を緩和し、空港周辺の市民の静穏

な生活環境を確保するため、空調機機能回復事業な

どを実施します。 

（担当：環境政策課） 

 

 

  

 県支出金 10,747千円   人件費 15,499千円  

 繰入金 17,636千円   空調機機能回復補助金 12,879千円  

     一般管理費 5千円  

        

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

介護サービス事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

民家防音事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  
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 さらなる企業誘致を進めるにあたって、新たな企業

用地の整備や売却に向け、造成設計、各種許認可手

続き事務、企業用地のＰＲなどを行います。 

（担当：企業活動支援課） 

  

 繰入金 3,617千円   実施設計業務委託 70,000千円  

 地方債 101,100千円   雨水排水施設設計業務委託 19,943千円  

     測量調査業務委託 11,157千円  

     排水基本計画検討業務委託等 3,617千円  

 

 

 

  

 

 潮見坂平和公園を適切に管理するため、墓所内の整

備工事や清掃などの維持管理業務を行うとともに、

使用申し込みの受付業務などを行います。 

（担当：公園緑地課） 

 

 

  

 

 使用料 73,032千円   清掃等墓園管理費 57,267千円  

 諸収入 696千円   人件費 44,851千円  

 繰入金 71,593千円   管路更生工事等墓地築造事業 36,800千円  

     基金積立金等 6,403千円  

 

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 

春日井インター北企業用地整備事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

潮見坂平和公園事業特別会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  
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 医療の高度化や多様化する医療需要に対応すると

ともに、より安全な医療の提供のため、新棟を増築

し、ハイブリッド手術室や内視鏡センター、アレル

ギーセンターを整備します。 

（担当：管理課） 

 

  

 

 企業債 466,600千円   手術室等拡張工事実施設計業務委託 110,000千円  

 損益勘定留保資金 111,021千円   手術室等拡張工事 448,305千円  

     手術室等拡張工事監理業務委託等 19,316千円  

        

 

 

 

  

 

 地震災害時などに安定した送配水を確保するため、

配水場や病院施設への管路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） 

 

  

 

 建設改良積立金 294,424千円   高蔵寺高区減圧弁室～玉野配水場 284,861千円  

 損益勘定留保資金 375,515千円   大和配水場～病院施設 102,417千円  

     老朽管更新 282,661千円  

        

 

市民病院事業会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

水道事業会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

財源内訳 支出内訳 

財源内訳 支出内訳 
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 熊野桜佐地区の浸水対策として、引き続き土地区画

整理事業の進捗に合わせ、熊野雨水１号幹線や支線

の整備、熊野桜佐ポンプ場の建設工事を進めます。 

（担当：下水建設課） 

 

 

 

 企業債 1,480,155千円   熊野桜佐ポンプ場整備 1,663,200千円  

 出資金 2,530千円   熊野桜佐雨水支線整備 342,444千円  

 国庫補助金 625,733千円   熊野雨水１号幹線整備 102,774千円  

        

 

 

 

 

 
 

 快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、上

条地区において、引き続き汚水面整備を進めるとと

もに、浸水対策として雨水面整備を進めます。 

（担当：下水建設課） 

 

 

 

 企業債 745,993千円   南部処理区汚水面整備 505,750千円  

 国庫補助金 155,664千円   松河戸排水区雨水面整備 423,039千円  

 受益者負担金 27,132千円      

        

 

財源内訳 支出内訳 

名称 令和２年度 整備年度 

汚水面整備 整備面積8.5ha 平成30～令和8年度 

雨水面整備 整備面積8.5ha 平成30～令和8年度 

 

公共下水道事業会計 括弧内の頁数は｢各会計予算説明書 そのⅡ (特別会計及び企業会計)｣  

財源内訳 支出内訳 

名称 令和2年度 整備年度 

熊野雨水１号幹線 整備延長46ｍ 平成30～令和3年度 

熊野桜佐雨水支線 整備延長899m 平成30～令和6年度 

熊野桜佐ポンプ場 土木・建築・設備 令和元～令和3年度 

 


