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 実施計画の策定について 

 

１ 実施計画の目的 

第５次豊明市総合計画では、『みんなでつなぐ しあわせのまち とよあけ』を

まちの未来像として、行政だけではなく多様な主体により実現する４０の『めざす

まちの姿』を掲げており、それぞれの分野の主体者が活躍することで『めざすまち

の姿』を実現していきます。 

実施計画は、『めざすまちの姿』を実現するために行政が実施する事業の計画で

す。実施計画に掲げる中施策事業及び重点事業については、総合計画マネジメント

により毎年度、評価検証を行います。この評価検証に基づき、次年度の実施計画は

策定されます。 

 

２ 実施計画の期間 

 平成３０年度から平成３２年度までの３か年とします。 

（社会情勢や財政状況等の変化に対応するため、毎年見直しを行います。） 

 

○まちの未来像と実施計画のつながり○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部 行政経営部 市民生活部 健康福祉部 

 

経済建設部 議会事務局 

実   施   計   画 

め ざ す ま ち の 姿 
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３ 実施計画書の構成 

（１）部の経営方針【方針レベル】 

限られた予算で効果的に事業を実施するため、取組みの方向性を各部ごとに示

したものです。この経営方針と共に、平成３０年度の部の主な取組みを示すため、

主たる中施策事業及び重点事業を経営方針とともに掲載しています。 

 

（２）中施策事業【概ね施策レベル】 

 めざすまちの姿実現のために、各事業を施策レベルにまとめたもので、約１８

０の中施策事業を掲載しています。なお、力を入れて取り組む事業については、

予算の多寡にかかわらず、主たる中施策事業として各部の経営方針とともに掲載

しています。 

 

（３）重点事業【概ね事業レベル】 

 中施策事業等に含まれる事務事業のうち、下記いずれかに該当するものです。 

・新規事業及び拡充事業で政策的な判断により優先的に実施する事業 

・公共施設の更新・改修事業 

・各種計画の策定及び改定事業 

 
○実施計画書の構成イメージ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

実

施

計

画 中 施 策 事 業 
実施計画の後半に記載 

 

部 の 経 営 方 針 
実施計画の前半に記載 

重 点 事 業 
実施計画の前半に記載 

主たる中施策事業 
実施計画の前半に記載 
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４ 実施計画期間の財政見通し 

 [概要] 

本市の財政計画をローリング方式により策定するにあたり、平成 28 年度の決算状

況及び平成 29 年度予算執行状況を加味しました。 

なお、平成 28 年度の普通会計決算状況は次のとおりです。 

①財政構造の弾力性を示す経常収支比率が前年度より 2.9 ポイント上げ、85.9％とな

った。 

②公債費比率は、0.3 ポイント減の 2.3％となった。 

③地方債現在高は、135 億 6,376 万円で 6,484 万円増加した。 

④財政力指数(３年平均)は、前年と同数値の 0.91、単年度の指数も前年と同数値の

0.91 となった。 

⑤歳入については、217 億 3,065 万円で(前年度比 2.3％の減)、歳出については、204

億 768 万円(前年度比 1.3％の減)となった。 

 

[歳入] 

①市税については、景気の動向など推測可能な要素を見込み推計した。市民税につい

ては、景気の動向やそれに伴う個人所得の影響を見込んだ。 

②地方譲与税は平成 28 年度の収入の状況を勘案し推計した。 

③利子割交付金等の交付金は平成 28 年度決算をもとに平成 29 年度の収入の状況を勘

案し推計した。地方消費税交付金は、消費税改正での増収を平成 32 年度から見込んだ。 

④地方交付税については、普通交付税は平成 29 年度も引き続き交付団体となり、平成

30、31 年度はそれぞれ 7億 9,800 万円、7億 5,800 万円、平成 32 年度は消費税増税に

より 4億 9,200 万円とした。特別交付税は不確定であるが平成 30～32 年度それぞれ１

億 6,000 万円とした。 

⑤寄附金は平成 30～32 年度それぞれ 2億 7,223 万円とした。 

⑥繰入金は歳入の不足を補うべく計上した。予算編成のために財政調整基金の取崩し

を平成 30～32 年度それぞれ 5億円とした。また、水上太陽光発電事業での特別会計か

らの繰入を見込んでいる。 
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⑦繰越金については、不確定な要素が大きいが平成 30～32 年度はそれぞれ 9億円、9

億円、8億円とした。 

⑧市債については、臨時財政対策債を平成 30～32 年度それぞれ 8億円、7億 5,000 万

円、7 億円とし、特定目的債を平成 30～32 年度それぞれ 4 億円、4 億 5,000 万円、5

億円とした。 

 

[歳出] 

①人件費については、平成 29 年度決算見込値をもとに平成 30 年度は 1.4％の減、平

成 31 年度は 1.9％の減、平成 32 年度は 1.9％の減とした。 

②物件費は、平成 29 年度決算見込値をもとに平成 30～32 年度それぞれ同程度に推移

するものとした。 

③維持補修費については、施設等の経年化を考慮し各年度 2億円とした。 

④扶助費については、現状の社会福祉費、児童福祉費、生活保護費の増加傾向を見込

んだ。 

⑤積立金については、繰越金の動向によるが早急な課題である財政の健全化を図るた

めに各年度 2億円から 4億円とした。 

⑥補助費等については、東部知多衛生組合などの負担金予定額に合わせて見込んだ。 

⑦繰出金については、介護保険への給付費の法定負担分、下水道事業等への公債費相

当、後期高齢者医療基盤安定分及び国民健康保険医療費等を計上した。 

 

以上の歳入、歳出見込から普通会計における普通建設事業(投資的経費)に充当しう

る一般財源の額は平成 30～32 年度合計で約 23 億円です。 
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(単位  千円)

平成２８年度(決算額)
平 成 ３ ０ 年 度 ～ ３ ２ 年 度
所 要 額 ( 見 込 ） 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

  収   入   総   額　　① 16,553,704 46,472,869 15,604,390 15,477,365 15,391,114

    市          税 10,586,548 30,992,841 10,395,714 10,358,689 10,238,438

    地 方 消 費 税 1,198,696 3,920,000 1,190,000 1,190,000 1,540,000

    地 方 交 付 税 1,026,072 2,528,000 958,000 918,000 652,000

    そ  の  他（注１） 3,742,388 9,032,028 3,060,676 3,010,676 2,960,676

  義  務  的  経  費　　② 6,582,385 19,997,555 6,696,652 6,614,914 6,685,989

    人    件    費 3,373,365 9,742,675 3,310,495 3,247,264 3,184,916

    扶    助    費 2,010,902 6,472,000 2,094,000 2,157,000 2,221,000

    公    債    費 1,198,118 3,782,880 1,292,157 1,210,650 1,280,073

  そ の 他 の 経 費　　③ 7,644,940 24,114,438 8,162,583 8,030,138 7,921,717

    物    件    費 2,672,258 8,175,000 2,725,000 2,725,000 2,725,000

    維 持 補 修 費 183,220 595,200 198,400 198,400 198,400

    繰    出    金 2,643,604 8,105,126 2,727,571 2,719,095 2,658,460

    そ  の  他（注２） 2,145,858 7,239,112 2,511,612 2,387,643 2,339,857

－ 2,360,876 745,155 832,313 783,408

1,003,406 817,869 284,280 239,030 294,559

注１：地方譲与税、利子割交付金、寄付金、繰入金、繰越金、市債等 注２：補助費等、積立金 等

投 資 的 事 業 所 要 額

区       分

普通会計財政計画表(一般財源ベース)

投資的経費充当可能額
① - (② + ③)
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５　公共施設集中整備プラン

　国の耐震化指針の変更に伴い、本市においても新たな耐震化基準を満たすべく、学

校施設を最優先に耐震化事業への投資をしてきました。削減が困難な扶助費を含む義

務的経費に対し、投資的経費の圧縮が続く中、老朽化が進む公共施設の保全整備は、

その多くを後送りにし続けてきました。壁面タイルや塗装の剥がれ、雨漏り、錆の進

行による転倒の恐れなど、一部施設はすでに看過できない状況まで悪化してきていま

す。

　保守事業者からは、すでに保守の限界まで痛んでいる施設や、交換部品の調達が困

難な機器等が指摘され、それでも予算が確保できないまま、使用し続ける状況が見ら

れます。日々進行する公共施設の老朽化に対し、第１次実施計画において「公共施設

集中整備プラン」を策定し、適切に保全整備を進めていくこととしました。

　豊明市公共施設白書２０１４、豊明市公共施設等総合管理計画及び公共施設長寿命

化計画との整合性を図りつつ、第２次実施計画に引き続き、第３次実施計画において

も市の主要方針として位置付け、引き続き「公共施設集中整備プラン」を推進してい

きます。

　これらにかかる予算の一部としては、公共施設建設及び整備基金の取り崩しも視野

に入れて臨むこととし、老朽化により危機的状況にある公共施設の保全整備を行い、

施設利用の安定供給や利用者の安全を確保することに加え、予防保全の考えの下、長

期的ランニングコストの縮減を図っていきます。

　併せて、公共施設適正配置計画を策定し、公共施設の総量の縮減を図ると共に、継

続して使用していく施設についての長寿命化への取り組みや、地域のニーズに応じた

適正配置を検討していきます。平成３２年度までに策定することとされている個別施

設計画については、公共施設適正配置計画を基づき策定を行っていく予定です。

　なお、公共施設白書に含まれていない施設（床面積として計上されないグラウンド、

テニスコートなど）についても、大型照明、バックネットなど予防保全が有効と考え

られる施設、設備を含めて保全整備を実施していきます（長寿命化計画より）。

　

H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H32 年度

第１次実施計画

第２次実施計画

長寿命

化計画

適正配置計画（再配置）

H31 年度

設計・工事

公共施設集中整備プラン

  個別施設計画（策定）

H33 年度

第５次総合計画

第４次実施計画

第３次実施計画
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公共施設集中整備プラン一覧

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

59,400

（改修工事費）

6,584

（改修工事費）

1,485

（業務委託費）

23,100

（嵩上げ工事費）

22,000

（改修工事費）

92,233

（改修工事費）

5,120 128,007

（設計委託） （改修工事費）

97,353 181,176 59,400事　業　費　合　計

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

体育施設の利便性
を確保する

老朽設備の改修を
行う

グラウンド内に伸
びている樹木枝を
剪定する

体育施設の安全性
を確保する

体育施設の安全性
及び利便性を確保
する

体育施設の利便性
を確保する

勅使グラウンド全面
改修工事

勅使テニスコート
（１－４）改修工事

担当課
事業費（千円）整備

施設

文
化
会
館

勅
使
グ
ラ
ウ
ン
ド
関
連

事業名 事業内容

勅使グラウンド
キュービクル改修工
事

勅使グラウンド樹木
剪定作業

勅使グラウンドＣ面
防球ネット嵩上げ工
事

勅使グラウンドＡ面
バックネット改修工
事

舞台吊り物更新事業 生涯学習課

生涯学習課

舞台吊り物更新工
事を行う
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部の経営方針 

主たる中施策事業 

実施計画重点事業 
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●２２　行政は積極的に市民からの意見を吸い上げる工夫や努力をしている

●２３　世代、性別などで不公平感のない予算配分や施策となっている

●２４　税収が確保され、持続可能な財政運営となっている

●２５　市職員の顧客サービス向上の意識が高く、市民のほうを見て仕事をしている

●２６　市民にとって必要な情報が提供され、行政が取り組んでいることが市民に分かり

　      やすい

●２７　行政は明確な成果目標を持ち、定期的に達成度を確認し、絶えず改善している

●４０　市長や議会、行政は、まちを良くしていくために外からの知識を吸収し、失敗を

        恐れず果敢にチャレンジしている

　平成２９年度に第５次総合計画の進捗管理をするために総合計画マネジメントをスタ

　少子高齢化や施設の老朽化等により、市の予算は今後ますます厳しい状況になってい

きます。平成３０年度予算は、一般会計においては、過去最大の規模になっています。

こうした中で、今後の市の行政のあり方を検討するために超長期の財政計画を策定して

いきます。

　平成２９年度末に多くの職員が退職します。現場での事務が混乱しないために、平成

２９年１０月にキャリアのある職員を採用しました。また、担当係長以上の職員も大量

に退職するので、平成３０年度には、若手職員や女性職員をこれまで以上に登用し適材

適所の職員配置を行います。

ひまわりバスの路線等の改編を計画します。こちらも、地域の皆様の声を聴き、利便性

の高い公共交通にしたいと考えています。併せて、地域が中心となって、地域ニーズに

スキルアップを図り、より一層見やすいホームページにしていきます。

ートさせました。このマネジメントに沿って、計画の実施状況を評価し、今後の施策の

進め方を決めていきます。本年度は、試みとして行政改革推進委員の方による外部評価

も予定しています。

　公共施設の適正配置計画は、新設する施設マネジメント係と関係課が連携し、本年度

中には策定する予定です。大変長期間にわたる計画となりますが、関係者によるワーク

ショップや地域説明会等を開催し、市民の皆様の意見も伺い策定していきます。

　地域公共交通については、昨年度策定した地域公共交通網形成計画に基づき、本年度、

合った地域路線の形成も大変重要なことですので、地域へ出向き、住民の皆様と一緒に

実現したいと考えています。

　市のホームページに関しては、平成２９年度に大きくリニュ－アルし、大変見やすく

なったと好評をいただいています。今後は、職員のホームページに関する技術や知識の

　職員の接客サービスに関しては、これまでも研修等に力を入れてきましたが、今後は、

実際の窓口でのご意見を参考にして、現実的な改善に努めていきます。

　近年、情報化の進展は目覚しいため、情報システム課を新たに課として分離独立して、

マイナンバー制度の普及や自治体システムのクラウド化等に対応していきます。

平成３０年度　　　行政経営部の経営方針
■構成課■　秘書広報課　企画政策課　情報システム課　とよあけ創生推進室　財政課

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ めざすまちの姿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課室

25

26 秘書広報課

27 企画政策課

24 企画政策課

24 企画政策課

25

25

8

23

24

※事業が関連するめざすまちの姿の番号です。

企画政策課

25

25

25

08

平成３０年度は、東部知多衛生組合への負担金や国民健康保険の県との
共同運営化に伴い、近年では、最大規模の予算額となる。補正予算や次
年度予算との連続性にも着目して、財源のあり方を検討していく。

少子高齢化や公共施設の老朽化等で、本市の財政運営は大変厳しい状況
となっていく。現在進めている市街地整備事業等の影響等も考慮し、地
方債や基金のあり方も含めて超長期の財政計画を策定する。

公共施設マネジメン
ト推進事業

地域公共交通活性化
事業

公共施設の適正配置計画については、素案に基づき、ワークショップや
地域説明会を実施して、市民の意見を反映したうえで策定する。

平成２９年度に策定した地域公共交通網形成計画をもとに、ひまわりバ
スの路線再編を地域説明会を実施して行う。さらに、地域主体組織での
地域路線の導入も行う。

行政改革関係事務
平成２９年に策定した第６次行政改革大綱を推進する。行政改革推進プ
ランにそって、施設のマネジメント、組織人材のマネジメント、部内マ
ネジメントを進める。

マイナンバー法関係
事務

平成２９年度より始まったマイナンバー制度の運用が本格化するので、
本市のシステムも対応できるように構築していく。

庁内機器及びシステ
ム導入・運用管理事
業

個人情報をはじめ行政が管理するデータを安全かつ有効に活用できるよ
う最適化されたセキュリティの高い機器構成及び合理的な導入を実施し
ていく。

秘書広報課

窓口サービスについては、さらなる向上を目指して、平成２９年度中に
窓口アンケートを再度実施し、その結果を受けて各課等で話合い、接客
サービスの向上に努める。あいさつの励行を呼びかける取り組みは、今
後も続ける。

主な事業内容

職員研修事業

情報システム課

ホームページ管理事
業

総合計画進捗管理事
務
行政評価推進事務

中施策事業名

情報システ
ム課

総合計画進捗管理
事務

庁内機器及びシス
テム導入・運用管
理事業

財政課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名 事業内容 担当課室

財政課

Ｈ３２

予算編成事務

財政運営・地方債事
務

情報システ
ム課

職員のホームページ掲載に対する技術向上を図り、更に見やすいホーム
ページをめざしていく。

総合計画マネジメントにそって、第５次総合計画の進捗をしっかりと把
握、評価し、計画実現に向けて実施していく。行政改革推進委員による
外部評価も実施する。
第５次総合計画のマネジメントを行ううえで、実施計画策定のための行
政評価を実施する。目的を達成するための施策評価を行い、職員に成果
志向の意識を醸成し、事業選択にもつなげていく。

9,019
情報システ
ム課

2,398

（機器借上料）

1,246
（調査委託料等） （調査委託料等）

（機器借上料） （機器借上料）

事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１

9,019

庁内機器及びシス
テム導入・運用管
理事業

マイナンバー法関
係事務

制度に対応できるよう行
政内部のLANを再構築す
る

まちづくり推
進・管理事業

パソコン等購入
事業

仮想基盤構築事
業

社会保障・税番号
制度対応ネット
ワーク再構築事業

まちづくり指標のアン
ケート調査を実施する

リース契約満了の事務用パソコンを配置する

仮想基盤を構築する

（負担金）

地域公共交通活性
化事業

地域公共交通網を形成
し、利便性を向上する

地域公共交通活
性化協議会負担
金事業

とよあけ創
生推進室 4,992

（機器借上料）

4,796

（機器借上料）

4,796

（機器借上料）

9,019

（調査委託料等）

100,505

（機器購入費）

情報システム課

とよあけ創
生推進室

1,246 1,246
27

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画11



●  ３　まちが明るく、地域の防犯活動が活発で、犯罪が少ない

●  ６　人通りが多い場所でもごみが落ちておらず、まちがきれいである

●１７　子どもが地域とつながり、大人になったときにも地域で活動している

●１８　災害時に行政と民間、地域、近隣市町村との連携がとれている

●１９　防災を行政任せにせず、普段から家庭と地域の準備と連携が十分できており、

        災害時には助け合うことができる

●２０　行政や地域が発信する情報を市民が積極的に共有し、活用している

●２９　子どもが元気に外で遊んでいる

●３４　若い世代も地域で活動し、地域の自治力が高まっている

●３５　若い人が豊明市を自分たちのまちとして愛着をもち、新しい感性を活かし、ま

        ちづくりが進められている

●３６　女性が職場や地域で活躍し続けている

　近い将来予想される南海トラフ地震に備えての防災意識を高めるために、自主防災組

織を中心に、より実践に即した訓練を実施するとともに、消防団との連携を強化し地域

の共助力を高めていきます。また、業務継続計画を有効に機能させるための関連マニュ

アル整備を行います。

　防犯に関しては、防犯灯のＬＥＤ化の推進と地域の防犯カメラの設置補助を行い安全

なまちづくりを進めていきます。

　地域の課題に取り組むには行政、区町内会、ＮＰＯ団体等の多様な担い手が必要です。

まちづくりを進めるうえでの協働事業を展開するため、その多様な主体を包括的に支援

重、多様な生き方の理解と配慮の啓発、研修を進めていきます。

する中間支援組織を立上げ、活動拠点の設置をめざしていきます。

　本市では、平成29年8月22日に「ＬＢＧＴともに生きる宣言」をしました。人権の尊

　市役所本館１階の窓口改善については、平成２９年度に作成した「わかりやすく、使

いやすい」市民サービスに向けた改修プランをもとに、カウンターやサイン表示、受付

発券機設置などの検討を進めていきます。

　また、平成２８年１２月に開所した南部公民館内市役所出張所の周知を引き続き図り

ます。加えて南部公民館が利用者の多い前後駅前にあることから、平成３１年２月に予

定されている愛知県知事選挙から、期日前投票所の開設を予定しています。

　税負担の公平性と税収確保のため、専門部署として債権管理課を新たに設置し、課内

に徴収専門員を配置し滞納整理体制の強化をするとともに、税以外の債権も含めて債権

管理の適性化を図っていきます。

平成３０年度　　　市民生活部の経営方針
■構成課■　総務課　防災防犯対策室　税務課　債権管理課　市民協働課　市民課　市役所出張所　

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ めざすまちの姿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課室

90

3

18

90

24

36

34

36

25

※事業が関連するめざすまちの姿の番号です。

※めざすまちの姿№９０は、めざすまちの姿関連外事業となります。

防犯対策事業

災害対策事業

中施策事業名

庁舎維持管理事業 総務課
庁舎の長寿命化を図るため、庁舎躯体及び設備について保守点検作業を行
い、計画的かつ適切な時期に改修、修繕を行っていく。

主な事業内容

債権管理課

防災防犯対
策室

防災防犯対
策室

税務課

市民課受付サービス事業

市役所本庁１階部分の窓口改善については、平成２９年度に作成した改修
プランをもとに、ハード（カウンター・待合スペース・サイン表示、受付
発券機）、ソフト（受付業務・証明窓口一元化）など、より詳細な設計、
施工計画を進めていく。

個人住民税賦課事務
法人市民税賦課事務
諸税(軽自動車・たば
こ等)賦課事務
固定資産税賦課事務

男女共同参画推進事
業
ＬＧＢＴ事業

地方税法等の法令及び条例規則等の適用をもとに、課税客体の適切な捕捉
をもって適正な課税を行う。

男女平等と多様性を尊重する社会の推進を図るため女性のための学習講座
や男女共同参画フェスタを開催する。また、ＬＧＢＴに対する理解を促進
するため、多様な生き方の理解と配慮の啓発や研修のための講座、講演会
を行う。

収納管理事務・滞納
整理事務

市民協働課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名 事業内容 担当課室

区・町内会活動支援
事業

地域活動の自立的な発展と活性化を図るため、区一括交付金、集会所改修
等補助、コミュニティ助成事業などの財政的支援を行う。

市民活動支援事業

地域の課題に取り組むため、情報集約や担い手の連携機能を有する中間支
援組織づくりと地域協働拠点（市民交流センター）、地区交流拠点設置を
進める。また、市民提案型交付金事業では地域課題に向けての企画提案に
対して財政的な支援を行い、事業実施を促進させていく。

地域の登録防犯団体への支援や、地域の公園等への防犯カメラ設置費用に
補助及び防犯灯のＬＥＤ化を進める。

より実践的な訓練を実施するとともに、地域の自主防災組織と消防団との
連携を図り、活動に関して積極的に支援する。また、業務継続計画の検証
作業のための職員参集訓練や災害対策本部設置訓練を実施する。物資の関
連では、災害用資機材や備蓄品を計画的に購入する。連携の体制強化のた
めにも災害協定は、自治体、事業所など各分野幅広く締結を進めていく。

現年度分の収納率を向上させるため口座振替の勧奨、支払い忘れをなくす
ためのきめ細かい催告書の送付を行うとともに、滞納者については折衝回
数を増やすなどの強化を行い、公平公正な債権確保を行う。

4,320

29,808
（調査委託料等）

（実施設計委託料）

4,368

（工事費）

（工事費）

（工事費等）

庁舎管理事業

庁舎管理事業

庁舎維持管理事業

受変電設備更新
工事

本庁舎屋上防水
改修事業

建築物定期調査及
び建築設備定期点
検報告指摘事項に
よる改修事業

更新することにより、施
設の長寿命化を図る

庁舎本館屋上全面防水改
修工事を完了させる

適正な維持管理

総務課

総務課

市民協働課

市民協働課

90

90

総務課90
101,090

事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

27,681

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名 事業内容 担当課室
事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

※めざすまちの姿№９０は、めざすまちの姿関連外事業となります。

防災防犯対
策室

災害対策事業 スプリアス規格が変更さ
れたため防災行政無線の
更新をする

防災行政無線更
新事業

防災防犯対
策室

防犯対策事業 公共空間監視用防犯カメ
ラの設置工事に補助金を
支給する

防犯設備設置費
補助金（防犯カ
メラ）

2,000

（補助金）

3

18

18 消防水利設置・維
持管理事業

18 消防団運営事業

2,000

（補助金）

2,000

（補助金）

25 受付サービス事業

防火水槽設置事
業

消防ポンプ車
（第１分団）購
入

消防ポンプ車
（第６分団）購
入

尾三消防組合分
担金事業

18 消防団運営事業

90 尾三消防組合分担
金事業

24 滞納整理事務

725,362

滞納整理事務
（体制強化）

コンビニ証明書
発行交付事業

市民の安全を確保する防
火水槽を設置する

地域の安全を守る消防団
の利用する、耐用年数が
経過した消防ポンプ自動
車を更新する

地域の安全を守る消防団
の利用する、耐用年数が
経過した消防ポンプ自動
車を更新する

尾三消防組合分担金

徴収に精通した専門員を
雇用し、職員の滞納整理
技術の向上を図るととも
に市税の徴収を強化する

住民票等の証明書の一部
をコンビニエンスストア
で交付可能とする

（分担金）

10,692

（設置工事費）

市民課

（分担金）

3,775

（報酬等）

防災防犯対
策室

防災防犯対
策室

防災防犯対
策室

防災防犯対
策室

債権管理課

11,232

（設置工事費）

725,362

（車両購入費）

5,033

（報酬等）

39,088
（システム構築料等）

5,033

（報酬等）

5,539

（業務委託料）

21,450

（車両購入費）

725,362

（分担金）

21,060
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●  １　子ども、高齢者、障がい者等への虐待やＤＶなどがない

●  ２　多様な主体者が連携して、将来を見据えた医療や福祉の戦略を実行しており、市

        民が安心している

●１１　子どもから高齢者まで気軽にスポーツを楽しみ、健康に暮らしている

●１２　元気なじいちゃん、ばあちゃんの姿を見て、若い世代が老後の生き方に夢を持つ

        ことができている

●１５　誰もが身近に寄り合える場所があり、地域の人と支え合いながら孤立することな

        く暮らすことができている

●１６　支援が必要な人の家族の負担が軽減され、日常生活で困ってない

●２８　子どもを産み育てやすいまちになっており、子どもの数が増えている

●３３　高齢者、障がい者など誰でも居場所と出番があり、経験や知識を活かして働き、

        収入と生きがいを得ている

　健康福祉部では、生活する上で問題を抱えたり、社会から孤立している高齢者、障がい

　しかし、地域の課題解決のためには、健康福祉部だけにとどまらず市役所全体で、課題

平成３０年度　　　健康福祉部の経営方針
■構成課■　社会福祉課　健康長寿課　保育課　保険医療課　子育て支援課

解消に向けて、多様な主体の協働による包括的な支援相談体制を確立し、地域共生社会の

実現に向けて、職員が一丸となって鋭意取り組んでいきたいと考えています。

者、子育て中の方や子どもたちが住み慣れた地域で自立し、健康で安心して暮らすことが

できる地域共生社会の実現に向けて、切れ目のない支援体制の構築をめざしていきます。

　平成30年4月からは、機構改革により「健康長寿課」と「保育課」、「子育て支援課」

に課を再編し、高齢者・子育て分野の組織体制強化を図ります。

の解決に向けて、情報の集約・共有と支援協力体制を築く必要があります。今後も職員自

らが積極的に地域に足を運び、現状の把握と市民の皆さまからの声に耳を傾けるとともに、

地域住民や各種団体、民間企業にも協力を仰ぎながら、複雑かつ複合化する困難な課題の

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ めざすまちの姿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課室

15
16

15 社会福祉課

16 社会福祉課

2
15

社会福祉課

2 社会福祉課

2
11
12

健康長寿課

2

16

11

28
保育課

90

16

28

※事業が関連するめざすまちの姿の番号です。

※めざすまちの姿№９０は、めざすまちの姿関連外事業となります。

健康長寿課

子育て支援課

子育て支援課

高齢者の外出支援策を検討する。

児童発達支援センターの設置に向けての検討。共生社会実現に向けての各
種取り組み。

豊明健康２１計画の中間見直しにより、更なる健康づくりへの取り組みを
強化す

かかりつけ医との連携を強化する。各種検診の受診率の向上を図る。

高齢者在宅サービス
事業

社会福祉課

身近な地域において、「支え手」「受け手」という関係を超えて、住民や
多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながること
で、暮らしと生きがいを創っていく「地域共生社会」の実現に向けての各
種取り組み。
生活困窮者等の子どもの貧困の増加とその対応。認知症高齢者が安心して
暮らせる体制をつくる。
子どもの貧困の実態調査の実施。日常生活に支障のある障がい者世帯を支
援する。自殺対策を強化充実する。

主な事業内容

障がい児支援施策事
業

障がい福祉サービス
等事業
障がい者相談支援事
業
生活困窮者等扶助事
業
社会福祉協議会関連
事業
民生委員、児童委員
関係事務

子育て支援センター
妊娠出産子育てワン
ストップ事業

子育て支援課設置によるネウボラ事業を推進する。今後の子育て支援策の
新たな方針、計画立案と政策へ展開する。

重度知的障がい者者のショートステイサービスやグループホーム設置を検
討する。
共生社会実現に向けての各種取り組み。

地域共生社会実現に向けての各種取り組み。
年齢の枠にとらわれない全市民向けの健康づくりを推進する。
地域における見守りや支えあい、生活支援組織の拡充とボランティアを育
成する。
日常生活に支障のある高齢者や子育て世帯を支援する。
民間事業者で行っている多様なサービスを利用し、高齢者の健康増進等に
活用する。

生活困窮者等扶助事
業

生活困窮者に対するワンストップサービスを継続するとともに、学習支援
事業や引きこもり支援事業を実施する。

障がい福祉推進事業
障がい福祉サービス
事業

障がい者ショートステイサービス及びグループホーム設置を検討する。

障がい福祉推進事業 障がい者差別解消のための啓発と各種事業を展開する。

健康長寿課

保険医療課

障がい者相談支援事
業

一般介護予防事業
介護予防生活支援事
業
健康づくり事業
成人検診事業

中施策事業名

国民健康保険事業

健康づくり事業 健康長寿課

具体的には資産割の廃止を含めた税率設定、一般会計からの法定外繰入金
の適正化に向けての計画の策定など、持続的かつ安定した国保運営を目指
し、国保税収など必要な収入を確保する。

放課後児童健全育成
事業
保育所管理運営事業

成人検（健）診事業
重症化予防事業

待機児童の解消。保育環境の改善。東部保育園の移転に向けた準備（民営
化）をする。
児童クラブと放課後子ども教室の一体化実施に向けて検討する。
小規模保育事業所、事業所内保育所の拡充。公立保育園の民営化、老朽保
育園の統廃合を検討する。共生社会実現に向けての各種取り組み。

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※めざすまちの姿№９０は、めざすまちの姿関連外事業となります。

3,099

（委託料等）

3,099

（委託料等）

6,077

（委託料等）

6,077

（委託料等）

6,197

（委託料等）

3,078 3,845

（策定委託料） （策定委託料）

80,156

（工事費等） （工事費等）

2,737

（工事費等）

36,652 292,597

（補助金） （補助金）

6,524

（策定委託料）

3,655

（策定委託料）

1,176

第２期子ども・子育て支
援事業計画を策定する

産後健診費用の助成

191,259

（給付金）

191,259

（給付金）

351,397

（給付金）

（補助金）

1,176

（補助金）

6,586

（補助金）

96,800

（工事費等）

50,600

新生児聴覚検査費用の助
成

社会福祉課

保育課

保育課

保育課

保育課

子育て支援
課

子育て支援
課

子育て支援
課

子育て支援
課

職員の処遇向上及び施設
の運営改善を図る

公定価格による施設型保
育給付及び地域型保育給
付を行う

施設整備費用の一部を補
助する

改修工事を行う

非構造部材耐震化工事を
行う

民間保育所運営
費補助事業

小規模保育事業
等給付事業

民間保育所等施
設整備補助事業

保育園園舎改修
事業

ひまわり児童館
非構造部材耐震
化工事

第２期子ども・
子育て支援事業
計画策定事業

産後健診事業

新生児聴覚検査

子ども子育て計画
事業

妊娠出産子育てワ
ンストップ事業

妊娠出産子育てワ
ンストップ事業

2

2

16

12

90

28

28

28

28

17

28

28

28

保育所管理運営事
業

保育所管理運営事
業

保育所管理運営事
業

保育所管理運営事
業

児童館管理運営事
業

9,000

（工事費）

5,390

（策定委託料）

事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

2,700

（策定委託料）

介護保険事業計画
策定事業

老後を安心に暮らすこと
ができる計画を策定する

高齢者福祉計
画・介護保険事
業計画策定事業

健康長寿課

社会福祉推進事業

社会福祉推進事業

生活困窮者等扶助
事業

高齢者生きがいづ
くり事業

地区の要望のもと、老人
憩いの家を撤去あるいは
維持改修工事を行う

自殺対策計画策
定事業

地域福祉計画策
定事業

子どもの貧困対
策調査事業

老人憩いの家の
譲渡・改修事業

自殺防止の取り組みを明
確化し計画的に推進する
ため、自殺対策計画を策
定する

地域福祉を推進するため
の計画を策定し、取組を
明確化させる

困窮の実情、今後の問題
点等を調査し、その結果
を分析し、今後の困窮対
策を策定する

社会福祉課

社会福祉課

9,000

（工事費）

健康長寿課

2,700
（調査委託料等）

9,000

（工事費）

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名 事業内容 担当課室

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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●  ７　道路環境がよく、歩行者も自転車も自動車も安全に通行することができる

●  ８　交通の利便性がよく、市外から人が移り住んだり、通勤・通学している

●  ９　空気がきれいである

●１０　日常生活は自然に親しむことができると同時に生活に不自由のないコンパクトシ

　      ティになっている

●３１　豊明市に魅力があふれ、「通過するまち」から、「足を運んでいただけるまち」

　      になっている

●３２　市内に遊ぶ場所や働く場所があり、豊明市が潤っている

●３９　若い人たちが地元で働ける

　市民のしあわせを支え続け、未来に向かって活気と活力を生み出せるよう、立地適正化

に、農業を持続可能な産業化を図ってまいります。

平成３０年度　　　経済建設部の経営方針

　また、地域経済の持続的な発展を促すため、新たに産業支援課を設置して市内商工業事

業者の支援や観光振興イベントを展開するとともに、若い人を含む市民の働く場の確保と

計画の策定を含めた市街地整備の推進等により、将来都市構造の形成を図ります。

　市民が安全に安心して暮らせるよう、市域の浸水や内水氾濫による被害の発生・拡大を

未然に防ぐため、総合治水計画の全面改訂を行うとともに、道路・橋梁、下水道などの都

市基盤施設の適切な維持管理と合わせて、ごみや生活排水の適正な処理に努めます。

　そして、幸せな暮らしができるまちづくりに向け、新設する市街地整備課において、住

居系土地区画整理事業を推進します。併せて、空家対策や住宅耐震化の促進、街路の整備、

公園の維持管理を進めます。

■構成課■　産業支援課　農業政策課　土木課　都市計画課　市街地整備課　下水道課　環境課

確かな税収基盤の確立のため、産業団地の整備に向けた検討、市内企業の留置や市外から

の誘致を図ります。

　遊休農地対策などを推進するため、農業政策課を新設し、農地の適正管理を図るととも

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ めざすまちの姿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課室

31

32

32
39

7
24
26

90

3

8

10

24
26

6
10

15

32

32

32

※事業が関連するめざすまちの姿の番号です。

※めざすまちの姿№９０は、めざすまちの姿関連外事業となります。

環境課
資源ごみ回収品目の追加検討、可燃ごみに混入する資源ごみ分別の徹底、生
ごみの重量を削減策の検討、ごみ処理に対する応分負担を検討する。

豊明勤労会館事業
使用料収入がすべてであり、稼働率を上げることが可能な適切な管理手法など
も検討する。

産業支援課

企業留置事業
市街地整備課との連携を密にし、市内から市内への企業留置と関連企業の誘
致を図る。

産業支援課

商工業の育成振興事業
交付金で実施した事業については、実施の必要性を検討し、拡大、継続、縮
小、廃止などメリハリをつけた実施をしていく。

産業支援課

農業振興事業
遊休農地や耕作放棄地の把握に努め、農地の適正管理を行う。
担い手の育成等を行い、農業を持続可能な生業としての産業化を図る。

農業政策課

市内経済を活性化させるための商工業者を支援する。
前後駅前活性化と空き店舗活用の具体的手法を検討する。

地場産業を活性化させ、魅力ある市内企業を生みだす。

空家等対策事業
空家対策計画に基づき、所有者の空家の適切管理対策、空家の除却や跡地利
活用対策、特定空家の措置対策など具体的施策を進める。

都市計画道路整備事
業

道路施設、交通安全施設整備要望に対する工事を実施する。
桜ヶ丘沓掛線内山地区の開通。
都市計画道路未整備区間の整備方針を策定する。

都市計画課

公営企業会計導入H32年度、農村集落排水事業との統合H33年度、勅使台区
下水道事業編入H34年度を予定しており、当該年度準備段階から体制強化を
図る。

産業支援課

産業支援課

土木課
下水道課

土木課

下水道課

すべての市民が利用するインフラ設備は、安全で安心して利用できるよう維持管
理をしていく。また、下水管路は、長寿命化及び耐震化を進めるとともに、不明
水対策を併せて行う。

商工業振興補助事業、
商工業の育成振興事業

商工業振興補助事業、
雇用就労対策事業

中施策事業名

観光活性化事業

公営企業会計移行事
業
農排統合事業

有機循環推進事業
リサイクル推進事業

道路新設改良事業、
農排統合事業
公営企業会計移行事
業

市街地開発事業

産業支援課

三崎水辺公園で行われる桜まつりの開催期間や花季に併せた開催方法を検討
する。
桶狭間古戦場まつりのプレイベントなどを開催や相互利用して相乗効果をあげ
る。

主な事業内容

寺池地区区画整理事業実施のために市街化区域編入を実施する。
間米南部地区区画整理事業実施のための事業手法を決定する。
寺池区画整理組合設立（H31年度）、間米南部区画整理組合（H33年度）に向け
た、区画整理事業補助を検討及び決定する。
立地適正化計画を策定する。

河川新設改良工事 市域を対象とした総合治水計画を策定する。

都市計画課

市街地整備
課

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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（改良工事費等） （用地購入費）

14,883

（業務委託料）

500

（補助金） （補助金） （補助金）

332,725 6,300

1,080 19,501 1,155

（賦課金） （賦課金等） （賦課金）

7,500 30,000 75,000

（負担金） （負担金） （負担金）

10,977 57,662 6,429
（設計委託料等） （改修工事費等） （業務委託料）

450 450 450

（補助金） （補助金） （補助金）

9,120 59,700 59,700

（設計委託料） （設置工事費） （設置工事費）

16,600

（策定委託料）

2,960

（策定委託料）

500 500

桜ヶ丘沓掛線及び周辺道
路の改良を実施する

都市計画課

公園台帳を修正する 都市計画課

豊明市総合治水対策計画
の修正

土木課

空家等の現況把握を行
い、その後の対策計画に
反映する

都市計画課

空家バンク等の活用、特
定空家等の除却・活用に
係る補助等

都市計画課

橋梁点検・修繕をする 土木課

大久伝排水機場の更新 土木課

排水機施設の長寿命化を
図る

土木課

排水施設の長寿命化を図
る

土木課

雨水管の新設 土木課

雨水貯留 土木課

空家等対策推進
事業

桜ヶ丘沓掛線道
路改良事業

公園台帳修正事
業

道路（橋梁）等
長寿命化事業

県営たん水防除
事業（大久伝排
水機場負担金）

土地改良施設維
持管理適正化事
業（大脇排水機
場）

豊明市総合治水
対策計画

空家等対策調査
計画事業

土地改良施設維
持管理適正化事
業（除塵機設
置）

雨水管渠設置工
事（荒井地区）

雨水貯留施設設
置補助事業

10 公園緑地管理事業

03 空家等対策事業

03 空家等対策事業

08 都市計画道路整備
事業

32 土地改良施設維持
管理事業

32 土地改良施設維持
管理事業

90 河川新設改良事業

90 河川新設改良事業

07 市道等維持管理事
務

32

32

32

32 土地改良施設維持
管理事業

90 河川新設改良事業

（賦課金）

1,590

（賦課金）

28,710

（賦課金等）

17,500

（整備工事費）

17,500

（整備工事費）

1,590

32

産業支援課

4,200

1,674
産業支援課

2,000

（補助金）

3,000

（業務委託料） （業務委託料）

2,000

（補助金）

（調査委託料）

3,000

（業務委託料）

設備の再投資補助を行う

2,000

事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２
重点事業名 事業内容

5,000

（設計委託料）

土地改良施設維持
管理事業

荒巻池の長寿命化を図る緊急農地防災事
業（荒巻池）

土木課

観光活性化事業

商工業振興補助事
業

商工業の育成振興
事業

企業誘致事業 立地意向アンケート調査
の実施

観光振興イベン
ト事業

花マルシェ事業

小規模事業者再
投資補助事業

企業立地意向調
査事業

市内観光資産を主題にし
たセミナーなどのイベン
トを開催し造詣を深める

花を基軸とした事業に補
助をする

産業支援課
2,000

（補助金）

（委託料）

産業支援課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

担当課室

31

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画22



事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２
重点事業名 事業内容

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

担当課室

※めざすまちの姿№９０は、めざすまちの姿関連外事業となります。

112,958 117,611 121,583

（業務委託料） （業務委託料） （業務委託料）

27,247 38,300 38,300
（耐震工事費等） （耐震工事費等）

2,268

（策定委託料）

685,738 362,107 392,341

（負担金） （負担金） （負担金）

（耐震工事費等）

49,922 33,730 33,730

（改修工事費） （改修工事費） （改修工事費）

31,266 32,500 30,500

（負担金） （負担金） （負担金）

14,127 8,468

（業務委託料）（業務委託料）

70,492 476,682 373,078

（業務委託料） （整備工事費等） （整備工事費等）

22,500 26,000 17,000
（改修工事費等） （改修工事費） （改修工事費）

（業務委託料等）

11,502
（業務委託料等）

1,491
（業務委託料等）

12,922
（業務委託料等） （業務委託料等）

（業務委託料等） （業務委託料等）

6,894
（業務委託料等）

41,534 38,922

5,336

（策定委託料）

2,182

（業務委託料）

8,494 7,154

26,012 26,012 26,012

（補助金等） （補助金等） （補助金等）

計画の概要・豊明市の現
況・生活排水計画・計画
の推進

環境課

主要な汚水管渠の耐震補
強工事及びマンホールト
イレ設置工事を行う

下水道課

ごみの収集運搬 環境課

東部知多衛生組合負担金 環境課

下水道事業を企業会計化
する

下水道課

境川流域下水道の建設事
業を負担する（県施工事
業）

下水道課

下水道施設長寿命化計画
及びストックマネジメン
ト計画に基づき整備を行
う

下水道課

雇用の場を創出するた
め、産業用地を整備する

市街地整備
課

農業集落排水の不明水を
減らす

下水道課

農業集落排水を流域下水
道に統合する

下水道課

住宅需要の受け皿をつく
る

市街地整備
課

住宅需要の受け皿をつく
る

市街地整備
課

雇用の場を創出するた
め、産業用地を整備する

市街地整備
課

危険度情報の提供事業 都市計画課

住宅需要の受け皿をつく
る

市街地整備
課

立地適正化計画を策定し
コンパクトなまちづくり
を誘導していく

市街地整備
課

耐震診断及び耐震改修費
用の一部助成事業

都市計画課

下水道管路施設
長寿命化事業

下水道総合地震
対策事業

塵芥処理事業

東部知多衛生組
合負担金事業

生活排水対策推
進計画策定委託

産業団地整備検
討事業（豊山周
辺地区）

不明水対策事業

農排統合事業

公営企業会計移
行事業

流域下水道事業
（建設事業負担
金）

都市計画決定関
連事業

立地適正化計画
事業

新市街地整備事
業（寺池地区）

新市街地整備事
業（間米南部地
区）

産業団地整備検
討事業（柿ノ木
周辺地区）

住宅・建築物安
全ストック形成
補助事業

耐震改修促進計
画策定事業

90 塵芥処理事業

90 農村集落排水施設
運営事業

24 農排統合事業

26 公営企業会計移行
事業

10 新市街地整備事業
（住居系）

32 新市街地整備事業
（工業系）

32 新市街地整備事業
（工業系）

10 都市計画事業

90 塵芥処理事業

09 公害対策事業

90 公共下水道築造事
業

90 公共下水道維持管
理事業

90 公共下水道維持管
理事業

10 都市計画事業

10 新市街地整備事業
（住居系）

19 住宅・建築物耐震
化促進等安全ス
トック形成事業

19 住宅・建築物耐震
化促進等安全ス
トック形成事業
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●２６　市民にとって必要な情報が提供され、行政が取り組んでいることが市民に分かり

　      やすい

●４０　市長や議会、行政は、まちを良くしていくために外からの知識を吸収し、失敗を

        恐れず果敢にチャレンジしている

　議決機関である議会の運営を円滑に進めるとともに、議会改革や議会のＩＣＴ化など議

平成３０年度　　　議会事務局の経営方針
■構成課■　議事課

会に期待される役割が果たせられるように支援を行います。

　また、開かれた議会として求められる市民ニーズに応えられるように議会活動や政務活

動などの情報を公開し、透明性の確保に努めます。

　さらに、議員の政策立案や政策提言などを支援できるように、職員の資質向上に努めま

す。

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ めざすまちの姿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課室

26

40

※事業が関連するめざすまちの姿の番号です。

議事課26

26

行政視察・政務活動事
業

中施策事業名

議会広報広聴事務

主な事業内容

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名

議会広報広聴事務

議会広報広聴事務

事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

議事課

（システム導入費等）

会議録作成支援
システム導入事
業

会議録作成支援システム
を導入する

7,412

3,932

議事課

議会だよりのレイアウトを工夫し、読みやすい紙面にする
議会報告会や広聴会の開催を支援する
ホームページに議会の活動状況を掲載する
会議録作成支援システムを導入し、事務の効率化を図るとともに迅速な情
報提供をする

先進都市の情報を調査し、情報提供することにより視察活動を支援する
政務活動費の適切な執行が図られるよう支援をする
視察内容をホームページに公開する

議事課

第１委員会室会
議システム更新
工事

事業内容 担当課室

更新工事を実施する

（営繕工事費）

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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●  ４　いじめや自殺、引きこもりがない

●  ５　子どもが良いことと悪いことの区別ができる

●１３　教育や子どもに関する予算が確保され、子どもの教育環境がよい

●１４　子どもが、ずっと育ってきた豊明を大好きでいる

●２１　市民が豊明の歴史・伝統・文化に誇りを持ち、次世代が継承し創造している

●３０　子どもの個性や感性を尊重し、伸ばしている

●３７　子どもが夢を持ち、将来グローカルに活躍できる人材に育っている

●３８　すべての子どもが質の高い学びに参加し、生きるための学力が向上している

　学校においては、不登校やいじめ削減、学力向上、教育施設のマネジメントなどを

行っていきます。

　スクールソシャルワーカーや市費養護教諭の配置、南部の教育支援センターの開設

などにより、引き続き不登校やいじめなど子どもを取り巻く環境の改善を目指してい

きます。また、授業の中でお互いが学びあい、主体性を養う「協同の学び」の取り組

みを始め、どよう塾やイングリシュキャンプの実施により、子どもたちが勉強をした

　生涯学習課では、文化会館での指定管理制度導入、スポーツ施設整備、放課後子ど

も教室の拡大等に取り組んでいきます。

子ども教室の実施校を拡大していきます。国指定の文化財である戦人塚も、今年度整

いという思いを育てる教育を行なっていきます。施設面では、小学校トイレの改修工

事などを平成２９年度からの繰越事業として行います。

　文化会館は、ホール客席の吊り天井の改修が終わり、今年度から指定管理者制度を

導入します。市民に一層親しまれる文化会館を目指していきます。勅使グランドやテ

ニスコート周辺の整備も今年度から始め、市民の健康増進のための拠点施設の整備を

図っていきます。また、安心して子どもが過ごすことできる活動拠点として、放課後

備を行います。

　図書館では、引き続き、読み聞かせの街として子どもの読書活動をさらに推し進め、

市民の利用者拡大を目指し、蔵書の拡大に努めていきます。

平成３０年度　　　教育部の経営方針
■構成課■　学校教育課　学校支援室　生涯学習課　図書館

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ めざすまちの姿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課室

4

38

13

38

38

17

21

※事業が関連するめざすまちの姿の番号です。

学力向上対策事業

小中学校施設維持管理
事業

中施策事業名

学校教育課
スクールソーシャルワーカーの配置事業、南部教育支援センターの運営、協同
の学び推進校の拡大、Ｑ－Ｕアンケートの実施などの取り組みで、1人でも多く
の不登校の児童生徒を減らしていきます。

主な事業内容

担当課室
Ｈ３２

学校教育課

青少年対策事業

図書館資料貸出事業

指導力向上事業
アクティブラーニングの推進のため、協同の学び推進校を拡大して行きます。子
どもの居場所を作り、学ぶことは楽しいと思える授業を行っていきます。

大学等入学支援事業
大学等入学支援事業の29年度の応募状況を参考に、ふるさと応援奨学金(貸
付型)は10人を対象に、学び応援奨学金(給付型)も10人を対象者に給付するこ
とに見直しをしました。

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

（給食材料費）

学校給食事業 学校給食費へ公費負担す
る

給食の充実補助
事業

学校教育課
27,000

いじめ・不登校対
策充実事業

小学校施設維持管
理事業

小学校施設維持管
理事業

小学校施設維持管
理事業

安全安心に使用できるエ
レベータを整備する

教育支援セン
ター教育相談員
配置（増員）事
業
小学校便所改修
事業

小学校図書室空
調設備設置事業

双峰小学校エレ
ベータ改修事業

自立を促すとともに学校
生活への適応を図る

学校教育課

＊6,170

（工事費）

2,536

（報酬）

学校教育課

（報酬）

194,616

（設計委託及
び工事費）

生涯学習課

2,536 2,536

図書館

学校教育課

学校教育課

学校教育課

どよう塾やイングリッシュキャンプの実施により、すべての子どもたちが勉強した
いとの思いを育む教育を行っていきます。

一番新しい学校でも建築後35年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいま
す。児童生徒が安心して学ぶことができるよう施設の整備をしていきます。

（報酬）

事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１

29年度は中央小学校区にも放課後子ども教室を開設します。30年度はさらに開
設校を増やし、安心して過ごすことができる、子ども達の居場所づくりを進めて
いきます。

（工事費）

いじめ不登校対策充実
事業

図書館の蔵書を増やし、市民の利用拡大を図ります。

重点事業名 事業内容

114,400
（設計委託及び工

事費）

＊292,436

15,012

（改修工事費）

きれいで、利用しやすい
便所にするために改修工
事を行う

図書室を学習しやすい空
間とするために空調機を
設置し、室内環境の改善
を図る

学校教育課

学校教育課

08 学校給食事業

08 小中学校運営事業

13

03

08

04

13

調理業務を委託する

派遣指導主事を配置する 学校教育課派遣指導主事配
置（増員）事業

栄調理場給食調
理委託事業

学校教育課

（業務委託料）

63,195

（給食材料費）

27,000

（給食材料費）

27,000

（負担金）（負担金）

10,005

（負担金）

6,670 10,005

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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担当課室
Ｈ３２

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業費（千円）

Ｈ３０ Ｈ３１
重点事業名 事業内容

※めざすまちの姿№９０は、めざすまちの姿関連外事業となります。

＊工事費のみ平成２９年度から繰越で実施

養護教諭補助教
員配置（増員）
事業

定住外国人日本語
教育推進プレクラ
ス・プレスクール
事業

体育施設維持管理
運営事業

90 小中学校給食施設
維持管理事業

11 体育施設維持管理
運営事業

38 定住外国人児童生
徒支援事業

38 小中学校補助教員
配置事業

日本語及び生活習慣につ
いて習得する機会を作
り、円滑な学校生活への
適応を図る

養護教諭の補助教員を配
置する

学校給食で使用する調理
器具の整備する

21 文化会館管理運営
事業

21 文化財保護事業

17 青少年対策事業

21 文化会館管理運営
事業

11 体育施設維持管理
運営事業

11 体育施設維持管理
運営事業

11 体育施設維持管理
運営事業

11 体育施設維持管理
運営事業

11 体育施設維持管理
運営事業

11

学校教育課

学校教育課

学校教育課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

磨耗している柔道場畳の
取替えを行う

未実施校において新たに
開設する

文化会館指定管理事業を
行う

舞台吊り物更新工事を行
う

老朽設備の改修を行う

グラウンド内に伸びてい
る樹木枝を剪定する

体育施設の安全性を確保
する

体育施設の安全性及び利
便性を確保する

体育施設の利便性を確保
する

生涯学習課戦人塚石碑周辺
整備事業

舞台吊り物更新
工事

文化会館指定管
理事業

放課後子ども教
室委託事業

福祉体育館柔道
場畳取替え事業

勅使グラウンド
全面改修工事

勅使テニスコー
ト（1-4）改修
工事

勅使グラウンド
Ａ面バックネッ
ト改修工事

勅使グラウンド
Ｃ面防球ネット
嵩上げ工事

勅使グラウンド
樹木剪定作業委
託事業

勅使グラウンド
キュービクル改
修事業

厨房設備機器購
入事業

戦人塚の石碑周辺を整備
し、より身近な史跡とす
る

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

体育施設の利便性を確保
する

（機器購入費）（機器購入費）（機器購入費）

3,2625,23451,873

（業務委託料）（業務委託料）（業務委託料）

7,5397,5397,539

（報酬等）（報酬等）（報酬等）

12,28712,28712,287

（改修工事費）

22,000

（嵩上げ工事費）

23,100

（業務委託費）

1,485

（改修工事費）

6,584

（改修工事費）

128,007

（設計委託）

5,120

（改修工事費）

92,233

（消耗品費）

4,488

（整備工事費）

11,643

（改修工事費）

59,400

（業務委託料）（業務委託料）

92,32692,326

（業務委託料）

92,326

（業務委託料）

46,058

（業務委託料）

35,147

（業務委託料）

28,291
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中施策事業計画 

（めざすまちの姿別） 
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中施策事業計画（めざすまちの姿別）の見方 

  

 
 

※① 第５次総合計画の目標である『めざすまちの姿』を記載しています。 

※② 『めざすまちの姿』を実現するための取り組みの方向性（大施策）を記載してい

ます。 

※③ 『めざすまちの姿』を達成するための事業を行う、担当部署を記載しています。 

※④ 『めざすまちの姿』に対する現状の課題を記載しています。 

※⑤ 『めざすまちの姿』を実現するための取り組みの方向性（中施策）を記載してい

ます。 

※⑥ 複数の『めざすまちの姿』に関連し、再掲している事業は、（※）印を記載してい

ます。                                                 
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まちの
未来像

理念

01 子ども、高齢者、障がい者等への虐待やＤＶなどがない

02
多様な主体者が連携して、将来を見据えた医療や福祉の戦略を実行しており、
市民が安心している

03 まちが明るく、地域の防犯活動が活発で、犯罪が少ない

04 いじめや自殺、引きこもりがない

05 子どもが良いことと悪いことの区別が出来る

06 人通りが多い場所でもごみが落ちておらず、まちがきれいである

07 道路環境がよく、歩行者も自転車も自動車も安全に通行することができる

08 交通の利便性がよく、市外から人が移り住んだり、通勤・通学している

09 空気がきれいである

10
日常生活は自然に親しむことができると同時に生活に不自由のないコンパクト
シティとなっている

11 子どもから高齢者まで気軽にスポーツを楽しみ、健康に暮らしている

12
元気なじいちゃん、ばあちゃんの姿を見て、若い世代が老後の生き方に夢を持
つことができている

13 教育や子どもに関する予算が確保され、教育環境がよい

14 子どもがずっと育ってきた豊明を大好きでいる

15
誰もが身近に寄り合える場所があり、地域の人と支え合いながら孤立することな
く暮らすことができている

16 支援が必要な人の家族の負担が軽減され、日常生活で困ってない

17 子どもが地域とつながり、大人になったときにも地域で活動している

18 災害時に行政と民間、地域、近隣市町村との連携がとれている

19
防災を行政任せにせず、普段から家庭と地域の準備と連携が十分できており、
災害時には助け合うことができる

20 行政や地域が発信する情報を市民が積極的に共有し、活用している

21 市民が豊明の歴史・伝統・文化に誇りを持ち、次世代が継承し創造している

理念別めざすまちの姿一覧

み
ん
な
で
つ
な
ぐ
　
し
あ
わ
せ
の
ま
ち
　
と
よ
あ
け

めざすまちの姿

安
心

快
適

健
や
か

つ
な
が
り

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画31



まちの
未来像

理念 めざすまちの姿

22 行政は積極的に市民からの意見を吸い上げる工夫や努力をしている

23 世代、性別などで不公平感のない予算配分や施策となっている

24 税収が確保され、持続可能な財政運営となっている

25 市職員の顧客サービス向上の意識が高く、市民のほうを見て仕事をしている

26
市民にとって必要な情報が提供され、行政が取り組んでいることが市民に分かり
やすい

27
行政は明確な成果目標を持ち、定期的に達成度を確認し、絶えず改善してい
る

28 子どもを産み育てやすいまちになっており、子どもの数が増えている

29 子どもが元気に外で遊んでいる

30 子どもの個性や感性を尊重し、伸ばしている

31
豊明市に魅力があふれ、「通過するまち」から、「足を運んでいただけるまち」に
なっている

32 市内に遊ぶ場所や働く場所があり、豊明市が潤っている

33
高齢者、障がい者など誰でも居場所と出番があり、経験や知識を活かして働き、
収入と生きがいを得ている

34 若い世代も地域で活動し、地域の自治力が高まっている

35
若い人が豊明市を自分たちのまちとして愛着をもち、新しい感性を活かし、まち
づくりが進められている

36 女性が職場や地域で活躍し続けている

37 子どもが夢を持ち、将来グローカルに活躍できる人材に育っている

38 すべての子どもが質の高い学びに参加し、生きるための学力が向上している

39 若い人たちが地元で働ける

40
市長や議会、行政は、まちを良くしていくために外からの知識を吸収し、失敗を
恐れず果敢にチャレンジしている

誠
実

元
気

挑
戦

み
ん
な
で
つ
な
ぐ
　
し
あ
わ
せ
の
ま
ち
　
と
よ
あ
け

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画32



めざすまちの姿１　　子ども、高齢者、障がい者等への虐待やＤＶなどがない

関係課 子育て支援課、秘書広報課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

家庭児童相談室事業 家庭相談員等を配置し、子育てからＤＶ
相談まで幅広く相談を受け、子どもを中
心とした家族支援を実施

4,311 家庭相談員報酬

(※)障がい児支援施
策事業

１８歳未満での障がい児（疑いも含む）
を持つ家族の総合相談窓口を設置し、相
談業務を行う

7,088 相談事業委託料

事業費（千円） 主な事業費の内容

人権啓発事業 人権擁護委員を中心に市民に対し人権啓
発を行う

323 負担金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

児童虐待・ＤＶ対策
事業

子どもや女性の生命を第一に児童虐待防
止やＤＶ対策事業を実施

2,911 家庭相談員報酬

事業名 事業概要

市民の知識と自覚を高め、早期発見への協力を促進する

関係機関と連携して早期発見と素早い対応に努める

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度

子ども、高齢者、障がい者等への虐待やＤＶ等を減らす

事業名 事業概要

　住民に最も身近な行政として、専門機関（医療機関、保健機関、福祉機関
等）や地域との連携を継続・強化して、虐待の予防と早期発見に努めます。
また、虐待される人へのケアのみならず、虐待をする人への対応も含めて、
虐待が繰り返されないよう環境整備を進める必要があります。

家族等、子ども、高齢者、障がい者等を支援する人の日常生活に関する悩みや不安を解消する

平成３０年度
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めざすまちの姿２　　    多様な主体者が連携して、将来を見据えた医療や福祉の戦略を実行して

    おり、市民が安心している

関係課 社会福祉課、健康長寿課、子育て支援課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

成人検（健）診事業 疾病の早期発見・早期受診のためのがん
検診・骨粗しょう症検診・歯科健診・は
つらつ健診（７５歳以上）

172,051 委託料等

休日診療所事業 休日における医療提供 23,082 医師等報酬、医
薬材料費等

社会福祉推進事業 地域福祉の進行管理を行う 129 給付金等

障がい福祉推進事業 障がい者に対して、地域における障害福
祉サービスの向上を推進する

37,614 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)包括支援事業 高齢者が必要とするさまざまな相談等の
総合的な支援をする

90,519 委託料等

市民が安心できる医療や福祉の戦略を多様な主体者が連携し
て実行されるよう整備する

　医療や介護などのサービスを下支えする国民健康保険や介護保険等につい
ては、少子高齢化社会により、慢性的な財源不足と給付費の増大に対する危
機感が大きく、市民の健康増進による医療費削減など、将来を見据えた計画
的な運営が要求されます。

多様な主体者が共通の目標を持ち、行動できる環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

多様な主体者の情報交換をする機会や場をつくり、連携に努める

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

医療介護連携推進事
業

医療と介護にかかるサービスが切れ目な
く提供されるよう、医療介護の連携を図
る

12,197 委託料等

保健衛生事業 地域の医療・保健事業の推進に対して医
師会・歯科医師会への補助金

11,010 補助金等

事業名 事業概要

市民が安心できる地域の医療・福祉をつくる民間の活動を支援する

平成３０年度
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めざすまちの姿３　　まちが明るく、地域の防犯活動が活発で、犯罪が少ない

関係課 防災防犯対策室、都市計画課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

防犯対策事業 地域安全監視員による防犯パトロールの
ほか、防犯灯・カメラ等の設置費用の補
助などを行う

11,007 監視員報酬等

景観形成事業（屋外
広告物）

愛知県屋外広告物条例に則り、一定規模
以上の屋外広告物の許可申請に対し、審
査決裁ののち、手数料徴収を行い、納入
の事実を確認したうえで許可書を発行す
る

0 人件費

空家等対策事業 市内に存在する空家等について、空家等
対策計画に基づき、空家等対策について
の普及啓発、特定空家等の除去費の補
助、全国版空き家・空き地バンクの活
用、空家等対策協議会の運営を行う

650 補助金等

明るく、地域の防犯活動が活発で犯罪が少ないまちをつくる

　本市では、自動車盗や部品盗、住宅への侵入盗が依然多く発生している状
況です。また、子どもや女性を狙ったわいせつ行為や高齢者を狙った詐欺行
為などが主な犯罪発生の状況です。「犯罪にあわない」市民一人ひとりの地
域の防犯力を高めること、子どもの見守りや青パトによる防犯パトロールを
通して「犯罪を起こさせない」地域の連帯感や活動力をつくること、日頃か
ら目の届く範囲の「犯罪を見逃さない」市民が注意をする意識を高めるこ
と、この「３Ｎ（ない）運動」をしていくことが必要です。

明るく死角が少ない街をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度
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主な事業費の内容

平成３０年度

防犯啓発事業 防犯教室やキャンペーンなど、防犯意識
の高揚･啓発活動を行う

105 消耗品費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

自主防犯活動支援事
業

自主防犯活動を推進するための支援を行
う
自主防犯団体への資材提供や地域安全ス
テーションの運営、モデル地区の指定や
補助など

2,684 賃借料等

事業名 事業概要

地域の自発的な防犯活動を推進する

平成３０年度

市民の防犯意識の向上を図る

事業名 事業概要
平成３０年度

事業費
（千円）

家庭や地域でも

できることが

あるよね。
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めざすまちの姿４　　いじめや自殺、引きこもりがない

関係課 学校教育課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

いじめ・不登校対策
充実事業

不登校児童生徒を学校に復帰させるため
に教育支援センター（北部・南部）を開
設する
また、いじめ不登校問題の解決のためス
クールソーシャルワーカーを２名、各中
学校に心の教室相談員を配置するととも
に、ＱＵアンケートを行い、児童生徒の
精神状態の把握、問題の発生を抑止する

26,951 報酬等

行政・学校が早期発見・早期対応の仕組みを整え、適切な対応をする

子どものいじめや自殺、引きこもりを減らす

　児童生徒に関わる全ての人が「いじめを絶対に許さない」という意識を持
つこと、不登校となった児童生徒に対しては、家庭や学校だけでなく関係機
関が連携して対応すること、さらに小中学校を卒業した後の引きこもりをし
ている子に対して支援をすることが必要です。

児童生徒へのきめ細やかな指導や支援ができる体制をつくる

事業名 事業概要

家庭・地域・関係諸機関からの情報を集約し、早期発見・早期対応を促進する

平成３０年度
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めざすまちの姿５　　子どもが良いことと悪いことの区別ができる

関係課 生涯学習課、子育て支援課、学校教育課、図書館

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)青少年対策事業 放課後子ども教室、家庭教育学級等青少
年の健全育成の推進を行う

41,895 委託料等

(※)図書館資料貸出
事業

収集・整理・保管した資料を貸出する 31,882 資料購入費等

(※)子育て支援セン
ター事業

乳幼児とその保護者が交流し、相談や情
報提供等の援助を行う

12,982 報酬等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)指導力向上事業 教職員の経験年数等により様々な研修を
行い、現場で求められている指導力の向
上を図る
また、学び手相互の関わりの中からお互
いに学び合うという教育的な機能を引き
出すため協同の学び推進事業を実施する

7,307 研修事業委託料等

善悪の区別ができる子どもを育てる

　教育の現場では、児童生徒が生命を大切にする心や他人を思いやる心、善
悪の判断など規範意識等の道徳性を身につけるために、道徳の時間はもちろ
ん、学校の教育活動全体、そして家庭や地域と連携した取り組みをいかに展
開していくかが大きな課題です。
　子育ての基本である家庭をよりよくするため、家庭教育学級があります。
子どもの成長段階に合わせて、子育てを学び、家庭同士のつながりをつくっ
ています。しかし、女性の社会進出が進み、共働きの家庭が増えることなど
により、参加者の減少が課題となっており、時代にあった家庭教育を推進す
る必要があります。

家庭・地域全体で子どものしつけができる環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

子どもが学校生活で善悪を理解できるようにする

事業名 事業概要
平成３０年度

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画39



事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)小中学校施設維
持管理事業

児童生徒が安全及び快適に過ごせるよう
に教育環境及び学習環境の向上を図る

576,142 維持管理費、工事
費等

事業名 事業概要

安心安全なメディアの使い方を学ぶ環境をつくる

平成３０年度

家庭や学校以外でも、

子どもたちのために

できることがあるよね。
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めざすまちの姿６　　人通りが多い場所でもごみが落ちておらず、まちがきれいである

関係課 市民協働課、都市計画課、環境課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

不法投棄対策事業 不法投棄防止に関する啓発業務 2,103 報酬

ごみ減量啓発事業 一般廃棄物減量に係る啓発運営業務 2,225 委託料等

リサイクル推進事業 一般廃棄物（家庭系リサイクル対象製
品）の収集運搬・処分業務

146,909 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)不法投棄対策事
業

不法投棄防止に関する啓発業務 2,103 報酬

(※)公園緑地管理事
業

市内に存する公園、緑地の施設や樹木を
適切に管理することにより、市民に安心
安全な潤いのある空間を提供するための
事業を行う

119,117 維持管理委託料

ごみが落ちていないきれいなまちをつくる

　アダプトプログラムへの参加方法が分からないという人も多いため、更な
る普及を通して市民の皆さんと行政の連携強化が重要です。また、減少傾向
ではあるものの、空き地や道路上等の不法投棄も後を絶たない現状から環境
監視員によるパトロールの強化に加え、市民の美化意識の醸成を図り、環境
美化に取り組む必要があります。

人々のマナーの向上を図る

事業名 事業概要
平成３０年度

ごみを捨てにくい環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)緑化推進事業 市民と行政との協働による花や緑に溢れ
た憩いと安らぎのあるまちとなるような
環境づくりのための事業を行う

6,341 花苗購入費等

(※)市民活動支援事
業

各種講座など、市民が市民活動に積極的
に関わることを推進する事業を行う

4,180 交付金等

(※)リサイクル推進
事業

一般廃棄物（家庭系リサイクル対象製
品）の収集運搬・処分業務

146,909 委託料

事業名 事業概要

地域に根ざした美化活動を推進する

平成３０年度
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めざすまちの姿７　　道路環境がよく、歩行者も自転車も自動車も安全に通行することができる

関係課 土木課、防災防犯対策室

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

自転車対策事業 市営駐輪場の管理・運営及び路上等に放
置された自転車の撤去・処分を行う

17,493 委託料等

市道等維持管理事務 豊明市が管理する道路・橋梁の維持管理
保全に関する事務及び占用事務を行う

218,042 維持管理業務等

道路新設改良事業 区長要望工事並びに道路管理者施工分と
して、道路改良舗装を実施する

143,207 工事費

交通安全施設管理・
整備事業

道路上の交通安全施設の管理・整備事業
を行う

22,000 工事費

事業費（千円） 主な事業費の内容

交通安全推進事業 交通安全意識の高揚・啓発活動を行う
交通安全教室やキャンペーンなど

12,355 交通指導員報酬
等

利用者が安心して通行できる道路環境をつくる

　生活道路の多くは、歩車道の分離がされておらず、路肩部の側溝には落差
があるため、車両と歩行者の接触や歩行者の側溝への転落等の危険性があ
り、歩行者の安全な通行の確保が十分になされていません。歩行者の安全な
通行を確保するために歩道の設置が望まれますが、多くの生活道路は幅員が
狭く沿線に住宅が建ち並んでいるため、道路拡幅が困難で歩道の設置は難し
い状況です。このため、現状の道路幅員内での安全な歩行者用の通路の確保
及び適切な維持管理が必要です。

利用者が安全で安心して通行できるように道路を整備・管理する

事業名 事業概要

交通ルールの理解と遵守を促進する

事業名 事業概要

平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿８　　交通の利便性がよく、市外から人が移り住んだり、通勤・通学している

関係課 都市計画課、とよあけ創生推進室、防災防犯対策室

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

地域公共交通活性化
事業

豊明市公共交通網形成計画に基づき、ひ
まわりバス路線再編、地域路線の導入、
その他公共交通の利用促進を行う

55,381 負担金等

(※)市営駐車場管理
運営事業

市内４ヶ所（１３０台）で営業
駐車場の料金徴収、維持管理等を行う事
業

60,600 委託料等

(※)自転車対策事業 市営駐輪場の管理・運営及び路上等に放
置された自転車の撤去・処分を行う

17,493 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

都市計画道路整備事
業

市内都市計画道路の未整備区間の整備を
行い、幹線道路網の計画、整備等を行う
事業

334,792 工事費等

交通の利便性を高め、移住を促し、通勤・通学しやすくなる
ようにする

　公共交通機関の事業者と連携し、交通不便地域の利便性向上や高齢者の外
出促進を検討する必要があります。また、渋滞解消や環境共生という観点か
らも公共交通機関の積極的な利用を促し、利用率の向上を図ることも重要で
す。
　本市を東西に通過する国道１号は片側１車線であるため慢性的な渋滞が発
生しています。北部で整備予定の名古屋岡崎線も重要な位置づけとなってお
り、大根若王子線と合わせて早期整備が望まれます。また、桜ヶ丘沓掛線は
前後駅から国道２３号までの開通後は交通形態が大きく変わることが予想さ
れるため、周辺地域対策が課題となっています。

公共交通の利便性を良くする

事業名 事業概要

市内外の移動がしやすくなるように、道路交通網を整備する

事業名 事業概要

平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿９　　空気がきれいである

関係課 環境課、土木課、都市計画課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

温暖化対策推進事業 ＣＯ２排出量削減を目指し、市民への広
報活動等業務

1,915 借上料

市営駐車場管理運営
事業

市内４ヶ所（１３０台）で営業
駐車場の料金徴収、維持管理等を行う事
業

60,600 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

合併処理浄化槽設置
補助事業

合併処理浄化槽設置費補助金交付業務 10,150 補助金

公害対策事業 河川等の水質、大気、自動車騒音等の監
視業務

10,960 委託料等

市内の大気汚染や悪臭の問題を少なくする

事業名 事業概要
平成３０年度

きれいな空気を保全する

　大都市圏への交通利便性が高い国道１号・２３号、伊勢湾岸自動車道という
大動脈が横断し、通過車両が集中する中で、特に大型車両の排気ガスや騒音に
よる公害が懸念されていますが、道路の拡幅や交差点改良による渋滞緩和策、
音の出にくい路面舗装を進めると同時に、大気汚染及び騒音の測定を実施して
環境保全に努めています。
　また、基準を満たさない焼却炉での焼却や野焼きの煙、浄化槽の不適切な管
理による悪臭の通報も多く、今後は、尾三消防本部や環境監視員による指導強
化を進める必要があります。

排気ガスの排出量を抑制する

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

新エネルギー推進事
業

豊明市新エネルギー推進計画に基づき、
エネルギーシフトの実践等業務

71,800 委員報酬等

事業費（千円） 主な事業費の内容

街路樹管理事務 豊明市が管理する街路樹等の剪定を行う 32,337 業務委託

(※)緑化推進事業 市民と行政との協働による花や緑に溢れ
た憩いと安らぎのあるまちとなるような
環境づくりのための事業を行う

6,341 花苗購入費等

(※)公園緑地管理事
業

市内に存する公園、緑地の施設や樹木を
適切に管理することにより、市民に安心
安全な潤いのある空間を提供するための
事業を行う

119,117 維持管理委託料

事業名 事業概要

緑の多い生活環境をつくる

平成３０年度

エコライフを促進する

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿１０　　日常生活は自然に親しむことができると同時に生活に不自由のないコン

関係課 都市計画課、土木課、市街地整備課、環境課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

緑化推進事業 市民と行政との協働による花や緑に溢れ
た憩いと安らぎのあるまちとなるような
環境づくりのための事業を行う

6,341 花苗購入費等

有機循環推進事業 堆肥化促進業務 4,260 消耗品等

農業環境保全事業 地域住民の連携により広域的な活動によ
る農地の保全活動に対して、補助金等の
支援を行う

6,674 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

公園緑地管理事業 市内に存する公園、緑地の施設や樹木を
適切に管理することにより、市民に安心
安全な潤いのある空間を提供するための
事業を行う

119,117 維持管理委託料

                      パクトシティとなっている

日常生活の中で自然を実感できる環境をつくる

事業名 事業概要

自然を確保しながら生活に不自由のない街をつくる

　少子高齢化などの社会情勢の変化により、厳しい財政状況が見込まれる中、
まちづくり拠点となる駅や市役所などを中心に、空き家対策などによる既成市
街地の再整備、住居系新市街地の整備による人口流出の抑制や新たな住宅需要
の受け皿づくりが課題となっています。一方、市街化調整区域においては、引
き続き集落機能の維持、農業や自然との共生を図ることが求められています。

市民とともに緑が続く環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

都市計画事業 都市計画の基礎的なデータを整備するた
め、都市計画基本図及び都市計画基本図
を基にした各種地図の更新を行うと共
に、人口・土地利用・建物・都市施設等
について調査を行う

18,941 委託料等

市街地開発事業（住
居系市街地整備）

土地区画整理事業等による住居系の市街
地整備を進める

59,104 委託料等

墓地管理事業 勅使墓園管理運営業務 25,100 償還金等

事業名 事業概要

生活利便性の高い街をつくる

平成３０年度
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めざすまちの姿１１　　子どもから高齢者まで気軽にスポーツを楽しみ、健康に暮らしている

関係課 健康長寿課、生涯学習課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

スポーツ振興事業 学校体育施設スポーツ開放事業の実施
や、市民体育大会ほか各種大会の開催、
各種委員会等を行う

9,136 委員報酬等

体育施設維持管理運
営事業

福祉体育館及び体育施設等にかかる維持
管理運営等を実施する

180,084 指定管理料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

健康づくり事業 とよあけ健康２１計画を基に広く市民の
健康増進を図るための教室や各種啓発

468 印刷製本費、講師
謝礼、消耗品費

事業費（千円） 主な事業費の内容

体育補助金事業 体育協会・レクリエーション協会・ス
ポーツクラブ等に補助金を交付し、団体
等を支援する

7,020 補助金等

事業名 事業概要

一緒に運動を楽しむ仲間を増やし、リーダーを育成する

平成３０年度

誰もが気軽に運動を楽しみ、健康に暮らせるまちをつくる

　体育施設の老朽化や、ライフスタイルの多様化に伴うスポーツ離れ、ス
ポーツ指導者の高齢化など、市民が運動できる環境についての課題がありま
す。誰もが運動に親しむことができるよう、ハード面だけでなくきっかけ作
りや指導者の育成などの環境を整える必要があります。

誰もが運動を楽しめる機会や場をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

市民の体調や基礎体力を整えるための活動を支援する

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿１２　　元気なじいちゃん、ばあちゃんの姿を見て、若い世代が老後の生き方に

関係課 健康長寿課、産業支援課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

一般介護予防事業 要介護状態になるのを防ぐために、すべ
ての高齢者を対象とした介護予防に資す
る事業を実施する

46,211 委託料等

高齢者生きがいづく
り事業

高齢者の健康や生きがいづくりのため、
老人クラブへの補助金、老人憩いの家の
管理委託料など

18,398 補助金等

老人福祉センター運
営事業

高齢者の生きがいとして教養・趣味・健
康づくりの場の提供

11,569 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

敬老事業 ８８歳・９９歳・１００歳以上の高齢者
に対する祝品の配布及び独居高齢者に対
する年末見舞品の配布

2,747 報償費

介護予防生活支援事
業

要支援者・虚弱と判定された事業対象者
に対し、通所サービスや訪問サービスを
提供し、自立した生活が送れるようにす
る

93,893 負担金等

高齢者が孤立せず安心して生活できる環境をつくる

平成３０年度

平成３０年度

                      夢をもつことができている

元気な高齢者の姿を見て、若い世代が老後に夢を持てるまち
をつくる

　高齢者の元気な姿は、若い世代にとっての希望にもつながります。高齢者
の社会参加への意欲を活かし、世代を超えたつながりを持つことができる環
境を整えることが必要です。

高齢者が趣味や仕事などさまざまな場面でいきいきと活躍できるよう支援する

事業名 事業概要

事業名 事業概要
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包括支援事業 高齢者が必要とするさまざまな相談等の
総合的な支援をする

90,519 委託料等

認知症総合推進事業 認知症になっても安心して生活できる地
域づくりを推進するため、認知症地域支
援推進員の配置、認知症初期集中支援
チームによる支援等を行う

16,057 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)包括支援事業 高齢者が必要とするさまざまな相談等の
総合的な支援をする

90,519 委託料等

(※)観光活性化事業 桶狭間の戦いにまつわる史跡、自然及び
各種施設の魅力を市民が認識し、観光施
設の整備、情報発信を行うことで観光客
を誘致する

15,973 補助金等

事業名 事業概要

若い世代が元気な高齢者と身近に交流し、良いところを知る機会や場をつくる

平成３０年度
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めざすまちの姿１３　　教育や子どもに関する予算が確保され、子どもの教育環境がよい

関係課 学校教育課、生涯学習課、図書館

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

小中学校施設維持管
理事業

児童生徒が安全及び快適に過ごせるよう
に教育環境及び学習環境の向上を図る

576,142 維持管理費、工
事費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

図書館施設維持管理
事業

建物、施設の維持管理を行う 26,606 維持管理費

(※)公民館管理運営
事業

中央・南部公民館の管理運営を行う 18,369 講座講師謝礼、
維持管理費

(※)体育施設維持管
理運営事業

福祉体育館及び体育施設等にかかる維持
管理運営等を実施する

180,084 指定管理料等

(※)文化会館管理運
営事業

文化会館の施設管理及び運営を行う 105,520 指定管理料等

学校以外の教育施設・設備を充実する

事業名 事業概要
平成３０年度

教育や子どもに関する予算を確保し、教育環境を整える

　教師が、直接的な教育とは関係のない事務に時間をとられることなく教育
実践に腰を据えて取り組むことができるよう、教育現場と行政、地域の役割
分担が必要です。また、公共施設に占める学校施設の割合が高い状況のな
か、適正規模・適正配置となるよう少子化を見据えた学校統廃合が急がれま
す。このことは、学校施設の維持・更新においても財政面で有利となり、真
に必要な教育環境を子どもたちに提供する上でも重要な課題です。

学校の施設・設備を充実する

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿１４　　子どもが、ずっと育ってきた豊明を大好きでいる

関係課 生涯学習課、秘書広報課、市民協働課、産業支援課、図書館

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)青少年対策事業 放課後子ども教室、家庭教育学級等青少
年の健全育成の推進を行う

41,895 委託料等

(※)社会教育活動事
業

社会教育委員の活動、社会教育団体への
補助金の支給を行う

5,305 補助金等

(※)体育補助金事業 体育協会・レクリエーション協会・ス
ポーツクラブ等に補助金を交付し、団体
等を支援する

7,020 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)豊明夏・秋まつ
り支援事業

実行委員会による豊明夏まつり及び秋ま
つりの実施を支援する

6,500 開催委託料

(※)観光活性化事業 桶狭間の戦いにまつわる史跡、自然及び
各種施設の魅力を市民が認識し、観光施
設の整備、情報発信を行うことで観光客
を誘致する

15,973 補助金等

(※)市民文化育成事
業

市民の芸術の発展に寄与する 972 補助金

(※)文化財保護事業 文化財の保護、継承のための助成及び環
境整備、公開等を行う

22,815 工事費等

子どもがずっと育ってきたとよあけを大好きになる環境を
つくる

　地域活動の衰退と相まって、地域活動とともに成長する若者の姿が少なく
なっています。地域の再生には若者の存在が必要であり、地域に若者を存在
させるためには地域ぐるみで子どもを育てられる環境が必要です。失われつ
つあるこれらを同時に再生することが求められています。

子ども同士や大人との出会いの機会や場を増やす

事業名 事業概要
平成３０年度

子どもの頃から好きな場所や思い出に残る機会を増やす

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

褒章・表彰事業 表彰条例に基づく被表彰事務を行う 1,052 一般報償費

(※)郷土資料保存事
業

郷土資料を収集・整理・保管する 563 資料整理要員報
酬

(※)視聴覚教育事業 郷土の映像及び教材の収集、貸出をする 520 備品購入費等

事業名 事業概要

家族や地域の人がとよあけを好きになる風土を醸成する

平成３０年度
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めざすまちの姿１５　　誰もが身近に寄り合える場所があり、地域の人と支え合いながら孤立す

関係課　　　社会福祉課、秘書広報課、市民協働課、健康長寿課、産業支援課、生涯学習課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

市民相談事業 市民相談（法律・困りごと・多重債務・
一般）に応じる

3,163 委託料等

災害見舞金事務 災害により住宅全壊・全焼、半壊・半焼
に対して見舞金を支給する

90 見舞金等

障がい福祉サービス
事業

障害者総合支援法に基づき、障がい者が
地域において自立した日常生活や社会生
活を営むことができるように必要なサー
ビスを提供する

995,099 給付費等

障害者相談支援事業 障害者総合支援法に基づき、障がい者が
地域において自立した日常生活や社会生
活を営むことを相談支援する

23,413 委託料等

消費者相談事業 消費者の安全を確保するため、消費生活
相談窓口の開設、啓発活動及び情報発信
を行う

3,174 相談員報酬

(※)高齢者在宅サー
ビス事業

配食サービス・安否確認・外出支援・理
髪サービス・寝具クリーニング・寝たき
り老人介護手当などの事業

13,572 補助金、委託料
等

                      ることなく暮らすことができている

身近に寄り合える場所をつくり、地域で支え合える環境をつ
くる

　今後、独居高齢者の数は確実に増加することが予想され、独居高齢者や老
老世帯への対策は急務となっています。地域のサロン活動をより充実させる
とともに、できる限り歩いて通える場所にサロンを設置できるよう、担い手
やボランティアの支援も必要です。
　また、地域での支え合い活動のため、障がい者と地域住民との交流の場を
充実させるなど、障がい者への理解をより深めることが重要です。

サービスや支援を充実し、負担を軽減する

事業名 事業概要
平成３０年度
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(※)生活困窮者等扶
助事業

生活困窮者（生活保護受給には至らない
者）の就労、生活環境等に関する相談に
応じ、情報提供や助言を行い、自立した
日常生活を確保できるよう支援し、また
貧困の連鎖から脱却するため小中学生の
学習を支援する場の提供及びひきこもり
の方とその家族の相談を受け、社会生活
への参加を促す

37,456 委託料

事業費（千円） 主な事業費の内容

多文化共生推進事業 通訳配置や多言語広報など、豊明市の多
文化共生社会づくりに向けた事業を行う

9,277 通訳報酬等

区・町内会活動支援
事業

区一括交付金など、区・町内会活動を支
援する事業を行う

70,138 交付金等

ＬＧＢＴ事業 ＬＧＢＴに対する理解促進のため、講演
会や研修会を開催する

427 委託料等

社会福祉協議会関連
事業

全ての住民が、住みなれた地域で安心し
て暮らせるよう、福祉サービスの充実と
発展を目指す

67,199 補助金等

民生委員、児童委員
関係事務

地域において住民の立場に立って相談に
応じ、必要な援助を行い社会福祉の増進
に努める

4,522 委託料等

社会福祉団体事務 地域福祉に対して福祉団体が活動できる
ように補助する

799 補助金等

障がい福祉団体事務 障害福祉の向上のため、各団体が行う事
業に対して補助金を交付する

999 補助金等

公民館管理運営事業 中央・南部公民館の管理運営を行う 18,369 講座講師謝礼、
維持管理費

文化広場管理事業 文化広場の管理運営を行う 6,648 指定管理料

豊明勤労会館事業 貸館事業を継続し、勤労福祉及び住民
サービスの提供を行う

13,935 施設管理

多様な人が交流する機会を充実させ、地域での人と人とのつながりをつくる

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿１６　　支援が必要な人の家族の負担が軽減され、日常生活で困ってない

関係課 社会福祉課、健康長寿課、保険医療課、子育て支援課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)包括支援事業 高齢者が必要とするさまざまな相談等の
総合的な支援をする

90,519 委託料等

障がい児支援施策事
業

１８歳未満での障がい児（疑いも含む）
を持つ家族の総合相談窓口を設置し、相
談業務を行う

7,088 相談事業委託料

ひとり親支援施策事
業

母子・父子家庭に対し、手当以外の生
活、就労等支援への情報提供と相談を実
施

5,324 自立支援員報酬等

(※)障害者相談支援
事業

障害者総合支援法に基づき、障がい者が
地域において自立した日常生活や社会生
活を営むことを相談支援する

23,413 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

生活困窮者等扶助事
業

生活困窮者（生活保護受給には至らない
者）の就労、生活環境等に関する相談に
応じ、情報提供や助言を行い、自立した
日常生活を確保できるよう支援し、また
貧困の連鎖から脱却するため小中学生の
学習を支援する場の提供及びひきこもり
の方とその家族の相談を受け、社会生活
への参加を促す

37,456 委託料

支援が必要な家族の負担を軽減する

　これまで日本では女性が子育てや介護を担ってきた傾向があります。一人
で頑張りすぎたり問題を抱え込むことで、健康を損ねたり、仕事を失った
り、社会参加の機会を無くすなど、孤立してしまう危険性があります。
　行政の支援とあわせて、地域やＮＰＯ、企業などによる支援も重要です。
支援が必要な人の家族を地域全体で支える仕組みづくりや意識の醸成が必要
です。

多様な主体者が連携し、家族を支える環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

家族を支援するサービスを充実させる

事業名 事業概要
平成３０年度

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画57



生活保護扶助事業 憲法に定める健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を守るため必要な保護と
自立を助長する

611,124 扶助費等

(※)ひとり親支援施
策事業

母子・父子家庭に対し、手当以外の生
活、就労等支援への情報提供と相談を実
施

5,324 自立支援員報酬等

児童扶養手当給付事
業

両親または両親のどちらかがいない、あ
るいはどちらかが重度の障害を有する世
帯で１８歳未満の児童を監護・養育して
いる方に手当を支給する

229,219 手当

(※)障がい児支援施
策事業

１８歳未満での障がい児（疑いも含む）
を持つ家族の総合相談窓口を設置し、相
談業務を行う

7,088 相談事業委託料

後期高齢者福祉医療
事業

寝たきりや障害者等の後期高齢者の医療
費を補助する

136,977 扶助費等

子ども医療事業 中学生以下の子どもの医療費を補助する 338,844 扶助費等

心身障害者医療事務 一定以上の障害をお持ちの方の医療費を
補助する

179,826 扶助費等

母子・父子家庭医療
事務

高校生以下の子どものいる母子・父子
（ひとり親）家庭の医療費を補助する

51,990 扶助費等

高齢者在宅サービス
事業

配食サービス・安否確認・外出支援・理
髪サービス・寝具クリーニング・寝たき
り老人介護手当などの事業

13,572 補助金、委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

生活支援体制整備事
業

地域で高齢者が生活するために必要とな
る生活支援サービス等が地域の多様な主
体によって提供できるよう体制整備を行
う

10,423 委託料等

(※)認知症総合推進
事業

認知症になっても安心して生活できる地
域づくりを推進するため、認知症地域支
援推進員の配置、認知症初期集中支援
チームによる支援等を行う

16,057 委託料等

(※)高齢者生きがい
づくり事業

高齢者の健康や生きがいづくりのため、
老人クラブへの補助金、老人憩いの家の
管理委託料など

18,398 補助金等

(※)老人福祉セン
ター運営事業

高齢者の生きがいとして教養・趣味・健
康づくりの場の提供

11,569 委託料等

事業名 事業概要

身近な地域で助け合える環境をつくる

平成３０年度
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めざすまちの姿１７　　子どもが地域とつながり、大人になったときにも地域で活動している

関係課 市民協働課、子育て支援課、生涯学習課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

児童館管理運営事業 児童館の施設管理、運営、指定管理者の
モニタリングを行う

107,966 指定管理料等

児童福祉地域活動事
業

児童に関する地域活動に対して補助を行
う

6,920 補助金等

青少年対策事業 放課後子ども教室、家庭教育学級等青少
年の健全育成の推進を行う

41,895 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)文化財保護事業 文化財の保護、継承のための助成及び環
境整備、公開等を行う

22,815 工事費等

子どもが地域とつながり、大人になったときにも地域で活動
できるまちをつくる

　子どもが地域活動に参加するには、親の理解や後押しが必要になります。
親世代への啓発を行うとともに、地域組織やＮＰＯなどが多世代参加・交流
の活動を展開することで、子どもから大人まで切れ目なく地域参加を促し、
地域への愛着の増大、更には市民自身による地域の課題解決につなげていく
ことが必要です。

地域ぐるみで子どもを育て、見守る環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

子どもが地域に愛着を持てる環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

社会教育活動事業 社会教育委員の活動、社会教育団体への
補助金の支給を行う

5,305 補助金等

(※)区・町内会活動
支援事業

区一括交付金など、区・町内会活動を支
援する事業を行う

70,138 交付金等

事業名 事業概要

地域活動を活発にする

平成３０年度
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めざすまちの姿１８　　災害時に行政と民間、地域、近隣市町村との連携がとれている

関係課 防災防犯対策室

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

災害対策事業 備蓄食料等の増強 26,221 消耗品費

消防水利設置・維持
管理事業

防火水槽、消火栓等設置・維持管理し災
害の際円滑に使用することが出来るよう
にする

22,942 工事請負費等

消防団運営事業 消防団が地域活動を円滑に実施できるよ
う支援する

37,860 報酬等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)災害対策事業 備蓄食料等の増強 26,221 消耗品費

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)防災啓発事業 防災訓練や防災講演会を通しての防災啓
発

3,196 委託料

事業名 事業概要

行動計画に基づく連携についての訓練を実施する

平成３０年度

災害時に行政と民間、地域、近隣市町村と連携する

　震災で迅速な対応を取るためには普段からの自治体同士、自治体と民間、
地域との連携が重要であり、今後想定される南海トラフ巨大地震に備えて具
体的な検討と対応が求められています。
　大規模な災害による同時被災を避ける観点から、近隣の自治体や団体など
のほか、遠方に所在する自治体や団体との協定締結も検討する必要がありま
す。

普段から各機関との連絡調整がとれる体制をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

関係機関と連携について実効性の高い協定を結ぶ

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿１９　　防災を行政任せにせず、普段から家庭と地域の準備と連携が十分できて

関係課 防災防犯対策室、都市計画課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

住宅・建築物耐震化
促進等安全ストック
形成事業

市内に存在する住宅及び一部建築物の耐
震診断、一定以上の耐震性を確保する住
宅の耐震改修に要する工事費に対し、そ
の所有者等に対し補助金を助成すること
により、耐震化率の向上を目指す

26,012 補助金等

女性防火クラブ事務 女性防火クラブに対し、各種行事等を通
じ、家庭や地域から火災を出さないため
の活動を指導する

1,386 交付金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)消防団運営事業 消防団が地域活動を円滑に実施できるよ
う支援する

37,860 報酬等

　　                  おり、災害時には助け合うことができる

災害に備えて地域での準備を促す

事業名 事業概要

災害に備え、家庭と地域の準備と連携ができ、災害時には自
発的に助け合えるよう支援する

　被災時には、助けを待つ受援者ではなく、市民が自らの安全を確保しなが
ら周囲を助ける支援者として協力できる体制を構築するため、日頃からの各
家庭における防災対策とともに地域の自主防災組織を育成し、繰り返し訓練
を実施していくことが重要です。
　また、救急・救命講習、初期消火訓練等に参加する市民を増やすことや、
住宅用火災警報器や消火器の設置推進にも取り組む必要があります。

災害に備えて家庭での準備を促す

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

防災啓発事業 防災訓練や防災講演会を通しての防災啓
発

3,196 委託料

事業名 事業概要

災害に備え家庭と地域の連携を促し、災害時の助け合いの意識を向上させる

平成３０年度
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めざすまちの姿２０　　行政や地域が発信する情報を市民が積極的に共有し、活用している

関係課 市民協働課、秘書広報課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)ホームページ管
理事業

ホームページを活用し、迅速に市民に伝
わる情報提供を行う

1,350 委託料

(※)広報事業 市民にとって必要な情報提供を、広報紙
を通じて行う

13,095 印刷製本費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)市民活動支援事
業

各種講座など、市民が市民活動に積極的
に関わることを推進する事業を行う

4,180 交付金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)区・町内会活動
支援事業

区一括交付金など、区・町内会活動を支
援する事業を行う

70,138 交付金等

事業名 事業概要

日ごろから住民同士のコミュニケーションが取れるよう支援し、活用できるような情報共有を促す

平成３０年度

行政や地域が発信する情報を市民が積極的に共有し、活用で
きる支援をする

　広報、ホームページ、ＳＮＳ等のツールが、市民と行政だけでなく、市民
同士が活発に情報を共有してコミュニケーションに活用できるよう、分かり
やすい情報発信及び制度周知に努めていく必要があります。一方で、ＩＣＴ
の更なる利活用の拡大については、ＩＣＴを利用していない人に配慮しなが
ら進めていく必要があります。

行政が迅速かつ正確に情報を提供する

事業名 事業概要
平成３０年度

地域の情報発信力が高まるように支援する

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿２１　　市民が豊明の歴史・伝統・文化に誇りを持ち、次世代が継承し創造して

関係課 生涯学習課、市民協働課、産業支援課、図書館

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

文化財保護事業 文化財の保護、継承のための助成及び環
境整備、公開等を行う

22,815 工事費等

市史編さん事業 豊明の市史編さんのための資料整理及び
資料提供を行う

2,887 報酬等

陶芸の館管理事業 陶芸の館の管理運営を行う 2,818 委託料等

市民文化育成事業 市民の芸術の発展に寄与する 972 補助金

郷土資料保存事業 郷土資料を収集・整理・保管する 563 資料整理要員報
酬

視聴覚教育事業 郷土の映像及び教材の収集、貸出をする 520 備品購入費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

豊明夏・秋まつり支
援事業

実行委員会による豊明夏まつり及び秋ま
つりの実施を支援する

6,500 開催委託料

文化会館管理運営事
業

文化会館の施設管理及び運営を行う 105,520 指定管理料等

                      いる

市内外の人がとよあけの魅力を楽しめる環境をつくる

事業名 事業概要

とよあけの歴史・伝統・文化に誇りを持ち、継承・創造で
きる環境をつくる

　地域のつながりの希薄化により、地域の歴史や文化を知る機会が少なく
なっています。また、生活スタイルの変化や趣味の多様化、少子高齢化に伴
い、歴史・伝統・文化に関わる指導者や継承する人材が減少してきていま
す。
　史跡や名所・文化財そして伝統芸能、更には豊かな自然を次世代に受け継
いでいくために、日常的に市民や地域の参画を得て、保存・伝承していくこ
とが重要です。

歴史・伝統・文化の保護・継承を支援する

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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資料情報管理事業 収集した資料情報を管理する 8,990 システム借上料

(※)観光活性化事業 桶狭間の戦いにまつわる史跡、自然及び
各種施設の魅力を市民が認識し、観光施
設の整備、情報発信を行うことで観光客
を誘致する

15,973 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

図書館資料貸出事業 収集・整理・保管した資料を貸出する 31,882 資料購入費等

平成３０年度
事業名 事業概要

新しい文化を醸成する
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めざすまちの姿２２　　行政は積極的に市民からの意見を吸い上げる工夫や努力をしている

関係課 企画政策課、秘書広報課、市民協働課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)職員研修事業 職員の研修を行う 6,116 研修委託料

事業費（千円） 主な事業費の内容

広聴事業 市長へのeメール・手紙やeモニターなど
により広く市民の意見を聴く

230 eモニター謝礼等

パブリックコメント事
業（広聴事業）

市の計画案等に対する意見を把握するた
めに、パブリックコメントによる広聴を
行う

0 人件費

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)区・町内会活動
支援事業

区一括交付金など、区・町内会活動を支
援する事業を行う

70,138 交付金等

平成３０年度
事業名 事業概要

まちを良くするために市民が互いに議論できる環境をつくる

積極的に市民の意見を吸い上げる

　市政に対する建設的な意見・提言がいただけるよう、制度の周知方法の工
夫が課題となります。また、意見・提言をいただくためには、市民の正確な
理解も必要となるため、対象課題に対する十分な情報発信を行う必要があり
ます。

市民の声を聴く組織風土を形成する

事業名 事業概要

子どもから大人まで意見を述べる仕組みや機会を増やす

事業名 事業概要

平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿２３　　世代、性別などで不公平感のない予算配分や施策となっている

関係課 企画政策課、財政課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)総合計画進捗管
理事務

めざすまちの姿（目標）を達成するた
め、総合計画マネジメントに基づき、ま
ちづくり指標の調査などを行う

1,246 アンケート調査
委託等

事業費（千円） 主な事業費の内容

予算編成事務 各課が要求した予算をヒアリング等によ
り精査し、とりまとめ、予算案として議
会へ上程する

6,813 電算関係借上料
等

市民が予算配分を理解できるよう情報を公開し説明する

事業名 事業概要

世代、性別などで不公平感のない予算配分や施策を実施する

　少子高齢化の進展にともない、現役世代の負担増が懸念されます。投資的
経費は半減し、医療費や給付費など扶助費が倍増しています。
　誰もが必要とする行政サービスの充実と、応益負担とのバランスを図りな
がら、より普遍性の高い行政施策を実施していかなければなりません。

多くの市民が公平と感じる施策を実施する

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿２４　　税収が確保され、持続可能な財政運営となっている

関係課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

ふるさと豊明応援寄
附推進事業

ふるさと納税掲載及び申込みに関する
ホームページの管理、代理納付及びお礼
の品の発送に関する業務をそれぞれ委託
し、ふるさと納税額を増やす

15,316 委託料等

まち・ひと・しごと
創生総合戦略事務

市内の雇用拡大、子育て支援、人口増加
につなげる施策・事業を行う
創生事業等の進捗管理を行いＫＰＩの達
成を図る

70 委員報酬

収納管理事務 納税者に対して口座振替を推進し納期限
内納付を指導する

13,291 電算関係委託料
等

滞納整理事務 租税公平主義に基づいて、滞納者等との
面接や折衝を行うとともに滞納処分の執
行等の法律専門事務を行う

16,026 電算関係委託料
等

収入を確保し、持続可能な財政運営を行う

　税収を確保するためには、生産年齢人口の維持が必要です。また、人口減
少社会においても安定した税収を確保できるよう、個人市民税以外の税収を
得られるようなまちづくりが必要です。
　また、持続可能な財政運営のためには、超高齢社会における福祉関連費用
の増加や、公共施設の一斉老朽化への対応など、歳出面の課題への対応も急
がれます。

税収を増やす等、収入を確保する

事業名 事業概要

財政課、企画政策課、情報システム課、総務課、債権管理課、産業支援課、
下水道課、出納室

平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

財政運営・地方債事
務

交付税、公会計、財政健全化法等の関連
事務により、健全な財政運営をする
対象事業についての地方債を発行する
その返済について管理する

3,114 電算関係委託料
等

(※)公共施設マネジ
メント推進事業

公共施設の更新問題に対応するため、公
共施設適正配置計画を策定し、計画的な
公共施設マネジメントを推進する

0 人件費

事業費（千円） 主な事業費の内容

行政改革関係事務 市をとりまく社会環境の変化や市民ニー
ズの多様化に対応するため、行政の仕組
みを見直し、第５次総合計画を推進する
取組みを実施する

75 委員報酬

公共施設マネジメン
ト推進事業

公共施設の更新問題に対応するため、公
共施設の適正配置の検討、長寿命化の推
進等持続可能な財政運営を図る

0 人件費

広域・民間連携推進
事業

他市町村や大学等との連携を図るととも
に、共通課題に取り組むことにより、効
率的な行財政運営を図る

35 負担金

入札契約事務 ２５０万円以上の工事の入札を行い契約
を締結する

3,176 負担金

工事検査事業 工事完了後、契約どおり施工されている
か検査を行う

11 消耗品費

市有財産管理事業 市有財産の管理事務を行う 9,512 土地等借上料等

農排統合事業 農村集落家庭排水施設を流域関連公共下
水道へ統合し維持管理コストの削減を図
る

70,492 委託料

物品の出納保管事務 共通消耗品の受入れ及び払出しを行う 0 人件費

(※)庁内機器及びシ
ステム導入・運用管
理事業

庁内機器及びシステムの新規導入、また
は運用管理を行う

84,228 機器借上料等

(※)マイナンバー法
関係事務

マイナンバー制度に関し、全庁的な運
用・対策を検討する

5,858 委託料等

事業名 事業概要

税金を効果的、効率的に使う

持続可能な財政計画を立て、評価・改善する

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画70



めざすまちの姿２５　　市職員の顧客サービス向上の意識が高く、市民のほうを見て仕事をして

関係課 秘書広報課、情報システム課、市民課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

職員研修事業 職員の研修を行う 6,116 研修委託料

電子自治体推進協議会
事業

協議会に参加し、他団体と共同し、電子
自治体構築に取り組む

4,530 負担金

受付サービス事業 届出書の受付及び証明書の交付を行う 11,673 窓口事務報酬等

事業費（千円） 主な事業費の内容

庁内機器及びシステ
ム導入・運用管理事
業

庁内機器及びシステムの新規導入、また
は運用管理を行う

84,228 機器借上料等

マイナンバー法関係
事務

マイナンバー制度に関し、全庁的な運
用・対策を検討する

5,858 委託料等

市民に有益な事業を実施する仕組みと組織体制を構築する

事業名 事業概要

                      いる

顧客サービス向上の意識を高め、市民本位の仕事をする

　市民ニーズを的確に把握し、それらを行政サービスに反映していくための
仕組みづくりと組織改革が必要です。
　ニーズ（必要性）とウォンツ（欲求）の混同が招く課題の解消も必要で
す。市民は、真に必要なニーズを行政に届け、行政サービスのレベルアップ
への協力が求められます。また、行政は、サービス提供自体を目的とするの
ではなく、企画立案・実施・評価・改善のマネジメントサイクルを動かしな
がら、掲げた目標を達成するという成果志向の意識改革が求められます。

市民に満足してもらおうという意識を高く持ち、サービスの向上を図る

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿２６　　市民にとって必要な情報が提供され、行政が取り組んでいることが市民

関係課 秘書広報課、情報システム課、下水道課、議事課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

広報事業 市民にとって必要な情報提供を、広報紙
を通じて行う

13,095 印刷製本費等

地域情報化プラン策
定事業

ＩＣＴを利用し地域及び行政の情報化を
図るアクションプランの策定及び推進

5 印刷製本費等

公営企業会計移行事
業

下水道事業特別会計を公営企業会計に移
行する

14,127 委託料

議会広報広聴事務 議会の活動状況をわかりやすく市民に伝
えるため、議会だよりの発行、インター
ネットを活用した映像配信及び会議録の
公開をする
また、議会報告会などを開催し、市民の
声を聴き、政策提案をしていく

13,370 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

ホームページ管理事
業

ホームページを活用し、迅速に市民に伝
わる情報提供を行う

1,350 委託料

情報発信推進事業 メール配信サービスなどＩＣＴを利用し
た情報発信を推進する

389 使用料

                      に分かりやすい

市民が必要なときに見やすく手軽に行政の情報を受け取れるようにする

事業名 事業概要

市民にとって必要な情報や行政の取り組みを市民に分かりや
すく提供する

　市民が求める情報を把握しながら、行政の取り組みを分かりやすく解説し
たコンテンツに加え、見やすいデザイン、わかりやすい構成など、市民の意
見を聴きながら、広報とよあけを更に読みやすくする必要があります。

市民にとって必要な情報を分かりやすく提供する

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿２７　　行政は明確な成果目標を持ち、定期的に達成度を確認し、絶えず改善して

関係課 企画政策課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

行政評価推進事務 目標を達成するために、事業を計画、実
行、評価、改善するマネジメントサイク
ルを行う

624 人件費

事業費（千円） 主な事業費の内容

総合計画進捗管理事
務

めざすまちの姿（目標）を達成するた
め、総合計画マネジメントに基づき、ま
ちづくり指標の調査などを行う

1,246 アンケート調査委
託等

(※)広域・民間連携
推進事業

他市町村や大学等との連携を図るととも
に、共通課題に取り組むことにより、効
率的な行財政運営を図る

35 負担金

                      いる

目標達成のために、職員の自己改革力を高め、連携・協力できる組織を形成する

事業名 事業概要

成果志向型の行政経営を実践する

　市民に対して市としての責任を果たすためにも、無駄な行政コストを省いて
制度疲労や制度の粘着性を打破するためにも、市として市民と共有する目標を
しっかり捉えることが重要です。事業が目標達成のために十分な成果を出して
いるかを定期的に確認し、目標に対してより有効な事業が展開できるよう事業
の改善や廃止、入れ替えを行っていく必要があります。

ＰＤＣＡサイクルを確立する

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿２８　　子どもを産み育てやすいまちになっており、子どもの数が増えている

関係課 子育て支援課、健康長寿課、保育課、保険医療課、産業支援課、都市計画課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

病後児保育事業 保育を必要とする病気回復期の児童に対
して、保育サービスを実施する

13,724 報酬等

(※)妊娠出産子育て
ワンストップ事業

母子健康手帳交付・赤ちゃん訪問・ファ
ミサポ・ママサポ・家庭訪問・支援プラ
ン作成・心理個別

7,978 報酬等

(※)休日診療所事業 休日における医療提供 23,082 医師等報酬、医薬
材料費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

子育て支援センター
事業

乳幼児とその保護者が交流し、相談や情
報提供等の援助を行う

12,982 報酬等

妊娠出産子育てワン
ストップ事業

母子健康手帳交付・赤ちゃん訪問・ファ
ミサポ・ママサポ・家庭訪問・支援プラ
ン作成・心理個別

7,978 報酬等

子どもを安心して産み育てられるまちをつくる

　育児休業などが取りやすい職場環境づくりに取り組んでいる企業への支援
など、仕事と子育ての両立ができる環境の整備も必要です。また、不妊治療
に対しては、県と市において、それぞれ特定不妊治療と一般不妊治療の費用
の助成を行っていますが、経済的な支援と同時に妊娠期から子育て期までの
切れ目のない支援を行っていく必要があります。

緊急時に対応できる体制を整える

事業名 事業概要
平成３０年度

家庭や地域が子どもを大切に思い、支え合うことができるまちを醸成する

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

児童手当給付事業 中学校終了前の子どもを養育している方
に手当を支給する

1,163,133 手当

子ども子育て計画事
業

すべての子どもの健やかな成長のために
適切な環境が等しく確保されるよう支援
する計画を推進していく

3,328 報酬、委託料等

母子保健事業 不妊治療の助成、妊娠期の教室、乳幼児
健診、健診事後教室、妊産婦・乳児健康
診査、育児相談、離乳食講習会、いのち
の尊重事業等

102,010 報酬、委託料等

(※)子ども医療事業 中学生以下の子どもの医療費を補助する 338,844 扶助費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

放課後児童健全育成
事業

放課後児童クラブの管理運営及び事業に
対する補助（公立公営、公立民営、民設
民営)

72,259 委託料等

保育所管理運営事業 保育を必要とする者に対して、保育及び
施設整備等のサービスを実施する

1,262,319 報酬等

認可外保育施設事業 認可外保育施設の運営（主に人件費）に
対して補助を行う

9,486 委託料

定住促進関連事業 高齢者への目配りや子育てがしやすい環
境づくりを図るための施策として、多世
代同居のためのリフォーム等工事費の一
部補助及び親との同居・近居のための新
たに住宅を取得する場合の固定資産税相
当額の一部助成する事業を行う

20,400 補助金等

(※)妊娠出産子育て
ワンストップ事業

母子健康手帳交付・赤ちゃん訪問・ファ
ミサポ・ママサポ・家庭訪問・支援プラ
ン作成・心理個別・養育医療等

7,978 報酬等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)商工業の育成振
興事業

地域ブランドの開発、空き店舗の利活
用、婚活イベントの開催の支援を行う

99,537 委託料等

事業名 事業概要

事業名 事業概要

平成３０年度

仕事と子育ての両立ができる環境をつくる

男女の出会いの機会を創出する

ゆとりを持って男女共に子育てを楽しむことができるよう応援する

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿２９　　子どもが元気に外で遊んでいる

関係課 防災防犯対策室、健康長寿課、都市計画課、生涯学習課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

食育推進事業 豊明市食育基本計画に基づいて、児童福
祉課・給食センター等と連携し、食育推
進

25 委託料等

(※)スポーツ振興事
業

学校体育施設スポーツ開放事業の実施
や、市民体育大会ほか各種大会の開催、
各種委員会等を行う

9,136 委員報酬等

(※)体育補助金事業 体育協会・レクリエーション協会・ス
ポーツクラブ等に補助金を交付し、団体
等を支援する

7,020 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

公園施設整備事業 老朽化した公園施設を、地域とのワーク
ショップにより時代のニーズに合った施
設改修等を行うとともに、新たな公園整
備を行う

23,999 工事費等

(※)体育施設維持管
理運営事業

福祉体育館及び体育施設等にかかる維持
管理運営等を実施する

180,084 指定管理料等

身近に安心して遊べる場所を整備する

事業名 事業概要
平成３０年度

子どもが元気に外で遊べるまちをつくる

　都市化や少子化が進展したことで、子どもにとって遊ぶ場所、遊ぶ仲間、
遊ぶ時間が減少しています。さらに、保護者からすると交通事故や犯罪など
の心配があり、子どもが外で体を動かして遊ぶ機会がより一層減少していま
す。
　また、都市公園は、地域によって整備状況に差があります。さらに、多く
の公園は供用開始から３０年以上が経過しており、老朽化への対応が課題と
なっています。加えて、公園が安心して遊べる場所であるためには、地域の
人の見守る目も必要です。

子どもの健康な育みを支援する

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)スポーツ振興事
業

学校体育施設スポーツ開放事業の実施
や、市民体育大会ほか各種大会の開催、
各種委員会等を行う

9,136 委員報酬等

(※)体育補助金事業 体育協会・レクリエーション協会・ス
ポーツクラブ等に補助金を交付し、団体
等を支援する

7,020 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)防犯対策事業 地域安全監視員による防犯パトロールの
実施

11,007 監視員報酬等

身近で共に遊べる仲間づくりを支援する

事業概要

事業名 事業概要

子どもが外で遊ぶことへの理解を広める

事業名
平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿３０　　子どもの個性や感性を尊重し、伸ばしている

関係課 生涯学習課、子育て支援課、学校教育課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)体育補助金事業 体育協会・レクリエーション協会・ス
ポーツクラブ等に補助金を交付し、団体
等を支援する

7,020 補助金等

(※)青少年対策事業 放課後子ども教室、家庭教育学級等青少
年の健全育成の推進を行う

41,895 委託料等

(※)特別支援教育事
業

知的障がい、肢体不自由など、様々な障
がいをもつ児童生徒にあった教育を行う
とともに普通学級の児童生徒と交流する
ことにより、社会に適応できる子どもを
育成する
正規職員だけでなく支援員を配置し児童
生徒が無理なく学べる環境を整備する

68,971 特別教育支援員報
酬等

子どもの個性や感性を尊重し、伸ばす環境をつくる

　社会の変化やグローバル化の進展にともなって、子どもの興味や関心、夢
なども多様化してきています。子どもの基礎学力の向上を図りながらも子ど
もが様々なことを学ぶ機会・体験を増やしていくことで、学習に対する意欲
が高まり、個性を豊かに伸ばすことができます。また、最近は発達障害によ
る集団生活に適応できない子どもが増加しており、様々な子どもたちと向き
合っていくための体制づくりが今後の課題となっています。

自分を好きでいられるようにする

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)スポーツ振興事
業

学校体育施設スポーツ開放事業の実施
や、市民体育大会ほか各種大会の開催、
各種委員会等を行う

9,136 委員報酬等

(※)市民文化育成事
業

市民の芸術の発展に寄与する 972 補助金

(※)心身障がい児通
園施設管理運営事業

どんぐり学園の運営及び施設管理を行う 10,525 職員報酬

(※)児童障がい児
サービス給付事業

障がい児支援を目指して身近な地域での
療育の場を提供する

220,266 サービス事業費
（扶助費）

事業費（千円） 主な事業費の内容

心身障がい児通園施
設管理運営事業

どんぐり学園の運営及び施設管理を行う 10,525 職員報酬

児童障がい児サービ
ス給付事業

障がい児支援を目指して身近な地域での
療育の場を提供する

220,266 サービス事業費
（扶助費）

平成３０年度
事業名 事業概要

好きなことができるように周りの大人の理解を深め、支援できるようにする

好きなことを学び、活動できる機会や場を増やす

事業名 事業概要
平成３０年度

のびのび、すくすく。
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めざすまちの姿３１　　豊明市に魅力があふれ、「通過するまち」から、「足を運んでいただけ

関係課 産業支援課、秘書広報課、情報システム課、市民協働課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

観光活性化事業 桶狭間の戦いにまつわる史跡、自然及び
各種施設の魅力を市民が認識し、観光施
設の整備、情報発信を行うことで観光客
を誘致する

15,973 補助金等

(※)豊明夏・秋まつ
り支援事業

実行委員会による豊明夏まつり及び秋ま
つりの実施を支援する

6,500 開催委託料

(※)商工業の育成振
興事業

地域ブランドの開発、空き店舗の利活用
に対する支援を行う

99,537 委託料等

                      るまち」になっている

とよあけの魅力を高め、訪れる人を増やす

　本市には、桶狭間古戦場伝説地をはじめとした桶狭間の戦いにまつわる史
跡、大脇梯子獅子や上高根警固まつりなどの伝統行事、二村山、ナガバノイ
シモチソウなど自然・歴史・文化に関連する観光資源があります。特に桶狭
間古戦場伝説地は、その歴史的価値を考えると、観光地としてのポテンシャ
ルは高く、周辺整備や周知活動がまだまだ不足しています。他にもＪＲＡ中
京競馬場、藤田保健衛生大学病院、花き市場など、全国的に名が知れたコン
テンツを活かした施策や地域特性を前面に出したシティプロモーションが必
要です。今後、行政・市民・事業者など関係者が連携して取り組んでいく必
要があります。

「行きたい」場所をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

友好自治体交流事業 市民派遣や職員派遣など友好自治体住民
と本市市民相互に交流が盛んになるよう
な事業を実施する

4,341 補助金等

(※)ふるさと豊明応
援寄附推進事業

ふるさと納税の寄附者に対して「ふるさ
と豊明お礼の逸品」を贈呈し、豊明の魅
力を市内外にＰＲする

15,316 委託料等

(※)ホームページ管
理事業

ホームページを活用し、迅速に市民に伝
わる情報提供を行う

1,350 委託料

(※)情報発信推進事
業

メール配信サービスなどＩＣＴを利用し
た情報発信を推進する

389 使用料

とよあけの魅力を発信する

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿３２　　市内に遊ぶ場所や働く場所があり、豊明市が潤っている

関係課 産業支援課、農業政策課、土木課、市街地整備課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)企業留置事業
（補助金交付事務）

市内の製造業の設備投資促進を図るた
め、補助金を交付する

106,050 補助金

(※)企業留置事業
（企業訪問事務）

市内企業の市外への流出を防ぎ、市内で
の事業の活性化を図るため、企業訪問を
行う

168 印刷製本費

(※)企業誘致事業 産業団地整備検討事業に係る誘致対象企
業の調査等を行う

1,927 委託料等

(※)市街地開発事業
（産業系市街地整
備）

産業団地整備事業等による産業系の市街
地整備を進める

12,992 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

商工業の育成振興事
業

地域ブランドの開発、空き店舗の利活用
に対する支援を行う

99,537 預託金等

商工業振興補助事業 商工会に対し、雇用対策に関する事業や
軽トラ市など地域経済活性化事業のため
に補助金等の支援を行う

21,870 補助金

企業留置事業（補助
金交付事務）

市内の製造業の設備投資促進を図るた
め、補助金を交付する

106,050 補助金

地域の経済活動が盛んなまちをつくる

　土地利用の見直しを行うなど、産業立地の推進や空き店舗等を活用した起
業、農業生産法人等による新たな産業の創出等が課題となっています。多様
な業種の事業所ができることで、市内での雇用を増やすとともに、税収増に
つなげることが必要です。

魅力ある職場づくりを促進する

産業の活性化を図る

事業名 事業概要
平成３０年度

事業名 事業概要
平成３０年度
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企業留置事業（企業
訪問事務）

市内企業の市外への流出を防ぎ、市内で
の事業の活性化を図るため、企業訪問を
行う

168 印刷製本費

企業誘致事業 産業団地整備検討事業に係る誘致対象企
業の調査等を行う

1,927 委託料等

市街地開発事業（産
業系市街地整備）

産業団地整備事業等による産業系の市街
地整備を進める

12,992 委託料等

農業振興事業 農業の安定した経営及び発展、向上を図
るため、補助金等の支援を行う

13,705 補助金等

土地改良施設維持管
理事業

豊明市が管理する土地改良施設の維持管
理を行う

45,540 施設管理
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めざすまちの姿３３　　高齢者、障がい者など誰でも居場所と出番があり、経験や知識を活かし　

関係課 健康長寿課、社会福祉課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)高齢者生きがい
づくり事業

高齢者の健康や生きがいづくりのため、
老人クラブへの補助金、老人憩いの家の
管理委託料など

18,398 補助金等

(※)社会福祉協議会
関連事業

全ての住民が、住みなれた地域で安心し
て暮らせるよう、福祉サービスの充実と
発展を目指す

67,199 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

シルバー人材セン
ター関係事務

高齢者の雇用促進体制を図るため、市が
補助金等支払う

26,477 補助金

高齢者、障がい者が経験や知識を活かして働きやすい環境をつくる

事業名 事業概要

                      て働き、収入と生きがいを得ている

高齢者、障がい者の活躍の機会や場を増やし、収入と生きが
いを得ることができる環境をつくる

　高齢者の活躍を広げるため、多様な就業ニーズに即した就業機会の確保や
雇用環境の整備などに取り組む企業への支援を進めていく必要があります。
　また障がい者の雇用については、雇用主に対して求人情報の提供や職場で
の介助、短時間勤務への配慮など理解を求めるとともに、相談支援事業、就
労移行事業を強化し、障がい者の適性を見極めながら職種の選択ができるよ
うにしていくことが必要です。

高齢者、障がい者の活躍の機会や場をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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(※)障害者相談支援
事業

障害者総合支援法に基づき、障がい者が
地域において自立した日常生活や社会生
活を営むことを相談支援する

23,413 委託料等

(※)障がい福祉推進
事業

障がい者に対して、地域における障害福
祉サービスの向上を推進する

37,614 補助金等

(※)障がい福祉サー
ビス事業

障害者総合支援法に基づき、障がい者が
地域において自立した日常生活や社会生
活を営むことができるように必要なサー
ビスを提供する

995,099 給付費等
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めざすまちの姿３４　　若い世代も地域で活動し、地域の自治力が高まっている

関係課 市民協働課、防災防犯対策室、生涯学習課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)青少年対策事業 放課後子ども教室、家庭教育学級等青少
年の健全育成の推進を行う

41,895 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)消防団運営事業 消防団が地域活動を円滑に実施できるよ
う支援する

37,860 報酬等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)市民活動支援事
業

各種講座など、市民が市民活動に積極的
に関わることを推進する事業を行う

4,180 交付金等

若者が活躍できる機会や場をつくり、若者の主体的な活動を支援する

事業名 事業概要

若者が地域活動に興味を持つ環境をつくる

事業名 事業概要

平成３０年度

平成３０年度

若い世代が地域活動で活躍し、地域の自治力を高める

　地域組織を支えるメンバーの高齢化や後継者不足、町内会加入率の低下な
ど、さまざまな課題を抱えています。
　地域活動の担い手となる若者を積極的に育成し、地域活動に関わる機会や
場を提供するとともに、若者の主体的な活動を支援していくことが必要で
す。

若者が地域で活動しやすい環境をつくる

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

市民活動支援事業 各種講座など、市民が市民活動に積極的
に関わることを推進する事業を行う

4,180 交付金等

事業名 事業概要

世代を超えて連携し、地域の問題を自ら解決する環境をつくる

平成３０年度
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めざすまちの姿３５　　若い人が豊明市を自分たちのまちとして愛着をもち、新しい感性を活か

関係課 市民協働課、企画政策課、防災防犯対策室、産業支援課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)豊明夏・秋まつ
り支援事業

実行委員会による豊明夏まつり及び秋ま
つりの実施を支援する

6,500 開催委託料

(※)観光活性化事業 桶狭間の戦いにまつわる史跡、自然及び
各種施設の魅力を市民が認識し、観光施
設の整備、情報発信を行うことで観光客
を誘致する

15,973 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)消防団運営事業 消防団が地域活動を円滑に実施できるよ
う支援する

37,860 報酬等

若い人がまちづくりに関わる機会や場を増やす

事業名 事業概要
平成３０年度

                      し、まちづくりが進められている

若い人の豊明市への愛着を深め、新しい感性を活かしたまち
づくりを推進する

　近年、行政主導のまちづくりから市民が主役のまちづくりへと変化してい
ます。この背景には、多様化する市民ニーズに対応するためには、行政だけ
では限界があり、市民とともに取り組むことで解決を図っていこうというね
らいがあります。一方で、市民が主役のまちづくりを進める上で、若い人の
参画が得られにくいという課題があります。要因として、仕事や子育てによ
る時間的制約があること、参加のきっかけや情報の不足などがあります。若
い人の柔軟な発想や意見をいかにこれからのまちづくりに活かしていくかが
問われています。

若い人の豊明市に対する愛着や関心を深める

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)広域・民間連携
推進事業

他市町村や大学等との連携を図るととも
に、共通課題に取り組むことにより、効
率的な行財政運営を図る

35 負担金

事業名 事業概要

若い人が新しい感性を活かしてまちづくりに参加できるよう支援する

平成３０年度

自分のまちのために、

何か新しいことをやろう！
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めざすまちの姿３６　　女性が職場や地域で活躍し続けている

関係課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

女性の復職支援プロ
グラム事業

名古屋短期大学との連携により保育内容
の講演、保育の知識向上及び一旦離職し
た保育士の再教育事業を行う

321 委託料

事業費（千円） 主な事業費の内容

男女共同参画推進事
業

啓発事業など、豊明市における男女共同
参画社会の実現に向けた事業を行う

1,242 委託料等

平成３０年度

女性が職場や地域で活躍し続けられる環境をつくる

　女性の活躍を促進していくためには、学校教育での男女平等教育の推進や
市民への男女共同参画の啓発が必要です。また、企業などに対する具体的な
働きかけとして、女性のニーズに応じた就労形態や育児休業・介護休暇など
が取りやすい職場環境づくりに取り組んでいる企業への支援を行い、仕事と
家庭との調和（ワーク・ライフ・バランス）ができる環境を整備する必要が
あります。

職場や地域において女性の活躍の場を増やす

事業名 事業概要

市民協働課、健康長寿課、保育課、子育て支援課、都市計画課

女性が社会で活躍する意識を向上させる

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)放課後児童健全
育成事業

放課後児童クラブの管理運営及び事業に
対する補助（公立公営、公立民営、民設
民営)

72,259 委託料等

(※)保育所管理運営
事業

保育を必要とする者に対して、保育及び
施設整備等のサービスを実施する

1,262,319 報酬等

(※)認可外保育施設
事業

認可外保育施設の運営（主に人件費）に
対して補助を行う

9,486 委託料

(※)定住促進関連事
業

高齢者への目配りや子育てがしやすい環
境づくりを図るための施策として、多世
代同居のためのリフォーム等工事費の一
部補助及び親との同居・近居のための新
たに住宅を取得する場合の固定資産税相
当額の一部助成する事業を行う

20,400 補助金等

(※)妊娠出産子育て
ワンストップ事業

母子健康手帳交付・赤ちゃん訪問・ファ
ミサポ・ママサポ・家庭訪問・支援プラ
ン作成・心理個別

7,978 報酬等

(※)高齢者在宅サー
ビス事業

配食サービス・安否確認・外出支援・理
髪サービス・寝具クリーニング・寝たき
り老人介護手当などの事業

13,572 補助金、委託料等

平成３０年度
事業名 事業概要

ワーク・ライフ・バランスのための環境・制度を充実させる

第５次豊明市総合計画　第３次実施計画91



めざすまちの姿３７　　子どもが夢を持ち、将来グローカルに活躍できる人材に育っている

関係課 学校教育課、市民協働課、生涯学習課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)多文化共生推進
事業

通訳配置や多言語広報など、豊明市の多
文化共生社会づくりに向けた事業を行う

9,277 通訳報酬等

(※)学力向上対策事
業

ネイティブスピーカーによる英語教育を
行うことにより、実用的な英語力を身に
つける
また、教育用備品等を購入し学力の向上
を図る

73,098 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)大学等入学支援
事業

ふるさと応援奨学金（貸付型）及び学び
応援奨学金（給付型）で大学等への入学
金を支援する

6,063 奨学金

(※)青少年対策事業 放課後子ども教室、家庭教育学級等青少
年の健全育成の推進を行う

41,895 委託料等

将来グローカルに活躍できる子どもを育てる

　地域社会と連携した「職場体験」を小学校で実施し、中学校では更にグ
ローバルな視点で「職場体験」が実施できる環境をつくることが重要です。
また、子どもたちが異文化に触れる機会、さらには異文化を考える上で自分
の住んでいる国や地域の良いところを見つける機会を増やしていく必要があ
ります。

異文化を理解し、言葉の壁を越えて主張できるようにする

事業名 事業概要

夢を実現するための支援をする

事業名 事業概要

平成３０年度

平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

学校と地域の連携事
業

市民による部活動の外部指導者としての
活動を支援する
また、キャリア教育の一環として市内事
業所での職場体験事業を行う
さらに、学校が地域住民等と目標やビ
ジョンを共有し、地域と一体となって子
どもたちを育む「地域とともにある学校
づくり」を推進する

8,660 委託料等

平成３０年度
事業名 事業概要

夢を見つけるための環境をつくる
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めざすまちの姿３８　　すべての子どもが質の高い学びに参加し、生きるための学力が向上して

関係課 学校教育課、秘書広報課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

小中学校補助教員配
置事業

少人数教育の実施及び授業の進行につい
ていけない児童生徒の指導を行う

56,743 補助教員報酬

事業費（千円） 主な事業費の内容

小中学校運営事業 図書館司書・情報サポーター・派遣職員
（指導主事）及び学校医等を配置し、円
滑な学校業務の運営を行う

162,505 派遣職員負担金
等

指導力向上事業 教職員の経験年数等により様々な研修を
行い、現場で求められている指導力の向
上を図る
また、学び手相互の関わりの中からお互
いに学び合うという教育的な機能を引き
出すため協同の学び推進事業を実施する

7,307 研修事業委託料
等

定住外国人児童生徒
支援事業

日本語教育推進プレクラス、プレスクー
ル及び外国人児童生徒学習支援委託を行
い義務教育課程の習得を支援する
また、ポルトガル語等通訳を配置する

24,410 通訳報酬等

                      いる

学校で質の高い教育を受けられる環境を充実させる

事業名 事業概要

子どもが質の高い学びに参加し、生きるための学力が向上す
る環境をつくる

　児童生徒が「学級や学校が楽しくない」「居心地がよくない」と、落ち着き
集中して学習したり、学校生活を前向きに取り組んだりすることが難しくなり
ます。こうした現状を踏まえて、本市の児童生徒が質の高い学びや生きるため
の学力を身に付けていくために、平成２６年度に市内小中学校の主任研究と合
同で「豊明市学力充実プラン」を作成しました。今後、作成したプランを児童
生徒にとってより良いものにするために、家庭・学校・地域が連携し、学習デ
ザインを構築し実践していきます。

自ら学ぶ意欲を高める

事業名 事業概要
平成３０年度

平成３０年度
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大学等入学支援事業 ふるさと応援奨学金（貸付型）及び学び
応援奨学金（給付型）で大学等への入学
金を支援する

6,063 奨学金

学校給食事業 市立小中学校の児童・生徒に対して学校
給食を提供する

353,789 賄材料費等

学力向上対策事業 ネイティブスピーカーによる英語教育を
行うことにより、実用的な英語力を身に
つける
また、教育用備品等を購入し学力の向上
を図る

73,098 委託料等

小中学校統合検討事
業

小規模の学校において、よりよい教育環
境を提供できるようにする

0 人件費

事業費（千円） 主な事業費の内容

総合教育会議事務 総合教育会議開催等の事務を行う 0 人件費

特別支援教育事業 知的障害、肢体不自由など、様々な障が
いをもつ児童生徒にあった教育を行うと
ともに普通学級の児童生徒と交流するこ
とにより、社会に適応できる子どもを育
成する
正規職員だけでなく支援員を配置し児童
生徒が無理なく学べる環境を整備する

68,971 特別教育支援員
報酬等

教育委員会事務事業 教育委員会の運営を実施する 2,746 委員報酬等

(※)学校と地域の連
携事業

市民による部活動の外部指導者としての
活動を支援する
また、キャリア教育の一環として市内事
業所での職場体験事業を行う
さらに、学校が地域住民等と目標やビ
ジョンを共有し、地域と一体となって子
どもたちを育む「地域とともにある学校
づくり」を推進する

8,660 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

就学・就園支援事業 経済的な理由により就学困難と認められ
る児童生徒の保護者への援助、私立幼稚
園児保護者の負担軽減のための支援をす
る

132,480 補助金等

私立高校就学助成事
業

国の高等学校授業料無償化及び支援金支
給政策に加え、市独自の政策として私立
高校生の保護者に助成金を支給すること
により経済的負担の軽減を図る

12,550 就学助成金

学力だけでなく社会性や行動力のある子どもを育成する

事業名 事業概要

事業名 事業概要

親への支援を充実する

平成３０年度

平成３０年度
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めざすまちの姿３９　　若い人たちが地元で働ける

関係課 産業支援課、農業政策課、学校教育課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)商工業振興補助
事業

商工会に対し、雇用対策に関する事業や
軽トラ市など地域経済活性化事業のため
に補助金等の支援を行う

21,870 補助金

(※)学校と地域の連
携事業

市民による部活動の外部指導者としての
活動を支援する
また、キャリア教育の一環として市内事
業所での職場体験事業を行う
さらに、学校が地域住民等と目標やビ
ジョンを共有し、地域と一体となって子
どもたちを育む「地域とともにある学校
づくり」を推進する

8,660 委託料等

創業支援事業 周辺自治体、商工会、金融機関等と連携
した創業支援のワンストップ窓口を設置
し、セミナーの開講や資金調達にかかる
機関の紹介等により創業時の様々な課題
の解決を図る

46 旅費

若い人たちの地元での就労を促進する

　若い人が市内事業所に就職してもらえるよう地元企業の認知度を上げる取
り組みとして、企業への職場体験や企業説明会などを行政・学校・企業・関
係団体と連携して実施するとともに、若い人への情報提供など地元企業と結
びつける仕組みづくりを支援する必要があります。企業には、若い人が地元
企業で就職したいと思えるように、労働条件や労働環境を整備し、働きやす
い職場づくりが求められています。また、若い人の新規起業や新規就農に対
しても、行政・企業・金融機関などが連携した支援が必要です。

若い人たちの働く意欲・能力を高める

事業名 事業概要
平成３０年度
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事業費（千円） 主な事業費の内容

雇用就労対策事業 求職者（学生等）と市内事業者とをマッ
チングさせる機会をつくり市内企業の魅
力を発信する

61 負担金

(※)農業振興事業 農業の安定した経営及び発展、向上を図
るため、補助金等の支援を行う

13,705 補助金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)雇用就労対策事
業

求職者（学生等）と市内事業者とをマッ
チングさせる機会をつくり市内企業の魅
力を発信するとともに、従業員のための
社宅整備の補助を行う

61 社宅補助金

(※)学校と地域の連
携事業

市民による部活動の外部指導者としての
活動を支援する
また、キャリア教育の一環として市内事
業所での職場体験事業を行う
さらに、学校が地域住民等と目標やビ
ジョンを共有し、地域と一体となって子
どもたちを育む「地域とともにある学校
づくり」を推進する

8,660 委託料等

平成３０年度
事業名 事業概要

若い人たちと企業をつなぐ仕組みをつくる

若い人たちが働きやすい労働環境づくりを支援する

事業名 事業概要
平成３０年度
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めざすまちの姿４０　　市長や議会、行政は、まちを良くしていくために外からの知識を吸収し、

関係課 秘書広報課、議事課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

行政視察・政務活動
事業

先進自治体等への視察や友好自治体との
交流事業及び全国市議会議長会等が開催
する会議に参加する
また、議員に対し、政務活動費を交付
し、市政発展のため調査研究等を実施す
る

7,426 交付金等

(※)職員研修事業 職員の研修を行う 6,116 研修委託料

事業費（千円） 主な事業費の内容

秘書渉外事務 市長・副市長の秘書業務を行う 3,734 交際費等

事業名 事業概要

チャレンジしやすい環境をつくる

                      失敗を恐れず果敢にチャレンジしている

まちを良くしていくために情報を収集し、失敗を恐れず
チャレンジする

　本市では、他自治体等の優れた施策・事例を調査・研究し、本市の文化に
即した施策に転換・実施できる職員の育成を目的として、政策課題実務研修
を公募制により実施しています。また、人事評価において挑戦加点制度を設
けたり、評価項目に「創造・改善成果」を追加したりするなど、困難な仕事
に積極的にチャレンジできる人材の育成を目指しています。

常に情報を収集し、学ぶ環境をつくる

事業名 事業概要

失敗を恐れずチャレンジできる人材を増やす

平成３０年度

平成３０年度
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行政経営部　秘書広報課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

職員研修事業 ２２、２５、４０ 広聴事業 ２２

総合教育会議事務 ３８ 市民相談事業 １５

秘書渉外事務 ４０ 広報事業 ２０、２６

褒章・表彰事業 １４ ホームページ管理事業 ２０、２６、３１

人権啓発事業 １

行政経営部　企画政策課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

行政評価推進事務 ２７ 行政改革関係事務 ２４

公共施設マネジメント推進事業 ２４ 総合計画進捗管理事務 ２３、２７

まち・ひと・しごと創生総合戦略事務 ２４ パブリックコメント事業（広聴事業） ２２

広域・民間連携推進事業 ２４、２７、３５

行政経営部　情報システム課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

庁内機器及びシステム導入・運用管
理事業

２４、２５ 情報発信推進事業 ２６、３１

地域情報化プラン策定事業 ２６ マイナンバー法関係事務 ２４、２５

電子自治体推進協議会事業 ２５

行政経営部　とよあけ創生推進室

事業名
関連する

めざすまちの姿

地域公共交通活性化事業 ８

行政経営部　財政課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

予算編成事務 ２３ 入札契約事務 ２４

財政運営・地方債事務 ２４ 工事検査事業 ２４

市民生活部　総務課

事業名
関連する

めざすまちの姿

市有財産管理事業 ２４

所属別索引
※下線は関連する事業として再掲しています
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市民生活部　防災防犯対策室

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

防犯対策事業 ３、２９ 自転車対策事業 ７、８

災害対策事業 １８ 防犯啓発事業 ３

防災啓発事業 １８、１９ 自主防犯活動支援事業 ３

交通安全推進事業 ７ 消防水利設置・維持管理事業 １８

女性防火クラブ事務 １９ 消防団運営事業
１８、１９、３４、
３５

市民生活部　債権管理課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

収納管理事務 ２４ 滞納整理事務 ２４

市民生活部　市民協働課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

市民活動支援事業 ６、２０、３４ 多文化共生推進事業 １５、３７

男女共同参画推進事業 ３６ 友好自治体交流事業 ３１

豊明夏・秋まつり支援事業
１４、２１、３１、
３５ 区・町内会活動支援事業

１５、１７、２０、
２２

ＬＧＢＴ事業 １５

市民生活部　市民課

事業名
関連する

めざすまちの姿

受付サービス事業 ２５

健康福祉部　社会福祉課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

社会福祉推進事業 ２ 障がい福祉団体事務 １５

社会福祉協議会関連事業 １５、３３ 障がい福祉サービス事業 １５、３３

民生委員、児童委員関係事務 １５ 障害者相談支援事業 １５、１６、３３

社会福祉団体事務 １５ 生活困窮者等扶助事業 １５、１６

災害見舞金事務 １５ 生活保護扶助事業 １６

障がい福祉推進事業 ２、３３
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健康福祉部　健康長寿課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

シルバー人材センター関係事務 ３３ 認知症総合推進事業 １２、１６

敬老事業 １２ 生活支援体制整備事業 １６

介護予防生活支援事業 １２ 高齢者在宅サービス事業 １５、１６、３６

一般介護予防事業 １２ 高齢者生きがいづくり事業 １２、１６、３３

包括支援事業 ２、１２、１６ 老人福祉センター運営事業 １２、１６

医療介護連携推進事業 ２ 健康づくり事業 １１

食育推進事業 ２９ 成人検（健）診事業 ２

休日診療所事業 ２、２８

健康福祉部　保育課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

保育所管理運営事業 ２８、３６ 認可外保育所事業 ２８、３６

病後児保育事業 ２８ 女性の復職支援プログラム事業 ３６

健康福祉部　保険医療課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

後期高齢者福祉医療事業 １６ 心身障害者医療事業 １６

子ども医療事業 １６、２８ 母子・父子家庭医療事業 １６

健康福祉部　子育て支援課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

児童虐待・ＤＶ対策事業 １ 障がい児支援施策事業 １、１６

児童館管理運営事業 １７ 児童障がい児サービス給付事業 ３０

放課後児童健全育成事業 ２８、３６ 児童福祉地域活動事業 １７

心身障がい児通園施設管理運営事業 ３０ 子育て支援センター事業 ５、２８

家庭児童相談室事業 １ ひとり親支援施策事業 １６

児童手当給付事業 ２８ 子ども子育て計画事業 ２８

児童扶養手当給付事業 １６ 母子保健事業 ２８

妊娠出産子育てワンストップ事業 ２８、３６ 保健衛生事業 ２

経済建設部　産業支援課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

雇用就労対策事業 ３９ 豊明勤労会館事業 １５

商工業振興補助事業 ３２、３９ 消費者相談事業 １５

商工業の育成振興事業 ２８、３１、３２ ふるさと豊明応援寄附推進事業 ２４、３１

観光活性化事業
１２、１４、２１、
３１、３５ 創業支援事業 ３９

企業留置事業（補助金交付事務） ３２ 企業留置事業（企業訪問事務） ３２

企業誘致事業 ３２
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経済建設部　農業政策課

事業名
関連する

めざすまちの姿

農業振興事業 ３２、３９

経済建設部　土木課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

市道等維持管理事務 ７ 道路新設改良事業 ７

街路樹管理事務 ９ 土地改良施設維持管理事業 ３２

交通安全施設管理・整備事業 ７ 農業環境保全事業 １０

経済建設部　都市計画課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

都市計画事業 １０ 緑化推進事業 ６、９、１０

住宅・建築物耐震化促進等安全ストック形
成事業

１９ 公園緑地管理事業 ６、９、１０

景観形成事業（屋外広告物） ３ 公園施設整備事業 ２９

空家等対策事業 ３ 市営駐車場管理運営事業 ８、９

定住促進関連事業 ２８、３６ 都市計画道路整備事業 ８

経済建設部　市街地整備課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

市街地開発事業（住居系市街地整
備）

１０ 市街地開発事業（産業系市街地整備） ３２

経済建設部　下水道課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

公営企業会計移行事業 ２６ 農排統合事業 ２４

経済建設部　環境課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

有機循環推進事業 １０ 公害対策事業 ９

リサイクル推進事業 ６ 墓地管理事業 １０

ごみ減量啓発事業 ６ 温暖化対策推進事業 ９

合併処理浄化槽設置補助事業 ９ 新エネルギー推進事業 ９

不法投棄対策事業 ６

出納室

事業名
関連する

めざすまちの姿

物品の出納保管事務 ２４
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議事課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

議会広報広聴事務 ２６ 行政視察・政務活動事業 ４０

教育部　学校教育課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

教育委員会事務事業 ３８ 小中学校補助教員配置事業 ３８

小中学校施設維持管理事業 ５、１３ いじめ・不登校対策充実事業 ４

就学・就園支援事業 ３８ 学校給食事業 ３８

学力向上対策事業 ３７、３８ 私立高校就学助成事業 ３８

指導力向上事業 ５、３８ 小中学校運営事業 ３８

学校と地域の連携事業 ３７、３８、３９ 定住外国人児童生徒支援事業 ３８

特別支援教育事業 ３０、３８ 大学等入学支援事業 ３７、３８

小中学校統合検討事業 ３８

教育部　生涯学習課

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

文化財保護事業 １４、１７、２１ スポーツ振興事業 １１、２９、３０

市史編さん事業 ２１ 体育補助金事業
１１、１４、２９、
３０

社会教育活動事業 １４、１７ 体育施設維持管理運営事業 １１、１３、２９

公民館管理運営事業 １３、１５ 文化会館管理運営事業 １３、２１

文化広場管理事業 １５ 青少年対策事業
５、１４、１７、
３０、３４、３７

市民文化育成事業 １４、２１、３０ 陶芸の館管理事業 ２１

教育部　図書館

事業名
関連する

めざすまちの姿 事業名
関連する

めざすまちの姿

図書館施設維持管理事業 １３ 図書館資料貸出事業 ５、２１

資料情報管理事業 ２１ 視聴覚教育事業 １４、２１

郷土資料保存事業 １４、２１
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愛知県豊明市行政経営部企画政策課
ＴＥＬ：0562（92）8318
E-mail：kikaku@city.toyoake.lg.jp
ＵＲＬ：http://www.city.toyoake.lg.jp/
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