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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 

 令和５年度から令和７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、令和５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訂事業 

 
○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、令和３年度の決算状

況及び令和４年度予算執行状況を加味しました。 

なお、令和３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 4.8 ポイント下がり、81.1％

となった。 

② 公債費比率は、前年度より 0.1 ポイント上がり、2.5％となった。 

③ 地方債現在高は、148 億 2,963 万円で 3億 415 万円増加した。 

④ 財政力指数(３年平均)は 0.02 ポイント下げ 0.88、単年度の指数は 0.06 ポイン

ト下げ 0.84 となった。 

⑤ 歳入については、287 億 5,189 万円で(前年度比 11.7％の減)、歳出については、

267 億 3,586 万円(前年度比 14.6％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。 

② 地方譲与税は令和３年度決算をもとに令和４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令和３年度決算をもとに令和４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、税収動向を見込んだ。 

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

和５年度は 12 億 1,549 万円、令和６、７年度は 11 億 5,472 万円、10 億 9,698

万円とした。特別交付税は不確定であるが令和５～７年度それぞれ１億 5,000

万円とした。 

⑤ 寄附金は令和５～７年度それぞれ 3億円とした。 

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

しを令和５年度は 11 億円、６年度は 12 億円、７年度は 13 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令和５、６年度は 9.5 億円、令和７

年度は 9億円とした。 

⑧ 市債については、臨時財政対策債を令和５～７年度はそれぞれ 3億 5,000 万円、

3 億 4,000 万円、3 億 3,000 万円とし、特定目的債を令和５～７年度の各年度 5

億 5,000 万円とした。 

 

[歳出] 

① 人件費については、令和４年度決算見込値等をもとに令和５年度は前年同額、令

和６年度は前年比 0.3％の増、令和７年度は前年比 0.4％の減とした。 

② 物件費は、令和４年度決算見込値及び今後の動向を見込み、令和５年度は前年比

20.0％の減、令和６・７年度は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 2億円程度とした。 

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財政の健全化を図るため、令和５年度

は 11 億円、令和６・７年度は各年度 10 億円とした。 

⑥ 補助費等については、東部知多衛生組合や尾三消防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令和５～７年度合計で約 23 億円です。 
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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

したテレワークシステムは業務の継続性やワークライフバランス実現に対し一定の成果が

の職場環境を積極的にＰＲするなどし、人手不足が顕在化している職員採用の課題につい

て取り組んでいきます。

　能動的情報源であるホームページ、受け身の情報源である広報紙は、いずれも市の情報

見られました。今後は、更にデジタル技術を活用して、多様な働き方への対応に加え働き

がいにもつながるような働き方改革を進めます。そして、誰もが働きたくなるような本市

ＳＮＳ等も含め媒体の違いによるそれぞれの特性を生かし、必要な情報を必要な方にわか

を市民に伝える重要な媒体です。編集レベルの向上や正確な情報管理に取り組むとともに、

　行政改革の重点取組事項に位置づけた自治体ＤＸは、誰もが使いやすい、市民本位で横

令和５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　公共施設管理課　情報システム課　財政課

断的なサービスの提供など、デジタル化三原則に基づいて進めます。コロナ禍の中、採用

け、令和５年度は設計業務に着手します。また、一部の学校では劣化診断を前倒して実施

します。予防保全として計画的に進める長寿命化改修は高額な予算を必要とするため、税

収の確保及び地方交付税等の依存財源を的確に見定め、基金や有利な起債を活用して堅実

　栄小学校の長寿命化改修に向けて、令和４年度に実施した長寿命化劣化診断の結果を受

な財政運営を行います。また、施設の運営と長寿命化改修を併せたＰＰＰ／ＰＦＩ手法導

入を優先的に検討し、持続可能な行政経営を目指します。

りやすく提供できるよう努めます。

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

25 秘書広報課

90 秘書広報課

26 秘書広報課

26 秘書広報課

24 企画政策課

27 企画政策課

24 企画政策課

24
公共施設管
理課

広報事業

主な事業内容

職員研修事業

地域公共交通活性化事業

中施策事業名

ホームページ管理事業

市公式ホームページは、市の様々な情報を市内外へ発信するために欠か
せない手段である。能動的な情報源として、掲載情報に漏れや遅れがない
状態を維持していくことが重要であり、そのためのシステム操作研修（CMS
研修）を定期的に実施し、均一的な編集レベルの維持を図る。また、掲載内
容や表示方法の見直し、不要な情報の整理を進め、情報を見つけやすい
ホームページにしていく。
チャットボット（自動応答サービス）は自動学習機能がなく、メンテナンスに多
くの時間を要し職員の負担になっている。ホームページ検索機能との重複
もあり、費用対効果について検証する。

働き方改革を進めながら、限られた職員数で多様な行政ニーズに対応して
いくためには、職員個々が持つ能力の更なる向上が必要であり、併せて一
定の接遇レベルが求められる。研修実績はコロナ前に戻りつつあり、引き続
きオンライン研修を含めた効果的、効率的な研修を実施していく。また、課
題となっているカスタマーハラスメントについても、本事業に組み込み対応し
ていく。

広報紙は、市からの情報を市民に伝えるために欠かせない手段であるた
め、一定の情報掲載ページを確保し効率的な掲載となるよう編集していく。
また、広く周知したいことは表紙の見出しや連載記事でお知らせするなど、
情報が伝わりやすい広報紙を引き続き発行していく。一方、広報紙は受け
身の情報源であるため、ＳＮＳを利用した発行の周知や電子媒体でも閲覧
できることを継続的にＰＲしていく。

令和４年度に策定した第６次行政改革後期推進プランに沿って、横断的取
り組み事項のＰＰＰ／ＰＦＩ手法優先的検討及びDX推進などを中心に事業を
進める。民間活用では、福祉体育館、老人センター、中央児童館の長寿命
化改修を見据えた指定管理者の更新について、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法優先的検
討規程の運用を開始する。また、重点取組事項の公共施設マネジメントに
ついては、公共施設総合管理計画の改定を行う。

チョイソコは令和５年度から運行業者が変更になるため、新たな事業者によ
る事業開始の状況を注視する。また、地域からの要望に応じて、住民との協
働により交通事業者と連携して対応を検討していくとともに、お出かけを促
す事づくりを工夫し、付加価値のある移動手段に成長させていく。
ひまわりバスは、地域公共交通計画に基づき、乗継・待合環境改善のた
め、バス停のベンチ設置等を可能なところから検討するとともに、サイクル＆
ライドを推進し、高齢者から運転免許をまだ取得出来ない若い方まで、どの
世代にも使いやすい地域公共交通として整備を進める。

第５次総合計画が８年目を迎える。大施策評価を始めとした行政評価や、ま
ちづくり指標の趨勢を参考に、４０の「めざすまちの姿」実現に向けた終盤３
か年の実施計画の策定に取り組む。
また、次期計画となる第６次総合計画について、策定に向けた準備に取りか
かる。

行政改革関係事務

総合計画進捗管理事務

公共施設マネジメント推進
事業

令和４年度は、栄小学校長寿命化劣化診断調査結果を受け、中期整備プ
ランの見直しをおこなった。令和５年度は、修正した中期整備プランに基づ
き、前倒し対象となった施設の長寿命化調査を着実に実施する。栄小学校
は、プール跡地に児童クラブ棟を建設することが決まり、調査結果に基づい
た詳細設計に入る。施設所管課と情報共有しながら極力、学校運営への影
響が少ない方法を検討するとともに、事業に遅れが出ないよう計画的に進
め、安全安心な公共施設の提供に努める。

人事管理事務

ワークライフバランスに係る制度の充実は進んでいるが、業務内容により公
平に取得できない状況が見受けられる。また、各職場の努力では吸収でき
ない事案が発生し、人事管理の影響による業務継続性のリスクは大きくなっ
ている。個人負担を平準化し組織全体として対応していくため、職員のモチ
ベーション維持に配慮した柔軟な人事異動、業務応援の運用を行う。職員
採用についても、働きやすさと働きがいを兼ね備えた職場を作っていくこと
で、優秀な人材に選ばれる豊明市を目指していく。

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課

25
情報システ
ム課

24 財政課

※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。

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

38 学力向上対策事業 秘書広報課
9,615 9,615 9,615

(給料等) (給料等) (給料等)

8 地域公共交通活性化
事業

企画政策課
13,126 13,126 13,126

(負担金) (負担金) (負担金)

8 地域公共交通活性化
事業

企画政策課
24,309 23,776

(車両購入費等) (車両購入費等)

24 行政改革関係事務 企画政策課
1,084 1,084 1,084

(報酬等) (報酬等) (報酬等)

27 総合計画進捗管理事
務

企画政策課
1,776 1,775 1,775

(委託料等) (委託料等) (委託料等)

13 小学校施設維持管理
事業

公共施設管
理課 7,357 162,641

(設計委託料) (工事費)

24 公共施設マネジメント
推進事業

公共施設管
理課 545 24,939

(役務費) (委託料)

24 公共施設マネジメント
推進事業

公共施設管
理課 72,527 786,665 999,385

(設計委託料等) (工事費等) (工事費等)

中施策事業名 主な事業内容

特別支援教育指導員を
配置する。

交通不便地域の移動手
段の確保及び高齢者の
外出促進を図る。

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業内容 担当課重点事業名

財政運営・地方債事務

ICT推進事業

循環バスの利便性を向
上する。

舘小学校校舎建
設事業

まちづくり推進・管
理事業

循環バス車両更
新事業

民間活用の検討推進の
ための体制を整備する。

特別支援教育指
導員配置事業

昨年度から着手した長寿命化改修事業は、今年度の詳細設計を経て令和
６年度から高額な工事が始まる。中期整備プランのシミュレーションにおい
て基金残高が潤沢ではないことが示されていることから、堅実な基金管理や
起債の活用をおこなっていく。
一方、扶助費や燃料費高騰に伴う光熱水費、東部知多衛生組合負担金な
どは増額となるが、税収や依存財源は順調に推移することが予想されること
から、先延ばしになっている施設やインフラ等の必要箇所の事後保全など、
安全性向上や将来の負担軽減につながる投資を積極的に進める。

昨年度より、本事業に情報システムの標準化や各種ＤＸ関連事業を位置付
け、行政改革の重点取組事項として自治体ＤＸを推進していくこととした。令
和５年度は、ビジネスチャットツールの活用と、文書管理・電子決裁システム
導入を進め、テレワークの推進や具体的なペーパーレス化に取り組む。
一方、令和７年度までに導入が計画されてる情報システムの標準化、共通
化については、仕様の確認や課題の抽出等、今年度実施する手続きを計
画的に進めていく。

乗合交通事業

民間活用推進事
業

不足教室の充足及び構
内に放課後子ども教
室、地域活動室を確保
する。

まちづくり指標のアン
ケート調査を実施する。

関係法令に基づき適正
に低濃度PＣＢ含有物を
処理する。

長寿命化または大規模改
修による延命化、または建
替えにより公共施設の適正
な維持管理を図る。

長寿命化改修等
対策事業

公共施設低濃度
ＰＣＢ含有物処理
事業

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第５次豊明市総合計画　第８次実施計画10



Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業内容 担当課重点事業名

28 放課後児童健全育成
事業

公共施設管
理課 13,750 162,641

(設計委託料) (工事費)

13 中学校施設維持管理
事業

公共施設管
理課 219,373

(工事費)
令和4年度
補正対応

24 公共施設マネジメント
推進事業

公共施設管
理課 4,146 3,238 3,315

(調査委託料等) (調査委託料等) (調査委託料等)

30 児童発達支援セン
ター事業

公共施設管
理課 58,651

(工事費等)

24 庁舎維持管理事業 公共施設管
理課 2,783 25,476

(設計委託料) (工事費)

28 保育所等整備事業 公共施設管
理課 61,274 68,226 18,571

(工事費等) (工事費等) (工事費等)

17 児童館管理運営事業 公共施設管
理課 16,588

(工事費)

13 図書館施設維持管理
事業

公共施設管
理課 43,118

(工事費等)

13 図書館施設維持管理
事業

公共施設管
理課 42,293

(工事費)

11 体育施設維持管理運
営事業

公共施設管
理課 825 6,336 81,840

(役務費) (設計委託料) (工事費)

13 小学校施設維持管理
事業

公共施設管
理課 30,451 21,333 9,455

(工事費) (工事費) (工事費)

13 小学校施設維持管理
事業

公共施設管
理課 219,186

(工事費)

13 小学校施設維持管理
事業

公共施設管
理課 7,507 10,780

(工事費) (工事費)

小学校外壁改修
等事業

外壁を健全な状態に保
ち、安全安心な学校施
設の提供を図る。

小学校防火設備
改修事業

経年劣化や旧基準の下
での防火設備を改修す
ることにより安全安心な
施設の提供を図る。

栄小学校内に新たに児
童クラブ室や駐車場を
整備する。

（栄小学校内）児
童クラブ室等建設
事業

中学校トイレ改修
事業

生活様式の変化に合わ
せた快適な設備の提供
を図る。

建築物の調査、建築設備
及び防火設備の検査及び
報告、建築基準法第12条
報告書作成を行う。

どんぐり学園解体
事業

どんぐり学園の共生交流プ
ラザへの機能移転による閉
園に基づき園舎などを解体
撤去する。

図書館トイレ等改
修事業

生活様式の変化に合わ
せた快適な設備の提供
を図る。

新館非常用燃料
設備改修事業

図書館外壁改修
事業

外壁を健全な状態に保
ち、安全安心な公共施
設の提供を図る。

福祉体育館トイレ
等改修事業

燃料保管設備を新たに
設置することで、災害対
策本部としての機能を
強化する。

公立保育所整備
事業

園舎の中規模以上の改
修工事を行うことで、安
全安心かつ快適な設備
の提供を図る。

南部児童館トイレ
整備事業

生活様式の変化に合わ
せた快適な設備の提供
を図る。

建築基準法定期
報告に伴う建築物
等調査点検事業

生活様式の変化に合わ
せた快適な設備の提供
を図る。

小学校屋上防水
等改修事業

雨漏りのない教室や屋
内運動場にし、学習し
やすい空間の提供を図
る。
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業内容 担当課重点事業名

11 体育施設維持管理運
営事業

公共施設管
理課 52,635

(工事費)

13 中学校施設維持管理
事業

公共施設管
理課 18,051 25,760

(工事費) (工事費)

15 社会福祉協議会関連
事業

公共施設管
理課 5,940

(工事費)

24 庁舎維持管理事業 公共施設管
理課 792 3,267

(工事費) (工事費)

11 体育施設維持管理運
営事業

公共施設管
理課 6,361

(工事費)

11 体育施設維持管理運
営事業

公共施設管
理課 2,693

(工事費)

28 保育所等整備事業 公共施設管
理課 5,368 23,123

(設計委託料) (工事費等)

11 体育施設維持管理運
営事業

公共施設管
理課 28,915

(工事費)

24 庁舎維持管理事業 公共施設管
理課 7,000

(工事費)

17 児童館管理運営事業 公共施設管
理課 2,136

(工事費)

15 共生交流プラザ管理
運営事業

公共施設管
理課 2,208

(工事費)

13 中学校施設維持管理
事業

公共施設管
理課 18,890

(工事費)

24 公共施設マネジメント
推進事業

公共施設管
理課 10,124 75,536

(設計委託料等) (工事費)

勅使グラウンド工
作物改修事業

グラウンドの安全安心か
つ継続的な提供及び災
害ごみ置場としての機
能充実を図る。

ひまわり児童館大
規模改修事業（長
寿命化対策事業）

大規模改修による施設の
延命化により適正な維持管
理を図りつつ、利用環境の
整備を行う。

施設改修により快適な
公共施設の提供を図
る。

豊明中学校グラウ
ンド照明受変電設
備更新事業

グラウンド照明の安定か
つ継続的な提供を図
る。

勅使グラウンド照
明受変電設備・制
御システム更新事
業

グラウンド照明の安定か
つ継続的な提供を図
る。

本庁舎空調設備
更新事業

空調設備の更新及びシ
ステム改修を行い、室内
執務環境の向上を図
る。

児童館屋上防水
改修事業

雨漏りの無い室内とし、
利用しやすい空間の提
供を図る。

豊明市共生交流
プラザ利用環境
改善事業

福祉体育館建築・
防火等設備改修
事業

建築・防火設備の改修
工事を行うことにより、安
全安心な施設の継続的
な提供を図る。

福祉体育館消火
設備改修事業

建築・防火設備の改修
工事を行うことにより、安
全安心な施設の継続的
な提供を図る。

公立保育所小荷
物専用昇降機更
新事業

園舎２階への給食配膳
用小荷物専用昇降機に
おいて、経年劣化等に
より更新を行う。

中学校屋上防水
等改修事業

雨漏りのない教室や屋
内運動場にし、学習し
やすい空間の提供を図
る。

総合福祉会館建
築・防火等設備改
修事業

建築・防火設備の改修
工事を行うことにより、安
全安心な施設の継続的
な提供を図る。

本庁舎建築・防火
等設備改修事業

建築・防火設備の改修
工事を行うことにより、安
全安心な施設の継続的
な提供を図る。
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業内容 担当課重点事業名

28 保育所等整備事業 公共施設管
理課 119,141

(工事費等)

15 公民館管理運営事業 公共施設管
理課 53,361

(工事費)

25 情報システム
課 3,182 9,544

(機器借上料) (機器借上料)

25 情報システム
課 1,584 1,584 1,584

(使用料) (使用料) (使用料)

25 情報システム
課 21,560

(委託料)

25 情報システム
課 4,286 6,429 6,429

(機器借上料) (機器借上料) (機器借上料)

25 情報システム
課 10,008

(調査委託料)

25 情報システム
課 20,869 3,966 3,966

(導入費等) (使用料) (使用料)

25 情報システム
課 1,727 4,145 4,145

(機器借上料) (機器借上料) (機器借上料)

25 情報システム
課 1,419 748 748

(導入費等) (使用料) (使用料)

25 情報システム
課 2,649

(備品購入費)

25 情報システム
課 1,317

(機器借上料)

25 情報システム
課 6,925 20,773

(機器借上料) (機器借上料)

メール送受信改善
事業

メールの自動無害化及
びセキュリティ強化を実
現する。

プリンタ（7台）更
新事業

プリンタ（7台）の更新を
行う。

プリンタ（27台）更
新事業

プリンタ（27台）の更新を
行う。

端末更新事業
（LGWAN、イン
ターネット系）

パソコンの更新を行う。

文書管理・電子決
裁システム導入事
業

文書管理・電子決裁シ
ステムを導入する。

仮想サーバ追加
更新事業

仮想サーバを更新す
る。

無線LAN構築事
業

LGWANネットワークの
無線LAN化を行う。

NLP等帳票処理
装置更新事業

帳票印刷機等を更新す
る。

ビジネスチャット
ツール利活用事
業

チャットツールを利活用
する。

(旧)沓掛保育園園
舎解体事業

施設の老朽化及び民間保
育所への移行に伴い閉園
となる(旧)沓掛保育園を解
体撤去する。

南部公民館図書
室機能拡充等整
備事業

栄分室の閉鎖による南
部公民館図書室の機能
拡充などリニューアル改
修を行う。

LAN配線再構築
事業

LAN配線を行う。

庁内機器及びシステ
ム導入・運用管理事
業

ＩＣＴ推進事業

ＩＣＴ推進事業

庁内機器及びシステ
ム導入・運用管理事
業

自治体情報システ
ムの標準化・共通
化事業

自治体情報システムの標
準化に向けた現行システム
の調査等を行う。

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
ム導入・運用管理事
業

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
ム導入・運用管理事
業

庁内機器及びシステ
ム導入・運用管理事
業

ＩＣＴ推進事業

庁内機器及びシステ
ム導入・運用管理事
業
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業内容 担当課重点事業名

25 情報システム
課 4,180

(機器借上料)

25 ＩＣＴ推進事業 情報システム
課 1,980 990 990

(委託料) (委託料) (委託料)

25 ＩＣＴ推進事業 情報システム
課 1,122 1,122 1,122

(使用料) (使用料) (使用料)

25 情報システム
課 28,039

(ライセンス購入費)

※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。

議事録システム導
入事業

議事録作成ツールを導
入する。

ソフトウェア
（Office）ライセンス
購入事業

業務に必要なOfficeライ
センスを購入する。

端末更新事業（マ
イナンバー系）

パソコンの更新を行う。

DX研修事業 DX推進についての研修
を実施する。

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
ム導入・運用管理事
業
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●  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

令和５年度　　　市民生活部の経営方針
■構成課■　総務課　防災防犯対策課　税務課　債権管理課　市民協働課　市民課　市役所出張所　

し、電力消費を抑えるため、事務室内の照明のLED化も順次進めます。

　安定的な財源の確保のため、地方税法等の法令及び条例、規則の適用を基に適正な課税

に努め、税制改正に対応するシステム改修も継続します。一方、滞納整理事務については、

　多くの市民にご利用いただいている共生交流プラザ「カラット」は安定的な運営を目指

愛知尾三地区滞納整理機構に職員派遣を継続し、滞納整理事務の強化と職員の資質の向上

を図ります。

し、指定管理者及び施設利用者の意見を参考に施設設備の充実に努め、市民交流・にぎわ

エンスストア等の多機能端末機での証明書発行が可能になりました。更なる市民サービス

の向上を目指すため、カードの交付率向上とＤＸを見据えたカードが活用できる事業を検

討してまいります。

い創出の中心的な拠点として、新たな公共施設の形を創造し、誰もが利用しやすい施設の

運営を進めます。

　豊明市のマイナンバーカード交付率が50パーセントを越え、令和５年２月からコンビニ

　交通安全や防犯、災害対策に継続的に取り組み、安全安心な生活環境を提供し、市民生

活を守る施策や市民サービスの向上を進めます。

の維持管理など交通安全や防犯対策、駅周辺の放置自転車対策も継続します。

　市役所本庁舎の設備の老朽化は否めず、長寿命化を図るため、計画的な維持管理及び修

繕を行います。また、電力事業者の選定方法を検討し、安価な電力の安定的な供給を確保

　施設機器の整備が完了した同報無線や移動系防災行政無線を活用した、境川流域や土砂

災害警戒区域の住民と豪雨災害想定の避難訓練やハザードマップの浸水想定区域の情報伝

達訓練、震災想定の避難所開設・運営訓練を実施し、民間事業者との連携協力による災害

備蓄品の充実も進めます。また、歩行者ファーストの啓発や防犯灯のLED化、防犯カメラ

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

24 総務課

24 総務課

3
防災防犯対
策課

18
防災防犯対
策課

90 税務課

24 債権管理課

15 市民協働課

25 市民課

※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。

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

90 文書事務 総務課
1,870

(委託料)

24 市有財産管理事
業

総務課
17,516

(土地購入費等)

24 市有財産管理事
業

総務課
12,787

(土地購入費等)

庁舎維持管理事業

防犯対策事業

防犯灯の新設、修繕の補助事業を継続し、ＬＥＤ防犯灯をはじめとする照
明による防犯対策の促進を図り、防犯意識の向上に努めます。また、犯罪
の抑止効果が高い、防犯カメラ設置補助の啓発や既存の防犯カメラの維
持管理も継続します。さらに各駅の有料駐輪場再整備に伴い、駐輪場利
用者に対して自転車等の盗難防止啓発を継続的に実施します。

市庁舎の長寿命化を図るため、建築基準法第１２条による点検に基づき、
計画的な維持・管理及び修繕に努めます。また、電力の高騰対策として、
より安価で安定供給が可能な事業者を十分検討して電力供給に努め、事
務室内の照明も順次LED化を進めます。

中施策事業名 主な事業内容

市有財産管理事業

受付サービス事業

マイナンバーカードの普及促進事業に積極的に取り組むことで、交付率が
５０％を超え、令和５年２月からコンビニエンスストア等の多機能端末機で
住民票をはじめとした主な証明書発行を開始しました。更なるマイナン
バーカードの普及促進のための啓発の継続とマイナンバーカードを活用
するなどＤＸを見据えた窓口業務のあり方の検討を続けます。

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
事業費（千円）

市有財産の有効活用を図るため、必要な用地の購入、活用予定の無い用
地の売却を計画的に進め、メリハリのある市有財産管理に努めます。

令和４年５月にオープンした共生交流プラザ「カラット」の安定的な運営を
目指し、指定管理者や施設利用者の意見を参考に施設の充実に努め、市
民交流・にぎわい創出の中心的な拠点としてさらに発展するように努めま
す。そして、新しい公共施設の形を施設利用者とともに創造し、誰もが利用
できる施設の運営を図ります。

同報無線及び移動系防災行政無線の維持管理に努め、有事に備えま
す。また、同報無線を活用した、境川流域住民や土砂災害警戒区域の住
民と豪雨災害を想定した訓練を実施し、地域防災意識の向上を図ります。

滞納整理事務
愛知尾三地区滞納整理機構に、引き続き職員を派遣し、滞納整理事務の
ノウハウを習得することで滞納整理の強化に努めます。

災害対策事業

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

安定的な財源の確保を目指し、地方税法等の法令及び条例、規則の適用
をもとに適正な課税に努めます。そして、毎年の税制改正に対応するため
システム改修等を実施していきます。

共生交流プラザ管理運
営事業

行政手続整備支
援業務委託事業

行政処分ごとに審査基
準と処分基準を設定し
た個票を作成する。

市役所第二駐車
場土地買取事業

借地である駐車場の一
部を買い取る。

旧沓掛保育園借
地買取事業

借地を買い取る。

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

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
事業費（千円）

24 市有財産管理事
業

総務課
10,556

(工事費)

3 防犯対策事業 防災防犯対
策課 1,423 1,423 1,423

(役務費等) (役務費等) (役務費等)

18 災害対策事業 防災防犯対
策課 1,919

(工事費)

18 災害対策事業 防災防犯対
策課 2,491 2,491 2,491

(保守委託料等) (保守委託料等) (保守委託料等)

18 災害対策事業 防災防犯対
策課 3,822 3,821 3,821

(保守委託料等) (保守委託料等) (保守委託料等)

18 消防水利設置・維
持管理事業

防災防犯対
策課 12,900 12,900

(工事費) (工事費)

90 尾三消防組合分
担金事業

防災防犯対
策課 779,798 817,843 828,081

(負担金) (負担金) (負担金)

90 個人住民税賦課
事務

税務課
3,558

(システム改修費)

24 滞納整理事務 債権管理課
700 700 700

(負担金) (負担金) (負担金)

15 共生交流プラザ管
理運営事業

市民協働課
56,901 58,401 58,401

(委託料等) (委託料等) (委託料等)

25 受付サービス事業 市民課
10,175 10,173 10,173

(使用料等) (使用料等) (使用料等)

25 受付サービス事業 市民課
1,571 1,571 1,571

(使用料) (使用料) (使用料)

90 戸籍事務 市民課
3,212

(システム改修費)

※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。

移動系防災行政
無線保守事業

更新された移動系防災
行政無線の保守等の維
持管理を行う。

西川駐車場整備
事業

駐車場整備を行う。

駅周辺防犯カメラ
設置事業

駅周辺に防犯カメラを
設置する。

高度情報通信ネッ
トワーク用無停電
電源装置取替事
業

高度情報通信ネット
ワーク用無停電電源装
置の取替工事を行う。

同報無線整備事
業

整備が完了した同報無
線の保守等の維持管理
を行う。

耐震性貯水槽設
置事業

市民の安全を確保する
耐震性貯水槽を設置す
る。

尾三消防組合分
担金事業

尾三消防組合に対し構
成市町分担金を支払
う。

特別徴収税額通
知電子化システム
改修事業

個人住民税の特別徴
収税額通知を特別徴収
義務者へ電子により提
供するためのシステム
改修を行う。

マイナンバーカー
ド交付予約受付事
業

マイナンバーカードの
交付予約が、オンライン
で可能である。

戸籍における氏名
の読み仮名の法
制化に伴う戸籍情
報システム改修業
務

行政手続きの効率化、
簡素化等により利便性
の向上を図る。

滞納整理事務事
業（滞納整理機
構）

滞納整理機構へ職員を
派遣し、滞納整理を推
進するとともに徴収職
員の技術の向上を図
る。

豊明市共生交流
プラザ管理運営事
業

多様な人とつながること
ができる場を提供する。

コンビニ証明書発
行交付事業

住民票等の証明書の一
部をコンビニエンススト
アで交付可能にする。
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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

して利用できるように保育環境を整えてまいります。

　高齢化率の上昇に伴い、支援の必要な高齢者の増加が見込まれる中、地域包括ケア事

令和５年度　　　健康福祉部の経営方針

　また、子育て支援センター「たけのこ」では、多様な世代との交流など共生交流プラ

ルス感染症や物価高騰の影響により厳しい状況にある市民の方に寄り添い、適切な支援

につなげていきます。令和４年度から始めた重層的支援体制整備事業で、こうした複合

的な課題を抱え、支援を必要とする方を早期に把握し速やかに対応するために、関係機

関や団体等との連携を一層強化してまいります。併せて、就労や社会参加に重点を置い

談支援を強化します。

　児童発達支援センター「どんぐり」では、利用者へ適切な療育機会を提供し利用者の

声を集約しながら障がい児育成の中核拠点として機能させます。

　障がい者や独居高齢者、ひきこもり、虐待など課題を抱えた世帯に加え、コロナウイ

た包括的就労支援の取組も推進します。

　妊娠から子育てまで切れ目のない支援を行うネウボラ事業は国の施策と連動し、子ど

もや子育てをしている方の目線に立ち、関係部署と連携して子育て世代に寄り添った相

　　■構成課■　地域福祉課　長寿課　健康推進課　新型コロナワクチン接種推進室
　　　　　　　　こども保育課　保険医療課　子育て支援課

ザ「カラット」の特性を活かした取組を行います。市内に点在する児童館では、相互の

連携を図り、児童が安心できる居場所、子育て世代の必要な情報が得られる地域拠点と

介護予防事業を拡充してまいります。

します。保育園の整備、運営は、保育ニーズの把握に努めるとともに、保育所等を安心

業を本市の地域づくりの基盤と捉え、支援サービスの拡充に努めるとともに、地域での

　また、将来的な医療費及び介護給付費の減少に寄与するべく、保健、介護予防の各事

業をつなげ横断的に取り組みます。

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

2 地域福祉課

16 地域福祉課

15 地域福祉課

15 地域福祉課

2 地域福祉課

16 地域福祉課

12 長寿課

12 長寿課

16 長寿課

2 健康推進課

11 健康推進課

90
新型コロナワ
クチン接種推
進室

障がい福祉推進事業

・障害者福祉計画策定に向けて、これまでの障がい者福祉施策の評価や
新たな地域課題を把握し、障がい者（児）福祉に関する包括的な事業計画
を策定する。
・障がい者差別解消、理解促進のための啓発事業は、障がい当事者に限
らず、地域を巻き込みながら事業展開する。
・ボッチャの普及活動やイベントの実施による交流を通した効果的な理解
促進を図る。

・生活困窮者に的確な対応を行なうことと併せ、予防の観点から、学習支
援事業、ひきこもり相談を積極的にすすめる。
・関係機関との連携のもと、就労や社会参加に重点を置いた包括的就労
の取組を推進していく。
・子どもの貧困対策は、関係各課とともに施策検討も進めていく。

・地域福祉計画重点事業を全市的に推進する。重点事業の1つである「あ
いさつ運動」については、効果検証及び今後のあり方も検討しながらより市
内を広域的に、また、継続的に実施していく。

生活困窮者等扶助事
業

社会福祉推進事業

重層的支援体制整備
事業

・重層的支援体制整備を進めていく中で、関係機関や団体に向け、その
役割を周知し、支援の必要な市民を早期に把握できるようにする。
・各福祉施策や関係機関等が把握した対象者が継続して地域で暮らして
いけるように包括的視点での地域資源の開発に努める。
・コロナ禍の経済影響下における自殺防止対策はデータを把握しながら効
果を意図し具体的に発展させつつ実施していく。

・障がい当事者及び親の高齢化により増加している複合的な問題を解決
できるよう、相談支援体制の強化と関係機関連携の強化を図る。
・精神障がい者の地域移行支援を推進する。

・まちかど運動教室を始めとする地域での介護予防事業を拡充させながら
継続する。
・高齢化率の上昇というなかにあって「ふつうに暮らせるしあわせ」を多角
的に事業に落とし込み、健康寿命の延伸を図ることで超高齢社会の地域
づくりに備えていく。

新型コロナワクチン
接種事業

・接種希望者にとって円滑な接種機会を確保する。

・感染症対策として対策本部の統制のもと地域特性に即した啓発につとめ
る。基本の予防対策の徹底を図る。予防対策を講じた行政サービスの維
持継続に努める。
・とよあけ健康２１計画の策定に向けて、現状の課題を再認識し、健康維持
につながる内容とするため検証する。

障害福祉サービス事業

・多様化かつ増大化する障がい福祉サービスの需要に対応しつつ、適正
な給付管理を行なう。
・障がい当事者や家族にとって、わかりやすい制度説明と周知工夫を行う
とともに、潜在している需要の掘り起こしに努める。

障害者相談支援事業

中施策事業名 主な事業内容

・受診率は県平均より高い数値にある各がん検診や特定検診であるが、健
康寿命の延伸に向けて一層の受診率向上に向けて利用者に寄り添った
工夫に努める。
・受診機会の選択肢の拡大方策について関係機関との調整を図る。

・地域包括ケア事業を将来も見据えた地域づくりの基盤と捉えて、暮らしの
場面を想定した支援サービスの拡充に努める。
・おたがいさまセンターちゃっとの拡充、公的保険外サービスにおける協働
事業の創出に努める。

・高齢者や各ご家庭の地域での安心確保に直結する認知症サポーター
10,000人プロジェクトを継続実施し、拡大していく。
・認知症があっても地域で暮らせるように生活支援の取り組みや、集う場等
の強化を図る。

成人検（健）診事業

生活支援体制整備事
業

認知症総合推進事業

一般介護予防事業

健康づくり事業

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課

28 こども保育課

90 保険医療課

30
子育て支援
課

17
子育て支援
課

28
子育て支援
課

28
子育て支援
課

1
子育て支援
課

12 長寿課

17
子育て支援
課

※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。

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

2 障がい福祉推進事
業

地域福祉課
3,010

(委託料等)

2 社会福祉推進事業 地域福祉課
4,000

(委託料等)

中施策事業名 主な事業内容

障害者（児）福祉に関す
る包括的な事業計画を
策定する。

地域福祉を推進するた
めの計画を策定し、取
組みを明確化させる。

・児童発達支援センターの開設により、対象者の療育環境の拡充ととも
に、関係専門機関等の知見や利用者の声を集約しながら、民間事業者等
とも適切な連携を図り、市の障がい児に係る中核拠点として機能させてい
く。
・多職種連携会議等を通じて困難事例に的確に対応していく。

事業内容 担当課
事業費（千円）

児童館管理運営事業

児童発達支援センター
事業

国民健康保険事業
後期高齢者医療事業

保育所等整備事業
保育所等運営事業

・保険者による保健事業をより一層進め、受診率向上を図る。
・関係各所との連携を図り、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
の推進に努める。

・待機児童の解消や保育ニーズの多様化に対応するため、市立内山保育
園の民営化に取り組む。
・市立内山保育園の円滑な民営化に向けて引継保育を行う。
・保育所等を安心して利用できるように保育環境を整える。

児童館管理運営事業

・地域に根差した児童館の可能性を拡大するため地域や利用者の意見聴
取に努め、且つ児童館相互の連携を強化していく。
・子どもや子育て家庭への支援充実を図るため、利用者との関りを積極的
に行い有用な情報等の提供に努める。
・児童館の環境改善工事等に取組み、利用者の利便性の向上を図る。

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名

妊娠出産子育てワンス
トップ事業

・子育てアプリを便利で使えるツールに早期に構築し利用者の実質的な拡
大を図り、数値的な検証管理にも努める。
・関係機関との連携を図り子育てワンストップ・ネウボラ事業の拡充を図る。
・地域に向けたきめ細かな訪問相談体制を敷き、かつ関係者の情報共有
体制を維持しリスク対応にも的確柔軟に対応していく。

子育て支援センター事
業

・共生交流プラザ「カラット」内の子育て支援拠点として、子育て世代に対し
て交流・参加・学びの機会を提供する。
・様々な相談を受け止め、複雑化・複合化した問題に多機関の連携により
対応し、必要な支援につないでいく。
・南部地域における子育て支援拠点の整備に向けて協議する。

児童虐待・ＤＶ対策事
業

・困難事例の発生に迅速に対応し、最適な機関との連携等による対応に
努める。子ども家庭総合支援拠点として位置付けた相談体制にて一層の
専門性や連携強化を図り対応力を高め維持していく。

老人福祉センター運営
事業 ・令和４年度に実施したサウンディング調査の結果を踏まえて、高齢者の

健康づくりの場としつつ、児童館、福祉体育館も含めて全体施設としてより
効率的かつ効果的な公募仕様となるよう検討する。

第4次豊明市障
害者福祉計画等
策定事業

（次期）豊明市地
域福祉計画策定
事業

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
事業内容 担当課

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名

2 障がい福祉推進事
業

地域福祉課
2,646 7,937 7,937

(機器借上料) (機器借上料) (機器借上料)

16 生活困窮者等扶助
事業

地域福祉課
3,010 3,008 3,008

(報酬等) (報酬等) (報酬等)

16 生活困窮者等扶助
事業

地域福祉課
6,425 6,425 6,425

(委託料) (委託料) (委託料)

16 重層的支援体制整
備事業

地域福祉課
8,800 8,800 8,800

(委託料) (委託料) (委託料)

12 包括支援事業 長寿課
4,308 6,389 4,389

(機器借上料等) (機器借上料等) (機器借上料等)

12 包括支援事業 長寿課
82,719 88,244 96,728

(委託料等) (委託料等) (委託料等)

12 老人福祉センター
事業

長寿課
10,389 10,389

(委託料) (委託料)

18 災害対策事業 長寿課
2,590

(電算関係委託料)

90 介護保険事業計画
策定事業

長寿課
3,863

(委託料等)

2 保健衛生事業 健康推進課
0

(人件費)

28 保育所等整備事業 こども保育課
7,203

(工事費)

28 保育所等整備事業 こども保育課
14,771 230,670

(補助金) (補助金)

日常生活自立・社会自
立・就労自立の為の支
援を実施する。

複合化、複雑化する生
活課題に包括的に対応
できる福祉体制を整備
する。

障害者（児）台帳を管理
する電子システムを更
新する。

重層的支援体制
整備（多機関協
働）事業

障がい福祉シス
テム更新事業

地域包括支援セ
ンターの体制強
化事業

老人福祉セン
ター指定管理事
業

生活保護等相談受付時
の不当要求に対応する
ため、危機管理監視員
を配置する。

危機管理監視員
配置事業

特定教育・保育
施設等整備補助
事業

施設整備等の補助を行
い利用定員を確保す
る。

地域包括支援システム
のライセンス更新及び
機器借上契約更新を実
施する。

相談窓口に専門性の高
い人材を確保育成する
ことで機能強化を図る。

指定管理者を更新す
る。

包括的就労推進
事業

第3次とよあけ健
康21計画策定事
業

保育環境改善事
業

災害時等における支援
を地域の中で受けられ
るようにするための登録
台帳を整備する。

地域包括支援シ
ステム更新事業

第3次とよあけ健康21計
画を策定する。

園児の保育環境を改善
する。

避難行動要支援
者名簿整備事業

高齢者福祉計
画・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。
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
事業内容 担当課

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名

28 保育所等運営事業 こども保育課
507,715 639,513 639,513

(給付費等) (給付費等) (給付費等)

28 保育所等運営事業 こども保育課
243,338 243,338 243,338

(給付費等) (給付費等) (給付費等)

28 保育所等運営事業 こども保育課
5,710 5,710 5,710

(委託料等) (委託料等) (委託料等)

90 国民健康保険事業
（特別会計)

保険医療課
3,575

(委託料)

90 国民健康保険事業
（特別会計)

保険医療課
946 946

(委託料) (委託料)

90 国民健康保険事業
（特別会計)

保険医療課
4,840 4,840

(委託料) (委託料)

1 家庭児童相談室事
業

子育て支援
課 263

(委託料)

17 児童館管理運営事
業

子育て支援
課 239

(役務費)

17 児童館管理運営事
業

子育て支援
課 129,327

(委託料)

28 妊娠出産子育てワ
ンストップ事業

子育て支援
課 175 175 175

(補助金) (補助金) (補助金)

28 子ども子育て計画
事業

子育て支援
課 2,160 1,705

(調査委託料) (策定委託料)

30 児童発達支援セン
ター事業

子育て支援
課 95,240 95,240 95,240

(委託料等) (委託料等) (委託料等)

地域型保育事業
運営補助事業

公定価格による保育給
付及び運営費補助を行
う。

私立保育所等運
営補助事業

公定価格による保育給
付及び運営費補助を行
う。

未受診者対策事
業

特定健診未受診者に対
し受診勧奨を行う。

どんぐり学園用
地測量等委託事
業

退去後解体撤去する。

特定保健指導
（遠隔面接等）事
業

特定保健指導における
遠隔面接等を実施す
る。

医療的ケア児保
育支援事業

医療的ケア児の受入れ
を可能とする体制を整
備し、地域生活支援の
向上を図る。

データヘルス計
画策定事業

第３期データヘルス計
画を策定する。

第３期子ども・子
育て支援事業計
画策定事業

第３期子ども・子育て支
援事業計画を策定す
る。

南部児童館トイ
レ整備事業

トイレの男女別化、洋式
化及び乾式化の工事を
行う。

児童発達支援セ
ンター事業

通所での療育（未就学
児）や障がい児相談支
援、保育所等訪問支援
を総合的に実施する。

児童館指定管理
更新事業

指定管理者を更新す
る。

多胎妊婦健康診
査事業

多胎妊娠中の妊婦に対
し、妊婦健康診査費の
助成を行う。
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
事業内容 担当課

事業費（千円）めざすまちの姿№
及び中施策事業名

重点事業名

90 予防接種事業（子
ども）

子育て支援
課 79,985 44,243 15,789

(委託料等) (委託料等) (委託料等)

90 予防接種事業（子
ども）

子育て支援
課 1,696 1,696 1,696

(委託料等) (委託料等) (委託料等)

※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。

おたふくかぜワク
チン接種費用助
成事業

接種時の費用助成を行
う。

子宮頸がんワク
チン接種事業

積極的な勧奨を実施す
る。
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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

場まつり等のイベントの再開により賑わいを創出します。

令和５年度　　　経済建設部の経営方針

　同様に情勢への対処可能な安定的な営農支援を行います。また優良農地の保全による持

　歴史観光は全国的な高い関心の中、日常の来訪者へのおもてなしを徹底し、桶狭間古戦

えを強化していくことを業務の根幹とします。そのうえで、部の施策を通じてまちの賑わ

いや魅力を高め、市民が誇りや愛着を抱き、次世代に継承していただけることを目指しま

す。

　短時間豪雨の不安が高まる中、策定した総合治水対策ロードマップに基づき市の特性を

踏まえた治水対策を順次強化します。

　コロナ禍や物価高騰の中、商工業振興は事業者の声を把握し、関係機関と連携しながら

支援事業を進めます。

　市民の暮らしを支える都市基盤の当たり前を維持し、その快適性を高め更に非常時の備

■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

続可能な都市近郊農業を目指します。

　公園と墓地の包括管理では品質の高い維持管理を行い、利便向上と賑わい創出に努め、

　柿ノ木工業団地の造成と同時に県道名古屋岡崎線の整備が進みます。県との協調により

新たな公園や墓地の在り方を利用者の声を聴きながら見出していきます。三崎水辺公園は

再整備に着手し、数年をかけて新しい公園の在り方にふさわしい公園になるよう再整備し

ていきます。

　近接する寺池地区では賑わいと魅力ある居住エリアが創出されるよう支援を行います。

更に間米南部地区においても住居系市街地の整備を支援します。

　ごみ減量は市民の意識と行動によって比較的低い排出量が維持されてきました。引き続

き実効性のある徹底した排出抑制とごみ減量化を更に進めます。また、勅使グラウンドの

施設改修に合わせて災害廃棄物仮置場としての機能充実を図り、災害への備えも高めます。

整備促進を図ります。

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

32 産業支援課

32 産業支援課

31 産業支援課

24 産業支援課

32 農業政策課

32 農業政策課

7 土木課

7 土木課

19
土木課
（下水道課）

29 都市計画課

10 都市計画課

10 環境課

総合治水対策ロードマップを市民への啓発に努めながら推進する。対策は
既存資産も活用し重層的・合理的に進める。防災調整池の客観検証・事業
計画また田んぼダムの試験施工、効果検証を行う。ため池の改修等県事業
との協調を図り治水対策を強化する。
河川維持管理として若王子川の浚渫、境川高水敷の広場整備も実施する。

幼保育園児のみならず児童生徒の安全確保のために、通学路等の危険個
所に対し計画的に防護柵やグリーンベルト等、安全施設の整備を継続す
る。
徒歩、自転車など様々な通行を考慮した見通しの良い安全で快適な環境を
確保する。

農業振興事業

収益性の高い農産物の研究・生産・販路の確保や拡大支援を継続し、新た
な担い手の育成を図る。
価格高騰等の情勢変動への対応など安定的な営農を支援していく。
優良農地の保全を通じて都市近郊農業の持続可能な在り方を目指してい
く。

主な事業内容

商工業振興の支援ツールである本市での制度活用を、事業者に対し判断
に資する有益な情報として確実に紹介し理解を得ていく。参加動機を喚起
するべく参加へのハードルを下げる工夫を重ね、きめ細かな返礼品の提案
を含めた支援を行う。
多彩で多様な独自性のある魅力的な返礼品の陣容を整える。
また、返礼品だけでなく、事業に共感いただくという本来の制度趣旨となるク
ラウドファンディングの活用も進める。

観光活性化事業

公園施設整備事業

公園緑地管理事業

区長要望工事を実施し市民生活の利便性と安全性の向上を図る。
前後駅前広場デッキの再生修繕整備を実施し市の玄関口としての快適性と
利便性を確保する。
照明施設LED化をリース方式で実施し経済合理性を確保した維持管理を行
う。愛着の醸成など命名権事業についても継続実施する。

市道等維持管理事業

ふるさと豊明応援寄附
推進事業

企業誘致事業

商工業の育成振興事業

総合治水対策事業

交通安全施設管理・整
備事業

柿ノ木工業団地については募集の継続がある場合、継続的に立地意向を
喚起し企業への応募を促す。企業の業態を把握し地域と共存できる優良企
業を誘致できるよう県企業庁と歩調を合わせて進行管理していく。

賑わい創出と地域活性化を掲げ商工業振興を図る。事業活動における現
在と将来の課題を把握し支援事業を推進する。
花マルシェプロジェクトや軽トラ市など多彩な担い手がある事業を強化、発
展させながら継続していく。
商工会始め主要な振興機関、団体企業との連携を一層強化する。

中施策事業名

墓地管理事業

歴史資源の観光については来訪の価値を高める工夫を様々な主体と連携
して高めていく。また、ＳＮＳにおける発信と拡散の仕掛けづくりも向上させて
いく。
桶狭間古戦場まつりの再開は今後の継続的な開催に資する実施を目指
す。

三崎水辺公園は利用者意向の聞き取りを踏まえた基本設計をもとに詳細設
計を行い、賑わいと活発な利用に資する公園への再整備を目指していく。ま
た広く事業の理解を得るべくクラウドファンディングによる情報発信を試み
る。
近隣住民の要望や意見を集約し公園施設のリノベーションは計画に基づき
順次実施する。

都市公園の包括管理業務は指定管理者との連携を高めながら適切な進行
管理を維持する。
利用者起点での活発な公園活用や喜ばれる賑わい、学び等の機会を一層
創出していくことで本市の公園の新しい在り方についての可能性を拡大して
いく。

勅使墓園の包括管理業務は指定管理者との連携を高めながら適切な進行
管理を維持する。
利用者起点での喜ばれる利便向上への工夫や快適性を確保、維持する。
長期の墓園の在り方については将来利用者まで含めた需要等を考慮し、経
営と運営の持続可能性について検討を進める。

農業委員会事業
農業委員会委員、農地利用最適化推進委員の協力のもと、遊休農地の解
消や農地集積等の活動を推進し優良農地の保全を図る。

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課

8
都市計画課
（土木課）

10
市街地整備
課

32
市街地整備
課

24 下水道課

6 環境課

※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。

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

10 土地区画整理事業 産業支援課
700

(補助金)

32 商工業振興補助事
業

産業支援課
3,000 3,000 3,000

(委託料) (委託料) (委託料)

32 農業振興事業 農業政策課
447

(補助金等)

32 農業振興事業 農業政策課
3,783

(調査委託料)

32 農業振興事業 農業政策課
1,422 970

(報酬等) (報酬等)

32 農業委員会事業 農業政策課
5,005 990 990

(導入費等) (委託料) (委託料)

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
78,000 33,150 55,126

(負担金) (負担金) (負担金)

寺池地区は土地区画整理組合への支援を継続し、賑わいと魅力ある居住
エリアの創出を目指す。

将来の「農業の在り方」
「農地の担い手」を示し
た地域計画及び目標地
図を策定する。

地域計画策定関
連事業

農業振興地域整備計
画の基礎調査及び全
体見直しを行う。

都市ガス導入補
助金事業

花マルシェ事業

新規野菜産地ブ
ランド化事業

農業振興地域整
備計画策定事業

都市ガスの供給を受け
ようとする本、支管工事
費の一部を補助する。

担当課

中施策事業名 主な事業内容

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

新規野菜を高付加価値
にし産地ブランドにする
ための支援を行う。

事業費（千円）
重点事業名 事業内容

花を基軸とした事業に
補助をする。

国システムの農地情報・地
図データの更新及び運用
を開始し、効果的なデータ
活用を行う。

大久伝排水機場の更
新を行う。

農地関連システ
ム整備運用事業

県営たん水防除
事業（大久伝排
水機場負担金）

工業団地整備事業

公共下水道維持管理事
業

柿ノ木工業団地は県企業庁と連携し、雇用の場の創出を目指す。

ストックマネジメント計画に基づく予防保全の観点から老朽化した管路施設
の機能向上のため、調査設計及び改築工事を計画的に進めていく。

ごみ減量啓発事業

土地区画整理事業

家庭から排出される可燃ごみの削減に向け、更なる分別の徹底、実効性の
ある減量化の方法を市民に呼び掛け、新たなプラスチック一括回収への取
り組みも含め、ごみ減量化を全市的に取り組む。また食品ロス削減は市民や
事業者に対して協力依頼を継続する。
環境フェスタを通じて全般にわたる環境配慮行動への意識向上を醸成す
る。

都市計画道路整備事業

都市計画街路の整備推進についてはネットワーク効果を考慮しつつ関係機
関との調整を行いながら街路事業の整備の方向性を構築していく。
県道名古屋岡崎線の整備推進については県事業との協調を図り関係機関
との調整等を進め整備を推進する。

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
担当課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業費（千円）
重点事業名 事業内容

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
2,750

(負担金)

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
12,800 20,800

(負担金) (負担金)

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
1,600 12,800 12,800

(負担金) (負担金) (負担金)

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
2,721 45,591 2,664

(賦課金等) (工事費等) (賦課金)

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
1,800 2,031

(賦課金) (賦課金等)

90 土木課庶務事務 土木課
1,000

(負担金)

90 河川新設改良事業 土木課
5,245

(工事費)

90 河川新設改良事業 土木課
7,761 19,451 268,361

(負担金) (負担金等) (工事費)

7 市道等維持管理事
務

土木課
20,100 34,155 80,700

(業務委託料等) (業務委託料) (業務委託料等)

7 市道等維持管理事
務

土木課
45,500

(工事費)

7 市道等維持管理事
務

土木課
4,905 6,540 6,540

(機器借上料等) (機器借上料等) (機器借上料等)

7 交通安全施設管
理・整備事業

土木課
8,500 8,500 8,500

(工事費) (工事費) (工事費)

7 道路新設改良事業 土木課
30,000 30,000 30,000

(工事費) (工事費) (工事費)

道路照明施設
LED化事業

交通安全施設整
備事業

道路改良工事
（区長要望工事）

道路改良、排水路の改
修等を実施する。

土地改良施設の耐震
化を行う。

排水機施設の長寿命
化を図る。

道路照明施設をLEDに
更新する。

必要な交通安全施設を
整備する。

排水路を拡幅する。

橋梁等道路施設の点
検・修繕をする。

前後駅ロータリーデッキ
の整備を行う。

土地改良施設の耐震
化を行う。

土地改良施設耐
震対策事業（若
王子池）

排水機施設の長寿命
化を図る。

急傾斜地崩壊危険区
域の対策を行う。

寺池地区の区画整理
事業に伴い排水路を新
設する。

土地改良施設の耐震
化を行う。

排水路設置事業
（寺池地区関連）

排水路拡張事業
（県道名古屋岡
崎線関連）

道路（橋梁）等長
寿命化事業

前後駅前広場
デッキ整備事業

土地改良施設耐
震対策事業（道
池、長間地池）

土地改良施設耐
震対策事業（皿
池）

土地改良施設維
持管理適正化事
業（阿野排水機
場遊水池浚渫）

土地改良施設維
持管理適正化事
業（大脇排水機
場遊水池浚渫）

急傾斜地崩壊防
止事業負担金
(三崎町社地内)
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
担当課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業費（千円）
重点事業名 事業内容

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
3,918

(工事費)

90 河川維持管理事業 土木課
4,650 4,650

(工事費) (工事費)

19 総合治水対策事業 土木課
5,852 11,768 12,659

(調査業務委託料) (工事費) (工事費等)

32 土地改良施設維持
管理事業

土木課
1,600

(負担金)

32 土木課
6,952

(設計委託料)

19 総合治水対策事業 土木課
35,354 46,079

(設計委託料等) (設計委託料)

90 河川維持管理事業 土木課
33,000

(工事費)

3 空家等対策事業 都市計画課
2,500 2,500 2,500

(補助金) (補助金) (補助金)

8 都市計画道路整備
事業

都市計画課
27,368 314,200 14,982

(設計委託料) (用地購入費等) (設計委託料)

10 公園緑地管理事業 都市計画課
114,400 114,950 115,400

(委託料) (委託料) (委託料)

10 都市計画事業 都市計画課
14,850

(委託料)

10 都市計画事業 都市計画課
14,410

(委託料等)

10 都市計画事業 都市計画課
5,592 9,363

(委託料等) (委託料等)

土地改良施設治
水対策事業（大
原池）

豊明市都市計画
基本図修正事業

既存の都市計画基本
図を最新のものに修正
する。

第４次豊明市都
市計画マスター
プラン策定事業

まちづくりの具体性のあ
る将来ビジョンを定め
る。

地震時の宅地の安全性
を調査する。

広場を整備する。

空家バンク等の活用、
特定空家等の除却・活
用に係る補助等を行う。

市内都市公園等の効率的
な維持管理及び魅力向上
のため指定管理者制度に
よる管理運営を行う。

土地改良施設の治水
対策を実施する。

大原池の堤防に歩道を
設置する。

調整池を設置する。

公園包括指定管
理事業

宅地耐震化推進
事業

田んぼの治水対策を実
施する。

農業用施設の撤去を行
う。

堆積した土砂等を撤去
する。

農業用施設撤去
事業

河川維持浚渫事
業

田んぼダム治水
対策事業

防災調整池治水
対策事業

河川敷広場整備
事業

大原池堤防歩道
設置事業

土地改良施設維持
管理事業

空家等対策推進
事業

桜ヶ丘沓掛線道
路改良事業

都市計画道路の桜ヶ丘
沓掛線（沓掛地区）を新
たに築造する。
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
担当課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業費（千円）
重点事業名 事業内容

19 住宅・建築物耐震
化促進等安全ス
トック形成事業

都市計画課
33,824 12,716 12,716

(補助金等) (補助金等) (補助金等)

29 公園施設整備事業 都市計画課
11,979 150,000 125,343

(設計委託料) (工事費) (工事費)

29 公園施設整備事業 都市計画課
16,926 12,000 12,000

(工事費等) (工事費) (工事費)

29 公園施設整備事業 都市計画課
8,789 17,545

(設計委託料) (工事費)

29 公園施設整備事業 都市計画課
21,230

(工事費)

10 土地区画整理事業 市街地整備
課 40,000

(補助金)

32 工業団地整備事業 市街地整備
課 10,560 15,270

(負担金) (負担金)

24 農排統合事業 下水道課
230,098 11,806

(工事費等) (工事費等)

24 公共下水道維持管
理事業

下水道課
43,697 52,963 34,595

(負担金) (負担金) (負担金)

24 公共下水道建設改
良事業

下水道課
65,727 44,834 44,834

(工事費等) (工事費等) (工事費等)

24 公共下水道建設改
良事業

下水道課
46,221 49,002

(委託料等) (工事費等)

24 公共下水道維持管
理事業

下水道課
47,905 74,162

(委託料) (委託料)

24 公共下水道維持管
理事業

下水道課
2,000

(委託料)

公園整備事業 公園の新設整備と既設
の公園の改修工事を行
う。

住宅・建築物安
全ストック形成等
補助事業

耐震診断及び耐震改
修等費用の一部を助成
する。

三崎水辺公園改
修事業

公園施設のリノベーショ
ンを含め、特殊公園全
体の整備を行う。

公園施設改修事
業

公園のリノベーションを
行い、公園の整備を行
う。

人道橋撤去事業 公園施設である人道橋
の撤去及び護岸の改修
を行う。

全県域汚水適正
処理構想計画事
業

汚水適正処理構想の
見直し及び、関連する
基本計画、事業計画等
の見直しを行う。

豊明市下水道事
業経営戦略改定
事業

公営企業における経営
の基本計画である経営
戦略について、検証・
評価し、改定を行う。

農排統合事業 農業集落排水を流域下
水道に統合する。

流域下水道事業
（建設事業負担
金）

境川流域下水道の建
設に対する負担金（県
施工事業）を負担する。

下水道ストックマ
ネジメント事業

下水道ストックマネジメ
ント計画に基づく調査、
設計及び維持修繕工
事を実施する。

下水道総合地震
対策事業

主要な汚水管きょの耐
震診断及び耐震補強
工事を行う。

土地区画整理事
業（寺池地区）

土地区画整理事業を推
進し、持続可能なまち
づくりを行う。

工業団地整備事
業（柿ノ木工業
団地）

工業団地整備事業を推
進し、持続可能なまち
づくりを行う。
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
担当課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

事業費（千円）
重点事業名 事業内容

24 公共下水道建設改
良事業

下水道課
49,005 41,971 39,187

(工事費等) (委託料等) (工事費等)

24 公共下水道建設改
良事業

下水道課
28,875 29,557

(委託料) (委託料)

6 リサイクル推進事
業

環境課
89,817 89,817 89,817

(委託料) (委託料) (委託料)

9 公害対策事業 環境課
1,043

(工事費等)

10 墓地管理事業 環境課
5,500 5,500 5,600

(委託料) (委託料) (委託料)

90 塵芥処理事業 環境課
133,468 133,468 133,468

(委託料) (委託料) (委託料)

90 塵芥処理事業 環境課
683,896 653,149 641,623

(負担金) (負担金) (負担金)

90 塵芥処理事業 環境課
2,497

(委託料)

90 塵芥処理事業 環境課
5,805

(車両購入費)

※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。

資源回収運搬事
業

資源の回収運搬を実施
する。

大気観測局整備
事業

阿野地区大気環境常
時測定局を解体し撤去
する。

塵芥処理事業 ごみの収集運搬を実施
する。

勅使墓園包括指
定管理事業

勅使墓園の維持管理
業務を委託する。

未普及対策事業 下水道整備により、公
共用水域の保全、生活
環境の改善を図る。

粗大ごみ収集運
搬車両購入事業

粗大ごみ収集運搬車両
の買い替えを行う。

一般廃棄物（ご
み）処理基本計
画策定事業

一般廃棄物（ごみ）処理
基本計画を策定する。

東部知多衛生組
合負担金事業

東部知多衛生組合負
担金を支払う。

特定都市下水道
事業

特定都市下水道計画を
推進する。
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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

　開かれた議会づくりのためには、議会だよりやホームページなどを積極的に活用して議

会活動を公開することにより、議会活動の周知や理解の促進、透明性の確保に努めるとと

事務局の運営に関しては、議会からの要請などに的確に対応できる議会事務局機能や事務

局職員の専門性を高め、効率的な事務運営を目指します。

令和５年度　　　議会事務局の経営方針
■構成課■　議事課

支援に努めます。

　議会の円滑な運営に対しては、市当局や関係団体、議員間との調整のほか、議員提出議

　議会基本条例に基づき、議会や議員が有する機能を最大限発揮できるよう、議会活動の

案・政策提言など議員からの提案についてのサポートを行い、議会機能が適切に果たされ

るよう支援します。

もに、意見交換会などから、広く市民の声を議会に反映できるよう努めます。

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

40 議事課

※事業が関連するめざすまちの姿の番号です。

議会だよりやホームページを積極的に活用し議会活動の周知や理解を進
める。
議会報告会開催や議会内での検討の中で決定した意見交換会の新たな
運用について具現化できるよう支援を行う。
議会運営も含め新たなツール導入など、DX化を目指した検討を行う。

議事課

行政視察について、感染症への配慮を行いながら、適切かつ効果的な視
察の実施を支援するとともに、柔軟な視察受け入れを行う。
議会活動が円滑・効果的に行えるよう調査や情報提供支援を行うほか、
活動費としての適正な政務活動費執行に努める。

中施策事業名 主な事業内容

行政視察・政務活動事
業

26 議会広報広聴事務

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

令和５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

の改修工事を見据えた準備を進めていきます。

　教育現場を取り巻く環境は、日々めまぐるしく変化を続けています。コロナ禍における感

の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築、いじめ、不登校の問題への対応など、

多くの課題を抱えていますが、より良い方向へ少しでも近づける努力を日々続けていきます。

　建物の老朽化への対策は待ったなしの状況です。小中学校では栄小学校から順次計画に沿

いても、早急に建設用地の選定を進めます。

迎えます。サウンディング調査により、民間企業からの意見を参考に、より利便性が高まり、

　児童クラブ及び放課後子ども教室についても、できる限り学校に近い場所で実施できるよ

って長寿命化改修を進めていきます。図書館は外壁改修とトイレの洋式化、南部公民館はリ

令和６年度からの工事着手に向けて設計を行います。更に老朽化が著しい給食センターにつ

　文化会館では、新しい指定管理者が選ばれました。ホール運営の専門企業のノウハウを活

用し、今まで以上に豊明市の文化芸術の創造と発展に向けて、市民をつなぎ、育て、支える

染症への対策、教職員の多忙化解消、少人数学級編成によるきめ細やかな学びの実現、学習

用端末を使ったICT教育の推進、地域との連携、協働による開かれた学校づくり、共生社会

う検討、調整を進め、舘小学校と栄小学校では新しい施設の建設に向けた準備に入ります。

　増加傾向が続く外国籍児童生徒や、支援が必要な児童生徒に対応するために、市費で配置

している日本語指導専門員と特別支援教育専門員が中心となり、関係機関と情報を共有し連

携を図りながら、課題の解消に向けて取り組んでいきます。

ニューアルオープンに向けた改修工事を実施します。文化会館は大規模改修工事を前倒し、

活動をしていきます。また、福祉体育館でも次年度からの新しい指定管理者を選定する年を

今まで以上に多くの人に利用していただける福祉体育館となるよう、今後予定している施設

２ 部の経営方針－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

4 学校教育課

38 学校教育課

38 学校教育課

38 学校教育課

38 学校教育課

28 学校教育課

38 学校教育課

24 学校教育課

学力向上対策事業

　GIGAスクール構想の進展により、学校教育の現場では今まさに大きな変
革の時を迎えています。ICT機器の特性を活用した授業により、従来とは
違った学習風景が普通にみられるようになり、今後は更なる活用が求められ
ようとしています。電子黒板などハード面の整備だけでなく、教職員一人一
人のスキルアップや機器の活用方法などを検討し、ICT機器を活用すること
で、より効果的な学習成果が出せるように研究していきます。

　支援が必要な児童・生徒の数は、過去10年間で約2倍に増えており、特別
支援学級や通級指導教室を担当する教員は、児童・生徒の様々な障害を
理解したうえで、専門的な知識や支援方法を身につける必要があります。令
和４年度から専門知識と経験のある特別支援教育専門員を新たに配置し、
各学校からの相談を受けて、支援助言を行っています。令和５年度からは、
小学校入学前の支援が必要な児童の実態把握に早い時期から取り組み、
スムーズに入学移行ができるよう保育園や幼稚園とも連携を図ります。

　全小学校で実施している少人数による学級編成については、きめ細やか
な学習指導や教員の負担軽減など大きな成果を上げており、令和5年度も
引き続き市費負担教員を配置していきます。
　同様に全小学校で実施している学校水泳運動指導業務委託事業につい
ても、専門の水泳指導員が加わることにより、習熟度別に分けて効率的な水
泳指導ができ、水泳が苦手な児童にはほぼマンツーマンでの指導をするこ
とで、児童の水泳技量全体の向上を図ります。さらに中学校の水泳授業に
ついても、将来的な導入を見据えて、調査・研究をしていきます。

　働く女性の増加や児童の安全安心な居場所として、「児童クラブ」や「放課
後子ども教室」を利用するニーズは高まっています。学び、遊びの機会を充
実させ、保護者の利便性を高めるために、「児童クラブ」と「放課後子ども教
室」の一体化、連携化を更に進めます。令和5年3月に大宮小学校の敷地内
に、放課後子ども教室の建物が新たに完成します。今後は、一体化、連携
化が実現していない学校についても、極力早い時期に同一敷地内で運営
ができるよう調査検討を進めます。

いじめ・不登校対策充
実事業

　老朽化が著しい二つの給食センターに代わる、新給食センターの建設に
ついては、早急に候補地を選定し、用地取得に向けて準備を進めます。児
童・生徒数の減少傾向にある中で、施設の有効活用を図るため、サウンディ
ングを行い、民間事業者から提案を募り施設の有効活用について検討を進
めるとともに、建設に向けた準備を進めていきます。

放課後育成事業

小中学校給食施設維持
管理事業

定住外国人児童生徒支
援事業

　豊明市の児童・生徒の数が、やや減少傾向にみられる中で、外国籍児
童・生徒の数は増えており、さらに最近では多国籍化も進んでいます。昨年
5月の総児童・生徒数に占める、外国籍児童・生徒の割合は、約4.7％で、
日本語教育が必要な児童・生徒の数は約１８０人にのぼります。さらに、二村
台地区以外でも外国籍児童・生徒が点在する傾向もあります。二村台小学
校に配置している日本語指導専門員を中心に、NPO法人プラスエデュケー
トや国際交流協会とも連携しながら、だれもが生き生きと学べる環境を整備
します。

特別支援教育事業

指導力向上事業

主な事業内容

　不登校の児童・生徒の数は、全国的に増加傾向にありますが、本市にお
いても全く同様な状況となっています。理由や原因は様々であるため、抜本
的な対策を見つけ出すことは難しく、ケースごとに状況を整理し、個々の児
童・生徒に寄り添った、丁寧な対応が求められています。
　スクールソーシャルワーカー3名が中心となり、児童・生徒にとってより良い
方策は何かを考え、ケース内容によってはスクールカウンセラーや市役所
福祉部門とも緊密な連携を取り、学校やフレンドひまわりとも情報を共有しな
がら、重層的な支援体制により、児童・生徒の悩みや苦しみを少しでも解消
できるよう努力していきます。

中施策事業名

学校給食事業
　食材料費の高騰が続いている中でも、質が高く、おいしい給食が提供でき
るように、賄材料費の市費による補助を継続して行い、安くておいしい給食
の提供を実施していきます。

３ 主たる中施策事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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※ 担当課

13 学校教育課

37 学校教育課

21 生涯学習課

21 生涯学習課

11 生涯学習課

生涯学習課

図書館

13 図書館

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

13 小学校施設維持管
理事業

学校教育課
2,644

(工事費)

13 中学校施設維持管
理事業

学校教育課
2,034

(工事費)

13 小学校施設維持管
理事業

学校教育課
43,769 43,505

(工事費) (工事費)

13 中学校施設維持管
理事業

学校教育課
17,380

(工事費)

17 青少年対策事業 学校教育課
53,667 53,667 63,127

(委託料) (委託料) (委託料)

　老朽化が進む小中学校施設に対応するため、公共施設中期整備プラン
に沿って、計画的な改修を行っていきます。今年度は栄小学校の実施設計
を行い、令和6年度から3か年かけて、大規模な改修工事を行う予定です。
　学校水泳運動指導業務委託事業の実施により、使われなくなった小学校
プール施設の跡地活用についても、優先順位をつけて、活用方法を研究し
ていきます。

文化財保護事業

　新しい歴史民俗資料室がオープンして約1年が経過しました。引き続き、
企画展や市民参加型のイベント、講座を定期的に開催して、多くの来館者
に豊明市の歴史や文化について興味や関心を持ってもらい、学びの場とな
るような運営を心掛けていきます。

図書館資料貸出事業

21

　南部公民館の立地を生かした、市民に利便性の高い施設となるよう改修を
行います。学習スペースの拡大やWIFI環境の整備、トイレの洋式化などの
ハード面での整備に加えて、駅の利用者を想定した蔵書を増やすなど、多
くの市民が利用してもらえる施設となるよう、改修を進めます。

公民館管理運営事業

体育施設維持管理運営
事業

　令和４年度に実施したサウンディング調査の結果を踏まえて、老人福祉セ
ンター、児童館も含めて全体施設としてより効率的かつ効果的な公募仕様と
なるよう検討する。

文化会館管理運営事業
　今年度からは、新しい指定管理者が選定されました。ホール運営専門企
業ならではのノウハウと俯瞰的な視点をもって、豊明市の地域資源を活用し
た新たな価値の創造を目指して運営にあたります。

事業費（千円）
重点事業名 事業内容 担当課

豊明中学校のテニス
コートを整備し、安全か
つ適切なコートの使用
ができるようにする。

小学校校内LAN
増設工事

中学校校内LAN
増設等工事

小学校プロジェ
クター型電子黒
板設置事業

豊明中学校テニ
スコート整備事
業

整備した学習者用端末
をより効果的に活用し
た教育で学力向上を図
る。

整備した学習者用端末
をより効果的に活用し
た教育で学力向上を図
る。

ICT機器を活用した教
育により学力向上を図
る。

図書館施設維持管理事
業

　開館後、43年が経過し、建物の老朽化が進んでいます。令和5年度には、
外壁の改修工事と、トイレの洋式化工事を行います。利用者に極力迷惑を
かけないよう配慮して工事を実施します。

放課後子ども教
室委託事業

放課後子ども教室を継
続して開催する。

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

学校と地域の連携事業
 休日の部活動の地域移行については、スポーツ庁より基本方針が示されま
した。課題も多くありますが、条件的に移行が容易な部活動からまずは始め
ていきたいと思います。

中施策事業名 主な事業内容

小中学校施設維持管理
事業

４ 重点事業－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

事業費（千円）
重点事業名 事業内容 担当課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

38 小中学校運営事業 学校教育課
726 726 726

(委託料) (委託料) (委託料)

38 学力向上対策事業 学校教育課
26,950 26,950 26,950

(委託料) (委託料) (委託料)

38 学力向上対策事業 学校教育課
41,828 16,974

(給料等) (給料等)

38 小中学校運営事業 学校教育課
9,353 9,352 9,352

(報酬等) (報酬等) (報酬等)

38 小中学校運営事業 学校教育課
62,718 62,720 62,720

(機器借上料等) (機器借上料等) (機器借上料等)

38 小中学校運営事業 学校教育課
24,995 24,996 24,996

(機器借上料等) (機器借上料等) (機器借上料等)

38 小中学校運営事業 学校教育課
11,499 11,498 11,498

(システム借上料等) (システム借上料等) (システム借上料等)

37 学校と地域の連携
事業

学校教育課
3,120 3,120 3,120

(委託料) (委託料) (委託料)

90 学校給食センター
庶務事業

学校教育課
3,531

(システム改修費)

38 学校給食事業 学校教育課
30,000 30,000 30,000

(給食材料費) (給食材料費) (給食材料費)

38 学校給食事業 学校教育課
66,704 71,258 73,375

(業務委託料) (業務委託料) (業務委託料)

38 学校給食事業 学校教育課
16,808

(業務委託料)

38 学校給食事業 学校教育課
37,831 37,831 37,831

(給食材料費) (給食材料費) (給食材料費)

定期的に学校現場に弁
護士を派遣する。

学校巡回弁護士
事業

学校水泳運動指
導業務委託事業

中学校ICT教育
環境整備事業

小学校ICT教育
環境整備事業

教員業務支援員
(スクールサポー
トスタッフ)配置事
業

学校水泳運動指導業
務を委託にて実施す
る。

少人数学級の実施のた
め任期付市費負担教
員を配置する。

学校に教員業務支援員を
配置し、児童・生徒への指
導教材研究等に注力でき
る体制を作る。

少人数学級の実
施に係る任期付
市費負担教員配
置事業

ICT機器を活用した教
育により学力向上を図
る。

ICT機器を活用した教
育により学力向上を図
る。

給食費補助事業

学校給食セン
ター統合整備事
業

小中学校校務支
援システム更新
事業

教職員が利用する校務
支援システムを更新す
る。

学校と地域が協働・融
合し部活動を指導す
る。

学校給食費等の口座
引き落としシステムを改
修する。

学校給食費集金
システム改修事
業

中学校部活動指
導事業

学校給食費へ公費負
担する。

学校給食の調理業務を
委託する。

給食の充実補助
事業

給食センター施設等整
備のため必要な調査、
資料等のアドバイザリー
業務を委託する。

学校給食費を減額す
る。

給食センター栄
調理場調理業務
委託事業
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

事業費（千円）
重点事業名 事業内容 担当課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

11 スポーツ振興事業 生涯学習課
26,188

(委託料)

21 市民文化育成事業 生涯学習課
1,437

(報酬等)

11 体育施設維持管理
運営事業

生涯学習課
4,451

(消耗品費)

11 体育施設維持管理
運営事業

生涯学習課
30,336

(土地購入費等)

11 体育施設維持管理
運営事業

生涯学習課
68,711 68,711

(委託料) (委託料)

15 公民館管理運営事
業

生涯学習課
3,300 3,300 3,300

(委託料) (委託料) (委託料)

15 公民館管理運営事
業

生涯学習課
3,383 23 23

(備品購入費等) (使用料) (使用料)

15 公民館管理運営事
業

生涯学習課
800 700 700

(使用料等) (使用料) (使用料)

15 文化広場管理事業 生涯学習課
4,414 4,414

(委託料) (委託料)

21 文化会館管理運営
事業

生涯学習課
87,259 87,070 87,059

(委託料) (委託料) (委託料)

21 市史編さん事業 生涯学習課
231

(備品購入費)

21 陶芸の館管理事業 生涯学習課
0

(人件費)

13 図書館施設維持管
理事業

図書館
6,938 7,665

(改修工事費) (改修工事費)

南部公民館備品
購入事業

南部公民館の機能を強
化し、地域交流セン
ターとして拠点化を図
る。

南部公民館リ
ニューアル関連
事業

南部公民館をリニュー
アルするので、市民の
人に南部公民館を周知
する。

福祉体育館及び
体育施設等指定
管理更新事業

福祉体育館及び体育
施設等の指定管理者を
更新する。

文化広場指定管
理更新事業

文化広場の指定管理
者を更新する。

文化会館指定管
理更新事業

文化会館指定管理者を
更新する。

歴史民俗資料室
PR事業

歴史民俗資料室PRの
ため、パネルを制作す
る。

愛知県陶磁美術
館　出張陶芸館
陶芸教室

愛知県陶磁美術館の
陶芸教室を開催する。

閉架書庫改修事
業

閉架書庫（電動）に収
蔵してある図書が貸出
できる状態を維持する。

山田グラウンド用
地購入事業

山田グラウンド用地の
買取りを行う。

とよあけ市民大
学ひまわり講座
運営委託事業

既存講座の継続実施に
加え、公民館講座、陶
芸教室を委託する。

（仮称）市制５０
周年マラソン事
業

マラソン大会を行う。

市制50周年を記念して
演奏会等を開催する。

市制50周年記念
市民による合唱
会開催事業

福祉体育館柔道
場畳取替え事業

磨耗している柔道場畳
の取替えを行う。
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Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

事業費（千円）
重点事業名 事業内容 担当課

めざすまちの姿№
及び中施策事業名

21 図書館資料貸出事
業

図書館
4,000 4,000

(図書資料購入費等) (図書資料購入費等)

21 図書館資料貸出事
業

図書館
1,600

(書架購入費)

※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。

南部公民館図書
室書架購入事業

図書室の書架を充実さ
せる。

図書館資料拡充
事業

図書館資料を充実させ
る。
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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』ごとに関連が強い SDGｓのアイコンを明示しています。 

※⑥ 『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。 

※⑦ 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
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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
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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、長寿課、地域福祉課、学校教育課

■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する。

2,655 家庭相談員報酬
等

(※)児童発達支援セ
ンター事業

福祉型児童発達支援センターとして未就
学児童の通所による発達支援を行うとと
もに、障がい児相談支援、発達相談など
の相談支援事業、保育所等訪問支援事
業、親子療育教室等を社会福祉法人へ委
託し実施する。

154,184 委託料等

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。

322 負担金等

市民の知識と自覚を高め、早期発見への協力を促進する

事業名 事業概要
令和５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

令和５年度

　■SDGs
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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対策事業を実施する。

6,580 家庭相談員報酬
等

(※)重層的支援体制
整備事業

複合化、複雑化する地域住民の生活課題
に対応するために、高齢、障がい、子ど
も、生活困窮等の属性・世代を問わない
相談支援や地域づくりの重層的支援体制
を整備する。
訪問等により継続的につながり続ける機
能と世帯を取り巻く支援関係者全体を調
整する機能の強化を図ることにより、誰
一人取り残されることのない社会の実現
に向けて取り組む。

15,399 委託料

事業名 事業概要

関係機関と連携して早期発見と素早い対応に努める

令和５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 長寿課、地域福祉課、健康推進課、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

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・歯科健診など
の検（健）診を行う。

155,788 委託料等

休日診療所事業 休日の医療を提供する。 23,819 医師等報酬、医
薬材料費等

保健センター維持管
理事業

施設の維持管理を行うことで、長寿命化
を図るとともに、他の施設所管部署とも
連携し、施設マネジメントにより効率的
な管理運営を行う。

10,938 機械保守委託料
等

社会福祉推進事業 地域福祉（地域福祉計画）を推進する。 113 委員報酬等

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

3,310 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。
　また、すべての人が住み慣れた家庭や地域で生活できるように多様な主体
者が連携する地域福祉の仕組み作りとその推進が必要です。

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
令和５年度

　■SDGs
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事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)重層的支援体制
整備事業

複合化、複雑化する地域住民の生活課題
に対応するために、高齢、障がい、子ど
も、生活困窮等の属性・世代を問わない
相談支援や地域づくりの重層的支援体制
を整備する。
訪問等により継続的につながり続ける機
能と世帯を取り巻く支援関係者全体を調
整する機能の強化を図ることにより、誰
一人取り残されることのない社会の実現
に向けて取り組む。

15,399 委託料

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

108,927 委託料等

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。

12,111 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を交付す
る。

10,705 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

令和５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
令和５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 防災防犯対策課、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。

8,902 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、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。

2,605 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

　自動車盗や住宅への侵入盗などの「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」を引き続きしていくことで犯罪をなくすこと
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
令和５年度

　■SDGs
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事業費（千円） 主な事業費の内容

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。

333 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
補助などを行う。

3,307 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

令和５年度

市民の防犯意識の向上を図る

事業名 事業概要
令和５年度

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、地域福祉課

■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

不登校児童生徒の安心できる「居場所」
づくりのために教育支援センター（北
部・南部）を運営する。
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３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。

32,149 報酬等

(※)重層的支援体制
整備事業

複合化、複雑化する地域住民の生活課題
に対応するために、高齢、障がい、子ど
も、生活困窮等の属性・世代を問わない
相談支援や地域づくりの重層的支援体制
を整備する。
訪問等により継続的につながり続ける機
能と世帯を取り巻く支援関係者全体を調
整する機能の強化を図ることにより、誰
一人取り残されることのない社会の実現
に向けて取り組む。

15,399 委託料

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後に引きこもりとなった
人に対して、関係機関と連携した継続的な支援をしていく必要があります。

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

令和５年度

　■SDGs
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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 家庭教育学級等を運営し、青少年の健全
育成を推進する。

5,525 講座講師謝礼、
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。 42,621 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。

14,748 報酬等

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
令和５年度

　■SDGs
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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応じた様々な研修
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。

3,795 研修事業委託料
等

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。

772,560 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

令和５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
令和５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及び巡回業務
を行う。

2,286 報酬等

ごみ減量啓発事業 一般廃棄物減量に係る啓発を行う。 4,162 印刷製本費等

リサイクル推進事業 一般廃棄物（家庭系リサイクル対象品）
の収集運搬・処分を行う。

175,326 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及び巡回業務
を行う。

2,286 報酬等

(※)公園緑地管理事
業

市内の公園、緑地の施設や樹木を適切に
管理することにより、市民に安全安心な
潤いのある空間を提供するための事業を
行う。

126,447 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
令和５年度

ごみを捨てにくい環境をつくる

事業名 事業概要
令和５年度

　■SDGs
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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。

7,332 花苗購入費等

(※)市民活動支援事
業

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。

7,913 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品）
の収集運搬・処分を行う。

175,326 委託料等

事業名 事業概要

地域に根ざした美化活動を推進する

令和５年度

第５次豊明市総合計画　第８次実施計画53



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、防災防犯対策課、都市計画課

■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。

4,760 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。

300,932 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。

173,060 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。

30,914 工事費

(※)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。

28,282 委託料等

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・啓発のため、交通
安全教室やキャンペーン、後付け安全支
援装置補助などを行う。

13,275 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

　■SDGs

交通ルールの理解と遵守を促進する

事業名 事業概要

令和５年度

令和５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、企画政策課、防災防犯対策課

■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

ひまわりバス及びチョイソコとよあけを
運行し、交通事業者等と連携して公共交
通ネットワークを構築する。また利便性
向上のための環境整備、利用促進や啓発
などの事業を行う。

89,400 負担金等

(※)市営駐車場管理
運営事業

市内２ヶ所（６４台）の駐車場の運営、
維持管理等を行う。

3,002 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。

4,760 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。

28,282 委託料等

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

令和５年度

令和５年度

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

　高齢化が進む中、公共交通の役割は大きくなっています。そのため、鉄
道、バス、タクシー、チョイソコとよあけ等が相互に連携し、市民の移動需
要に応じた公共交通ネットワークを確保する必要があります。また、新型コ
ロナウイルスの影響により公共交通の利用者が減少しているため、交通サー
ビスの維持に向けた利用促進を図ることが重要です。
　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、桜ヶ丘沓掛線と合わせて早期整備が望まれます。

公共交通の利便性を良くする

事業名 事業概要

　■SDGs
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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、企画政策課、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
報活動等を行う。

2,915 借上料等

市営駐車場管理運営
事業

市内２ヶ所（６４台）の駐車場の運営、
維持管理等を行う。

3,002 委託料等

(※)地域公共交通活
性化事業

ひまわりバス及びチョイソコとよあけを
運行し、交通事業者等と連携して公共交
通ネットワークを構築する。また利便性
向上のための環境整備、利用促進や啓発
などの事業を行う。

89,400 負担金等

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を
行う。

4,872 補助金等

公害対策事業 河川等の水質、大気、自動車騒音等の監
視業務を行う。

9,354 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
令和５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、野焼きの煙、浄化槽の不適切な管理による悪臭の通報もあり、今後
も、環境監視員や関係機関による指導に努めていきます。

排気ガスの排出量を抑制する

事業名 事業概要
令和５年度

　■SDGs
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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

豊明市環境基本計画に基づき、エネル
ギーシフトの実践啓発等を行う。

74,100 償還金等

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。

38,834 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。

7,332 花苗購入費等

(※)公園緑地管理事
業

市内の公園、緑地の施設や樹木を適切に
管理することにより、市民に安全安心な
潤いのある空間を提供するための事業を
行う。

126,447 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

令和５年度

エコライフを促進する

事業名 事業概要
令和５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

関係課 市街地整備課、企画政策課、公共施設管理課、都市計画課、土木課、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。

7,332 花苗購入費等

(※)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。

38,834 業務委託

有機循環推進事業 家庭における生ごみの堆肥化を促進する
補助を行う。

2,271 補助金等

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。

7,180 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 市内の公園、緑地の施設や樹木を適切に
管理することにより、市民に安全安心な
潤いのある空間を提供するための事業を
行う。

126,447 維持管理委託料

(※)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。

38,834 業務委託

                      不自由のないコン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まちをつくる

　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、市街地再開発事業や空
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
令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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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、人口・土地利用・建物・都市施設等
について調査を行う。

17,901 委託料等

土地区画整理事業 土地区画整理事業による住居系の市街地
整備を進める。

40,704 補助金等

墓地管理事業 勅使墓園管理運営業務を行う。 23,600 償還金等

(※)地域公共交通活
性化事業

ひまわりバス及びチョイソコとよあけを
運行し、交通事業者等と連携して公共交
通ネットワークを構築する。また利便性
向上のための環境整備、利用促進や啓発
などの事業を行う。

89,400 負担金等

(※)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や個別施設計画に基
づき、計画的な公共施設マネジメントを
推進する。
また、法令に基づき建築物等の点検を実
施する。

87,340 委託料、手数料

事業名 事業概要

生活利便性の高い街をつくる

令和５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 健康推進課、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 市民スポーツ大会はじめ各種大会の開
催、各種委員会等を運営する。

8,074 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を管理運営す
る。

134,670 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を
行う。

1,872 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

スポーツ補助金事業 スポーツ協会・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。

6,776 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

令和５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
令和５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
令和５年度

　■SDGs
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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

関係課 長寿課、市民協働課、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

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のため
の事業を実施する。

47,706 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
地域譲渡等を行う。

3,435 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
康づくりの場を提供する。

10,932 委託料等

令和５年度

                      生き方に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

　■SDGs
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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
する年末見舞品を配布する。

3,440 報償費

介護予防生活支援事
業

要支援・虚弱と判定された高齢者に対
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。

99,063 負担金等

包括支援事業 高齢者が必要とするさまざまな相談等の
総合的な支援を行う。

108,927 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。

20,257 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

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

108,927 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。

10,737 補助金等

高齢者が孤立せず安心して生活できる環境をつくる

令和５年度

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

令和５年度

事業名 事業概要
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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、企画政策課、財政課、公共施設管理課、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。

772,560 維持管理費、工
事費等

小中学校給食施設維
持管理事業

給食センターの機能を常に最良の状態に
維持し、安全で衛生的な環境を確保す
る。

65,772 修繕料等

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。 107,584 維持管理費

(※)公民館管理運営
事業

南部公民館の管理運営を行う。 78,903 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を管理運営す
る。

134,670 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。 100,921 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
令和５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、公共施設適正配置計画等に基づき、計画的な施設マネジメントを推進す
る必要があります。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
令和５年度

　■SDGs
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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

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)青少年対策事業 家庭教育学級等を運営し、青少年の健全
育成を推進する。

5,525 講座講師謝礼、
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
補助金を支給する。

5,550 補助金等

(※)スポーツ補助金
事業

スポーツ協会・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。

6,776 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。

7,000 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。

10,737 補助金等

(※)市民文化育成事
業

市民の芸術活動を支援する。 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。

9,229 補助金等

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。地域・家
庭・学校等が連携し、地域を愛し、活躍できる場をつくっていくことが求め
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
令和５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
令和５年度

　■SDGs

生涯学習課、秘書広報課、企画政策課、市民協働課、産業支援課
学校教育課、図書館
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事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)郷土資料保存事
業

郷土資料を収集・整理・保管する。 658 資料整理要員報
酬

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

令和５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

■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・司法書士相
談・一般相談）に応じる。

3,702 委託料等

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。

1,402,075 給付費等

障がい者相談支援事
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
活を営めるよう相談支援する。

22,185 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。

3,857 相談員報酬

(※)高齢者在宅サー
ビス事業

在宅生活を送る高齢者に対し、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の支
給などの事業を行う。

6,036 補助金、委託
料、扶助費、負
担金等

(※)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する。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。

52,891 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、地域の中で理解を深め合い、誰ひとりとして取り残さない地域をつ
くっていくことが重要です。

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
令和５年度

　■SDGs

地域福祉課、秘書広報課、市民協働課、長寿課、産業支援課、農業政策課
学校教育課、生涯学習課
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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の作成など、豊明
市の多文化共生社会づくりに向けた事業
を行う。

9,534 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。

71,519 交付金等

共生交流プラザ管理
運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

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。

308 委託料等

(※)重層的支援体制
整備事業

複合化、複雑化する地域住民の生活課題
に対応するために、高齢、障がい、子ど
も、生活困窮等の属性・世代を問わない
相談支援や地域づくりの重層的支援体制
を整備する。
訪問等により継続的につながり続ける機
能と世帯を取り巻く支援関係者全体を調
整する機能の強化を図ることにより、誰
一人取り残されることのない社会の実現
に向けて取り組む。

15,399 委託料

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。

72,727 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た相談業
務と必要な援助を行い、社会福祉の増進
に努める。

10,788 委託料等

社会福祉団体事務 社会福祉の向上のため、社会福祉団体の
活動に対して補助金を交付する。

826 補助金等

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

5,998 補助金等

公民館管理運営事業 南部公民館の管理運営を行う。 78,903 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。 5,223 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。

14,455 施設管理費等

農村環境改善セン
ター管理運営事業

農村環境改善センターの管理運営を行
う。

7,965 委託料等

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
令和５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 地域福祉課、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
総合的な支援を行う。

108,927 委託料等

重層的支援体制整備
事業

複合化、複雑化する地域住民の生活課題
に対応するために、高齢、障がい、子ど
も、生活困窮等の属性・世代を問わない
相談支援や地域づくりの重層的支援体制
を整備する。
訪問等により継続的につながり続ける機
能と世帯を取り巻く支援関係者全体を調
整する機能の強化を図ることにより、誰
一人取り残されることのない社会の実現
に向けて取り組む。

15,399 委託料

ひとり親支援施策事
業

母子・父子家庭に対し、生活、就労等に
関する支援の情報提供と相談を実施する
とともに、自立支援給付金等を支給す
る。

5,568 扶助費等

(※)障がい者相談支
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
活を営めるよう相談支援する。

22,185 委託料等

(※)児童発達支援セ
ンター事業

福祉型児童発達支援センターとして未就
学児童の通所による発達支援を行うとと
もに、障がい児相談支援、発達相談など
の相談支援事業、保育所等訪問支援事
業、親子療育教室等を社会福祉法人へ委
託し実施する。

154,184 委託料等

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
令和５年度

　■SDGs
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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する。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。

52,891 委託料等

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。

577,397 扶助費等

(※)重層的支援体制
整備事業

複合化、複雑化する地域住民の生活課題
に対応するために、高齢、障がい、子ど
も、生活困窮等の属性・世代を問わない
相談支援や地域づくりの重層的支援体制
を整備する。
訪問等により継続的につながり続ける機
能と世帯を取り巻く支援関係者全体を調
整する機能の強化を図ることにより、誰
一人取り残されることのない社会の実現
に向けて取り組む。

15,399 委託料

(※)児童発達支援セ
ンター事業

福祉型児童発達支援センターとして未就
学児童の通所による発達支援を行うとと
もに、障がい児相談支援、発達相談など
の相談支援事業、保育所等訪問支援事
業、親子療育教室等を社会福祉法人へ委
託し実施する。

154,184 委託料等

(※)ひとり親支援施
策事業

母子・父子家庭に対し、生活、就労等に
関する支援の情報提供と相談を実施する
とともに、自立支援給付金等を支給す
る。

5,568 扶助費等

児童扶養手当給付事
業

両親又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がいを有する世
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。

200,947 手当等

後期高齢者福祉医療
事業

寝たきりや障がい者等の後期高齢者の医
療費を補助する。

153,785 扶助費等

子ども医療事業 15歳年度末までの子どもの医療費（入・
通院）及び18歳年度末までの医療費（入
院）を補助する。

370,086 扶助費等

心身障害者医療事業 一定以上の障がいをお持ちの方の医療費
を補助する。

187,129 扶助費等

家族を支援するサービスを充実させる

事業名 事業概要
令和５年度
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母子・父子家庭医療
事業

18歳年度末まで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。

60,323 扶助費等

高齢者在宅サービス
事業

在宅生活を送る高齢者に対し、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の支
給などの事業を行う。

6,036 補助金、委託料、
扶助費、負担金等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)重層的支援体制
整備事業

複合化、複雑化する地域住民の生活課題
に対応するために、高齢、障がい、子ど
も、生活困窮等の属性・世代を問わない
相談支援や地域づくりの重層的支援体制
を整備する。
訪問等により継続的につながり続ける機
能と世帯を取り巻く支援関係者全体を調
整する機能の強化を図ることにより、誰
一人取り残されることのない社会の実現
に向けて取り組む。

15,399 委託料

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。

16,370 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。

20,257 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
地域譲渡等を行う。

3,435 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
康づくりの場を提供する。

10,932 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

令和５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、学校教育課、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。

138,936 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等を
行う。

6,487 補助金等

青少年対策事業 家庭教育学級等を運営し、青少年の健全
育成を推進する。

5,525 講座講師謝礼、
委託料等

(※)放課後育成事業 放課後の子どもの安全安心な居場所を確
保する。

194,010 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。

9,229 補助金等

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
令和５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
令和５年度

　■SDGs
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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
補助金を支給する。

5,550 補助金等

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

(※)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。

71,519 交付金等

事業名 事業概要

地域活動を活発にする

令和５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 防災防犯対策課

■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。 28,717 消耗品費等

消防水利設置・維持
管理事業

防火水槽、消火栓等設置・維持管理を行
い災害の際円滑に使用することが出来る
ようにする。

7,319 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。

37,609 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。 28,717 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。

8,178 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

令和５年度

災害時に行政と民間、地域、近隣市町村と連携する

　大規模災害発生時には、行政のみではすべてに対応することが困難となる
ため、民間事業者やボランティアが大きな役割を果たしていることが、過去
の災害でも検証されており、受入体制等を整備する必要があります。
　本市の災害時の防災協定は、多くの自治体や民間団体と協定を結んで一定
程度充足してきていますが、本市にとって有効な協定を更に結び大規模災害
に備える必要があります。

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
令和５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
令和５年度

　■SDGs
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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 防災防犯対策課、土木課、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。

33,824 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
の活動を支援する。

1,040 交付金等

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

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、火災や地震等の災害による被害を軽減させるため、地域防災力の充
実強化に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
令和５年度

　■SDGs
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事業費（千円） 主な事業費の内容

総合治水対策事業 水害に強いまちを目指し、流出抑制施設
の整備を実施する。

41,206 工事費等

(※)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。

37,609 報酬等

(※)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。

8,178 委託料

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。

8,178 委託料

(※)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
の活動を支援する。

1,040 交付金等

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

令和５年度

災害に備えて地域での準備を促す

事業名 事業概要
令和５年度

第５次豊明市総合計画　第８次実施計画75



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。

1,850 委託料等

(※)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。

13,569 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

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。

7,913 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。

71,519 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

令和５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
同士が活発にコミュニケーションを行い情報を共有できるよう、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
令和５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
令和５年度

　■SDGs
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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

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

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。

9,229 補助金等

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。

3,607 報酬等

陶芸の館管理事業 陶芸の館の管理運営を行う。 2,426 委託料等

市民文化育成事業 市民の芸術活動を支援する。 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。 658 資料整理要員報
酬

                      いる

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
令和５年度

　■SDGs
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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。

7,000 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。 100,921 指定管理料等

資料情報管理事業 収集した資料情報を管理する。 8,118 システム保守委
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。

10,737 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。 42,621 資料購入費等

(※)市民文化育成事
業

市民の芸術活動を支援する。 972 補助金

令和５年度
事業名 事業概要

新しい文化を醸成する

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
令和５年度
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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。 5,609 研修委託料、負
担金

(※)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

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。

103 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。

71,519 交付金等

令和５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

令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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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。

1,776 委託料等

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。

8,970 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

　少子高齢社会の進展による扶助費の増加や、公共施設の老朽化に伴う投資
的経費の増加は今後も続く見通しで、現役世代の負担増が懸念されます。
　必要な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、より継
続性のある行政運営を行っていくことが求められています。

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
令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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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ＰＲする。

11,090 消耗品費（返礼
品代）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。

50 委員報酬

収納管理事務 納税者に対して口座振替等を推進し納期
限内納付を指導する。

13,552 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
行等を行う。

13,440 電算関係委託料
等

債権管理事務 租税とともに公課（保育料・介護保険
料・後期高齢者医療保険料）の滞納整理
を行う。

0 人件費

(※)企業誘致事業 工業団地整備事業に係る誘致対象企業へ
の訪問及び調査等を行う。

138 旅費等

(※)土地区画整理事
業

土地区画整理事業による住居系の市街地
整備を進める。

40,704 補助金等

(※)工業団地整備事
業

都市計画法に基づく開発事業により工業
団地整備を進める。

10,560 負担金

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、公共施設管理課、情報システム課、総務課、債権管理課
こども保育課、産業支援課、市街地整備課、下水道課、出納室、学校教育課

令和５年度

　■SDGs
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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、健全な財政運営を行う。
対象事業についての地方債を発行し、そ
の返済について管理する。

2,376 委託料等

(※)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。

0 人件費

(※)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や個別施設計画に基
づき、計画的な公共施設マネジメントを
推進する。
また、法令に基づき建築物等の点検を実
施する。

87,340 委託料、手数料

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
取組を実施する。

1,159 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
共施設適正配置計画や個別施設計画に基
づき、計画的な公共施設マネジメントを
推進する。
また、法令に基づき建築物等の点検を実
施する。

87,340 委託料、手数料

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。

23 負担金等

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。

3,190 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。

31 消耗品費

(※)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。

772,560 維持管理費、工
事費等

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
令和５年度

令和５年度
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(※)小中学校給食施
設維持管理事業

給食センターの機能を常に最良の状態に
維持し、安全で衛生的な環境を確保す
る。

65,772 修繕料等

(※)保育所等整備事
業

必要な人が保育所等を利用できるように
定員を確保する。

199,986 補助金等

庁舎維持管理事業 庁舎施設の維持管理を行うことで長寿命
化を図るとともに、他の施設所管部署と
も連携し、施設マネジメントにより効率
的な財政運営を図る。

115,078 工事費、機械保
守委託料等

市有財産管理事業 市有財産の管理を行う。 41,054 土地等借上料等

建築物営繕工事事業 主要な営繕工事の設計及び監理業務を行
い、かつ長寿命化の推進等持続可能な財
政運営を図る。

0 人件費

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。

230,098 工事費等

公共下水道維持管理
事業

下水道施設を良好な状態で使用できるよ
う適切に維持管理を行う。

1,267,245 委託料等

公共下水道建設改良
事業

老朽化の進む下水道施設の改築、更新等
を行う。

685,957 工事費等

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、及び
運用管理を行う。

145,495 委託料等

(※)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。

8,902 委託料、負担金
等
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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

関係課 秘書広報課、企画政策課、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。 5,609 研修委託料、負
担金

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。

2,460 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。 26,320 窓口事務報酬等

ＩＣＴ推進事業 ＩＣＴ技術の活用により行政サービスの
向上・充実を図る。

17,680 委託料等

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。

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、及び
運用管理を行う。

145,495 委託料等

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。

8,902 委託料、負担金
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

                      している

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
令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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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

関係課 秘書広報課、企画政策課、情報システム課、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。

13,569 印刷製本費等

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、議会だよりの編集発行支援、
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、議会報告会などの開催を支援し、
市民の声を聴き、政策提案の支援をして
いく。

8,361 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。

1,850 委託料等

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。

462 使用料

(※)ＩＣＴ推進事業 ＩＣＴ技術の活用により行政サービスの
向上・充実を図る。

17,680 委託料等

                      市民に分かりやすい

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
令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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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

関係課 企画政策課、秘書広報課、財政課

■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。

0 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。

1,776 委託料等

(※)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。

23 負担金等

(※)職員研修事業 職員の研修を行う。 5,609 研修委託料、負担
金

                      改善している

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

　市民に対して責任を果たすために、市民と共有する目標をしっかりと捉え、
無駄な行政コストを省き、本当に必要とされる事業に見直していくことが重要
です。
　事業が十分な成果を出しているかについて定期的に確認すると同時に、目標
達成に向けて有効な事業が展開できるよう事業改善や廃止、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
令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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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

■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。

7,840 報酬等

(※)妊娠出産子育て
ワンストップ事業

母子健康手帳の交付時から保健師が関わ
り、各種健康診査、家庭訪問、ファミ
リーサポートセンター等を通じて妊娠期
より切れ目のない子育て支援を実施す
る。

189,620 委託料等

(※)休日診療所事業 休日の医療を提供する。 23,819 医師等報酬、医
薬材料費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

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。

14,748 報酬等

妊娠出産子育てワン
ストップ事業

母子健康手帳の交付時から保健師が関わ
り、各種健康診査、家庭訪問、ファミ
リーサポートセンター等を通じて妊娠期
より切れ目のない子育て支援を実施す
る。

189,620 委託料等

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
令和５年度

子育て支援課、市民協働課、健康推進課、こども保育課、保険医療課
産業支援課、都市計画課、学校教育課

　■SDGs

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
令和５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。

1,054,025 手当等

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
する計画を推進する。

2,310 報酬、委託料

(※)子ども医療事業 15歳年度末までの子どもの医療費（入・
通院）及び18歳年度末までの医療費（入
院）を補助する。

370,086 扶助費等

(※)児童発達支援セ
ンター事業

福祉型児童発達支援センターとして未就
学児童の通所による発達支援を行うとと
もに、障がい児相談支援、発達相談など
の相談支援事業、保育所等訪問支援事
業、親子療育教室等を社会福祉法人へ委
託し実施する。

154,184 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

放課後育成事業 放課後の子どもの安全安心な居場所を確
保する。

194,010 委託料等

保育所等運営事業 保育所等を安心して利用できるように保
育環境を整える。

2,000,975 報酬等

保育所等整備事業 必要な人が保育所等を利用できるように
定員を確保する。

199,986 補助金等

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。

8,905 補助金

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、親との同居・近居
のために新たに住宅を取得する際の固定
資産税相当額の一部を助成する。

18,000 補助金

(※)妊娠出産子育て
ワンストップ事業

母子健康手帳の交付時から保健師が関わ
り、各種健康診査、家庭訪問、ファミ
リーサポートセンター等を通じて妊娠期
より切れ目のない子育て支援を実施す
る。

189,620 委託料等

事業名 事業概要

仕事と子育ての両立ができる環境をつくる

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
令和５年度

令和５年度
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(※)児童発達支援セ
ンター事業

福祉型児童発達支援センターとして未就
学児童の通所による発達支援を行うとと
もに、障がい児相談支援、発達相談など
の相談支援事業、保育所等訪問支援事
業、親子療育教室等を社会福祉法人へ委
託し実施する。

154,184 委託料等

(※)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。また、労働局との連携に
より雇用支援を行う。

3,038 補助金等

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等により、市民交流
の場を創出する。

81,049 委託料等

事業名 事業概要
令和５年度

男女の出会いの機会を創出する
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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

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

食育推進事業 第２次とよあけ健康２１計画に基づいて
多様な関係者が相互の理解を深め、連
携・協働し食育を推進する。

46 委託料等

(※)スポーツ振興事
業

市民スポーツ大会はじめ各種大会の開
催、各種委員会等を運営する。

8,074 委員報酬等

(※)スポーツ補助金
事業

スポーツ協会・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。

6,776 補助金等

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
令和５年度

　■SDGs

市民協働課、防災防犯対策課、健康推進課、こども保育課、子育て支援課
都市計画課、学校教育課、生涯学習課
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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の改修等を行う。 24,052 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を管理運営す
る。

134,670 指定管理料等

(※)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。

138,936 指定管理料等

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)放課後育成事業 放課後の子どもの安全安心な居場所を確
保する。

194,010 委託料等

(※)スポーツ振興事
業

市民スポーツ大会ほか各種大会の開催、
各種委員会等を行う。

8,074 委員報酬等

(※)スポーツ補助金
事業

スポーツ協会・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。

6,776 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
ほか、防犯灯・カメラ等の設置費用の補
助などを行う。

8,902 監視員報酬等

身近に安心して遊べる場所を整備する

事業名 事業概要

身近で共に遊べる仲間づくりを支援する

令和５年度

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
令和５年度

令和５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

(※)スポーツ補助金
事業

スポーツ協会・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。

6,776 補助金等

(※)青少年対策事業 家庭教育学級等を運営し、青少年の健全
育成を推進する。

5,525 講座講師謝礼、
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
がいのある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。

111,516 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
令和５年度

　■SDGs
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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

市民スポーツ大会はじめ各種大会の開
催、各種委員会等を運営する。

8,074 委員報酬等

(※)市民文化育成事
業

市民の芸術活動を支援する。 972 補助金

(※)児童発達支援セ
ンター事業

福祉型児童発達支援センターとして未就
学児童の通所による発達支援を行うとと
もに、障がい児相談支援、発達相談など
の相談支援事業、保育所等訪問支援事
業、親子療育教室等を社会福祉法人へ委
託し実施する。

154,184 委託料等

(※)障がい児福祉
サービス事業

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。

421,740 サービス事業費
（扶助費）

事業費（千円） 主な事業費の内容

児童発達支援セン
ター事業

福祉型児童発達支援センターとして未就
学児童の通所による発達支援を行うとと
もに、障がい児相談支援、発達相談など
の相談支援事業、保育所等訪問支援事
業、親子療育教室等を社会福祉法人へ委
託し実施する。

154,184 委託料等

障がい児福祉サービ
ス事業

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。

421,740 サービス事業費
（扶助費）

(※)学校と地域の連
携事業

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。

5,917 委託料等

令和５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
令和５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、

関係課

■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。

10,737 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。

7,000 開催委託料

(※)商工業の育成振
興事業

地域ブランドの開発等により、市民交流
の場を創出する。

81,049 委託料等

                      「足を運んでいただけるまち」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、沓掛城址公園などは、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、藤田医科大学病院、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
令和５年度

　■SDGs

産業支援課、秘書広報課、企画政策課、情報システム課、市民協働課
生涯学習課
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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 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。

451 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ＰＲする。

11,090 消耗品費（返礼
品代）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。

1,850 委託料等

(※)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。

462 使用料

とよあけの魅力を発信する

事業名 事業概要
令和５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。

43,189 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。

197 印刷製本費

(※)企業誘致事業 工業団地整備事業に係る誘致対象企業へ
の訪問及び調査等を行う。

138 旅費等

(※)工業団地整備事
業

都市計画法に基づく開発事業により工業
団地整備を進める。

10,560 負担金

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)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。

0 人件費

地域の経済活動が盛んなまちをつくる

　優良農地の保全を図りつつ、土地利用の見直しも視野に入れた産業立地の
推進や空き店舗等を活用した起業、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
令和５年度

事業名 事業概要
令和５年度

　■SDGs
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商工業の育成振興事
業

地域ブランドの開発、駅前等の地域経済
活性化事業に対する支援を行う。

81,049 委託料等

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。

21,770 補助金

企業誘致事業 工業団地整備事業に係る誘致対象企業へ
の訪問及び調査等を行う。

138 旅費等

工業団地整備事業 都市計画法に基づく開発事業により工業
団地整備を進める。

10,560 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、補助金の交付等の支援を行う。

12,608 補助金等

農業委員会事業 法令に基づき、農地の利用について適切
な許認可を行う。また、遊休農地の発生
防止及び解消のために現場活動等を行
う。

12,809 報酬等

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。

137,050 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 長寿課、地域福祉課、産業支援課

■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
地域譲渡等を行う。

3,435 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。

72,727 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、補助
金等を交付する。

26,709 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働き方の選択ができ
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
令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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(※)障がい者相談支
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
活を営めるよう相談支援する。

22,185 委託料等

(※)障がい福祉推進
事業

障がい者に対して、地域における障がい
福祉サービスの向上を推進する。

3,310 委託料等

(※)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。

1,402,075 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、企画政策課、防災防犯対策課、学校教育課、生涯学習課

■課題

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

(※)青少年対策事業 家庭教育学級等を運営し、青少年の健全
育成を推進する。

5,525 講座講師謝礼、
委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

(※)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。

37,609 報酬等

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
令和５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。
　若者の地域活動に取り組む機会の創出に協力し、地域活動の理解を深め、
次世代の担い手となるよう、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
令和５年度

　■SDGs
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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

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。

7,913 交付金等

(※)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。

71,519 交付金等

(※)学校と地域の連
携事業

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。

5,917 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)共生交流プラザ
管理運営事業

市民や地域の多様な主体が交流し、世代
や分野を越えてつながる場所として、共
生交流プラザの管理運営を行う。

58,744 指定管理料等

市民活動支援事業 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。

7,913 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

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
令和５年度

令和５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、防災防犯対策課、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。

7,000 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。

10,737 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。

37,609 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
令和５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
令和５年度

　■SDGs
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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。

23 負担金等

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

令和５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

保育士資格等の取得支援を行う。 807 補助金、委託料
等

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。

481 印刷製本費等

事業費（千円） 主な事業費の内容

(※)放課後育成事業 放課後の子どもの安全安心な居場所を確
保する。

194,010 委託料等

令和５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、長寿課、こども保育課、子育て支援課、産業支援課
都市計画課、学校教育課

　■SDGs

令和５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

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
令和５年度
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(※)保育所等運営事
業

保育所等を安心して利用できるように保
育環境を整える。

2,000,975 報酬等

(※)保育所等整備事
業

必要な人が保育所等を利用できるように
定員を確保する。

199,986 補助金等

(※)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。

8,905 補助金

(※)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、親との同居・近居
のために新たに住宅を取得する際の固定
資産税相当額の一部を助成する。

18,000 補助金

(※)妊娠出産子育て
ワンストップ事業

母子健康手帳の交付時から保健師が関わ
り、各種健康診査、家庭訪問、ファミ
リーサポートセンター等を通じて妊娠期
より切れ目のない子育て支援を実施す
る。

189,620 委託料等

(※)高齢者在宅サー
ビス事業

在宅生活を送る高齢者に対し、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の支
給などの事業を行う。

6,036 補助金、委託
料、扶助費、負
担金等

(※)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。また、労働局との連携に
より雇用支援を行う。

3,038 補助金等
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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の作成など、豊明
市の多文化共生社会づくりに向けた事業
を行う。

9,534 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。

132,411 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）で大学等
の入学金を支援する。

1,510 奨学金

(※)青少年対策事業 家庭教育学級等を運営し、青少年の健全
育成を推進する。

5,525 講座講師謝礼、
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「社会体験」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

令和５年度

令和５年度

　■SDGs
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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

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。

5,917 委託料等

令和５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

関係課 学校教育課、秘書広報課、生涯学習課

■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

少人数指導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。

76,977 補助教員報酬

(※)青少年対策事業 家庭教育学級等を運営し、青少年の健全
育成を推進する。

5,525 講座講師謝礼、
委託料等

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、派遣職員（指導主事）及び
学校医等の配置やＩＣＴ教育環境等の整
備により、円滑な学校運営を行う。

282,725 派遣職員負担
金、電算関係借
上料等

指導力向上事業 教職員の経験年数等に応じた様々な研修
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。

3,795 研修事業委託料
等

                      向上している

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

　これからの社会は目まぐるしく変化し、予測困難な時代となります。今
後、新しい社会を担う子どもたちに「自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考
え、判断して行動する力」を身に付けさせる必要があります。
　質の高い学びを実現するために、授業の中で指導者が一方的に説明するだ
けではなく、子ども同士が考えや思いを聴き合うことを大切にした授業改善
を進めていきます。また、より難しい課題にも協同で取り組ませることで、
子どもたちが主体的に、夢中になって学ぶ姿を目指した実践を進めていま
す。

自ら学ぶ意欲を高める

事業名 事業概要
令和５年度

令和５年度

　■SDGs

第５次豊明市総合計画　第８次実施計画108



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、ポルトガル語等の通訳を配置
する。

41,973 通訳報酬等

大学等入学支援事業 ふるさと応援奨学金（貸付型）で大学等
の入学金を支援する。

1,510 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。

427,801 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。

132,411 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

総合教育会議事務 総合教育会議を運営する。 0 人件費

特別支援教育事業 知的障がい、肢体不自由など、様々な障
がいのある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。

111,516 特別教育支援員
報酬等

教育委員会事務事業 教育委員会を運営する。 2,742 委員報酬等

(※)学校と地域の連
携事業

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。

5,917 委託料等

事業費（千円） 主な事業費の内容

就学支援事業 経済的な理由等により生活が困窮してい
る家庭の児童生徒の保護者に対して支援
することで、児童生徒が必要な教育を受
けられる環境をつくる。

31,887 補助金等

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

令和５年度

令和５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。

21,770 補助金

(※)学校と地域の連
携事業

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。

5,917 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。

0 人件費

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、企業説明会を行政・学校・企業・関係団体と連携して実施
し、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、働き続けたい
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
令和５年度

　■SDGs
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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。また、労働局との連携に
より雇用支援を行う。

3,038 補助金等

(※)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、補助金の交付等の支援を行う。

12,608 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。また、労働局との連携に
より雇用支援を行う。

3,038 補助金等

(※)学校と地域の連
携事業

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。

5,917 委託料等

令和５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
令和５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、企画政策課、情報システム課、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
する会議に参加できるよう支援する。
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支援す
る。

7,418 交付金等

(※)職員研修事業 職員の研修を行う。 5,609 研修委託料、負
担金

(※)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
取組を実施する。

1,159 委員報酬

(※)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。

23 負担金等

(※)ＩＣＴ推進事業 ＤＸ推進に取組み、「行政サービスの向
上」「業務の効率化・省力化」を行うと
ともに、デジタル人材の育成を行う。

17,680 委託料等

                      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

令和５年度

　■SDGs

チャレンジしやすい環境をつくる
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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、２７
４０ 広聴事業 ２２

総合教育会議事務 ３８ 市民相談事業 １５

広報事業 ２０、２６ 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 ２４、２５、２７ 行政改革関係事務 ２４、４０

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、
４０

地域公共交通活性化事業 ８、９、１０

行政経営部　公共施設管理課

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

公共施設マネジメント推進事業 １０、２４ 建築物営繕工事事業 ２４

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

電子自治体推進協議会事業 ２５ マイナンバー法関係事務 ２４、２５

ＩＣＴ推進事業 ２５、２６、４０

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 事業名
関連する

めざすまちの姿

市有財産管理事業 ２４ 庁舎維持管理事業 ２４

市民生活部　防災防犯対策課

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

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

所属別索引
※下線は関連する事業として再掲しています

第５次豊明市総合計画　第８次実施計画113



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

債権管理事務 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、３４

ＬＧＢＴ事業 １５ 共生交流プラザ管理運営事業
１２、１５、１７、
２１、２８、２９
３４

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　地域福祉課

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 重層的支援体制整備事業
１、２、４、
１５、１６

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

障がい者相談支援事業 １５、１６、３３ 社会福祉団体事務 １５

生活困窮者等扶助事業 １５、１６ 生活保護扶助事業 １６

障がい福祉推進事業 ２、３３ 障がい児福祉サービス事業 ３０

健康福祉部　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

健康福祉部　健康推進課

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

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

保健センター維持管理事業 ２ 保健衛生事業 ２
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健康福祉部　こども保育課

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

保育所等整備事業 ２４、２８、３６ 保育所等運営事業 ２８、３６

認可外保育施設事業 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 児童館管理運営事業 １７、２９

児童福祉地域活動事業 １７ 子育て支援センター事業 ５、２８

児童発達支援センター事業
１、１６、２８、
３０ 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

妊娠出産子育てワンストップ事業 ２８、３６

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 ２８、３６、３９ 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 ３２、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 ２４、３２

経済建設部　農業政策課

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

農業振興事業 ３２、３９ 農村環境改善センター管理運営事業 １５

農業委員会事業 ３２

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、１０ 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

総合治水対策事業 １９
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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 ７、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

土地区画整理事業 １０、２４ 工業団地整備事業 ２４、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

公共下水道維持管理事業 ２４ 公共下水道建設改良事業 ２４

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

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
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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、２４ いじめ・不登校対策充実事業 ４

就学支援事業 ３８ 学校給食事業 ３８

学力向上対策事業 ３７、３８ 定住外国人児童生徒支援事業 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
３０、３４、３７
３８、３９ 放課後育成事業

１７、２８、２９
３６

特別支援教育事業 ３０、３８ 大学等入学支援事業 ３７、３８

小中学校給食施設維持管理事業 １３、２４ 豊明勤労会館事業 １５

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

青少年対策事業
５、１４、１７、
３０、３４、３７
３８

スポーツ補助金事業
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 市史編さん事業 ２１

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 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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