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○総合計画　実施計画事業一覧表

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課

1-1-1 市民との対話充実事業 2,502 11101

まちづくりミーティング事業 22 まちづくり推進課

あさけんポスト事業 32 まちづくり推進課

エリア担当職員配置事業 2,448 まちづくり推進課

1-1-2 まちづくり担い手育成支援事業 2,541 11201

まちづくり参加セミナー事業 165 まちづくり推進課

まちづくり支援相談事業 2,376 まちづくり推進課

1-1-3 まちづくり活動促進事業 9,748 11301

まちづくり活動助成事業 5,612 まちづくり推進課

まちづくり活動補償事業 4,136 まちづくり推進課

1-2-1 コミュニティ支援事業 24,600 12101

自治会集会施設建設等補助事業 14,656 まちづくり推進課

自治会連合会活動補助事業 9,944 まちづくり推進課

1-2-2 地域活動支援事業 61,460 12201

自治会地域社会活動補助事業 4,000 まちづくり推進課

自治会振興交付金交付事業 57,460 まちづくり推進課

1-2-3 広報充実事業 25,061 12301

広報紙発行事業 14,272 秘書広報課

ウェブサイト運営事業 6,148 秘書広報課

テレビ・ラジオ番組制作事業 4,129 秘書広報課

市政掲示板維持管理事業 411 秘書広報課

市民カメラマン事業 101 秘書広報課

体系 施策の方向性
項目名/区分

市
民
協
働

自
治
会
・
広
報
活
動

柱

対話によるまちづくり

まちづくりの担い手育成

協働によるまちづくり

コミュニティ活動への支援

地域活動への参加促進

広報活動の充実

基本目標１　思いやりとふれあいのある協働のまち（市民協働）

資料１ 
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
体系 施策の方向性

項目名/区分
柱

1-3-1 人権啓発推進事業 771 13101

人権啓発事業 771 まちづくり推進課

平和意識啓発事業 656 13102

平和の日推進事業 656 総務課

1-3-2 男女共同参画推進事業 1,563 13201

男女共同参画推進事業 1,563 まちづくり推進課

1-3-3 外国籍市民のための生活支援事業 11,679 13301

外国籍市民のための生活支援事業 11,229 ブランド創造課

国際協会支援事業 450 ブランド創造課

多文化共生の推進

人
権
・
平
和

人権・平和の尊重

男女共同参画社会の実現
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
体系 施策の方向性

項目名/区分
柱

2-1-1 学校経営振興事業 15,000 21101

学校経営振興事業 15,000 教育総務課

学校ＩＣＴ化推進事業 107,026 21102

パソコン室PC・教室PC更新事業 22,435 教育総務課

学校ICT化推進事業 69,749 教育総務課

教職員PC更新事業 14,842 教育総務課

教職員パワーアップ事業 14,532 21103

教職員パワーアップ塾事業 14,532 学校教育課

英語教育推進事業 51,469 21104

KET（各務原英語指導助手）配置事業 51,469 学校教育課

外国籍児童支援事業 7,184 21105

Futuro教室運営事業 7,184 学校教育課

特別支援教育指導推進事業 18,990 21106

特別支援教育指導推進事業 18,990 学校教育課

スポーツ推進事業 2,480 21107

学校体育コーディネーター派遣事業 2,480 学校教育課

不登校・不適応対策事業 17,646 21108

適応相談事業 8,873 学校教育課

あすなろ教室事業 6,138 学校教育課

学びの教室運営事業 2,635 学校教育課

2-1-2 各務野立志塾事業 1,533 21201

各務野立志塾事業 1,533 学校教育課

地域人材活用事業 9,051 21202

基礎学力向上事業 3,938 学校教育課

地域人材活用事業 5,113 学校教育課

基本目標２　心豊かで文化を育む人づくりのまち（教育・文化・スポーツ）

学
校
教
育

学校教育の充実

地域資源の活用
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
体系 施策の方向性

項目名/区分
柱

2-1-3 学校保健推進事業 51,980 21301

学校保健推進事業 51,980 学校教育課

食育推進事業 0 21302

食育推進事業 0 学校教育課

2-1-4 学校施設設備修繕・維持管理事業 103,407 21401

学校施設設備修繕・維持管理事業 103,407 教育総務課

小中学校冷暖房設備整備事業 1,330,432 21402

小中学校冷暖房設備整備事業 1,330,432 教育総務課

学校施設非構造部材耐震化事業 32,312 21403

学校施設非構造部材耐震化事業 32,312 教育総務課

学校施設給水設備改修等整備事業 61,556 21404

単独給食調理場給水設備改修事業 23,234 教育総務課

学校施設給配水管更新事業 38,322 教育総務課

学校施設運動場改修等整備事業 19,691 21405

屋内運動場改修等計画事業 19,691 教育総務課

2-2-1 地域教育力向上事業 22,390 22101

青少年育成活動事業 22,390 青少年教育課

2-2-2 情報モラル向上事業 0 22201

情報モラル向上事業 0 青少年教育課

2-2-3 家庭教育充実事業 1,068 22301

子育て広場、家庭教育学級事業 1,068 青少年教育課

学
校
教
育

学校施設・設備の充実

地域教育力の向上

青
少
年
教
育

学校保健の充実と食育の推
進

情報モラルの向上

家庭教育の充実
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
体系 施策の方向性

項目名/区分
柱

2-2-4 少年自然の家改修等整備事業 16,426 22401

少年自然の家改修等整備事業（長寿命化） 16,426 少年自然の家

体験学習推進事業 7,212 22402

体験学習推進事業 7,212 少年自然の家

青少年体験教育事業 8,816 22403

防災キャンプ開催事業 872 青少年教育課

中学生海外派遣事業 7,944 青少年教育課

2-3-1 生涯学習推進事業 5,965 23101

生涯学習推進事業 373 いきいき楽習課

生涯学習フォーラム事業 178 いきいき楽習課

自然体験塾講座事業 2,313 いきいき楽習課

マーケット日和事業 3,101 いきいき楽習課

2-3-2 文化会館施設整備事業 203,610 23201

中央ライフデザインセンターリフレッシュ事業 203,610 いきいき楽習課

2-3-3 図書館改修等整備事業 40,500 23301

40,500 中央図書館

本に親しむ事業 206 23302

206 中央図書館

2-4-1 芸術・文化活動充実事業 19,122 24101

芸術・文化活動充実事業 19,122 いきいき楽習課

2-4-2 遺跡発掘調査事業 2,995 24201

鵜沼古市場遺跡発掘調査事業 2,995 文化財課

歴史遺産保護管理事業 1,000 24202

炉畑遺跡住居茅葺屋根補修事業 1,000 文化財課

歴史遺産活用事業 2,281 24203

ふるさとの歴史発見事業 638 文化財課

文化財公開活用事業 1,643 文化財課

青
少
年
教
育

学
び
の
機
会

芸
術
・
文
化
・
歴
史

生涯学習の充実

社会教育環境の整備

図書館サービスの充実

芸術・文化活動の充実

歴史・文化遺産の保護と利
活用

体験学習の充実

中央図書館改修等整備事業（長寿命化計画）

私の１冊事業
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
体系 施策の方向性

項目名/区分
柱

2-5-1 生涯スポーツ推進事業 13,541 25101

かかみがはらシティマラソン事業 7,200 スポーツ課

かかみがはらDEウォーキング事業 2,102 スポーツ課

スポーツスクール事業 1,526 スポーツ課

軽スポーツ交流会事業 432 スポーツ課

げんき祭事業 2,281 スポーツ課

2-5-2 地域スポーツ活動支援事業 17,550 25201

スポーツ団体活動支援事業 17,550 スポーツ課

2-5-3 スポーツ施設改修等整備事業 294,052 25301

各種スポーツ施設改修等整備事業 96,476 スポーツ課

勤労青少年運動場再整備事業 194,096 スポーツ課

3,480 スポーツ課

2-5-4 ホッケー推進事業 728 25401

ホッケースクール事業 228 スポーツ課

全国高等学校選抜ホッケー大会支援事業 500 スポーツ課

2-5-5 スポーツ推進計画策定事業 4,594 25501

（仮称）スポーツ推進計画策定事業 4,594 スポーツ課

ス
ポ
ー

ツ

「（仮称）スポーツ推進計
画」の策定

スポーツ機会の創出

地域スポーツ活動への支援

スポーツ施設の充実

総合体育館改修等整備事業（長寿命化計画）

ホッケーの推進
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
体系 施策の方向性

項目名/区分
柱

3-1-1 環境保護・保全推進事業 16,489 31101

環境市民会議の開催 66 環境政策課

エコニコ各務原推進事業 195 環境政策課

環境月間啓発事業 5 環境政策課

こどもエコクラブ育成支援事業 451 環境政策課

大気、騒音等環境測定事業 5,120 環境政策課

まちピカ応援隊事業 180 環境政策課

美しいまちづくり推進事業 923 環境政策課

不法投棄防止対策推進事業 9,549 環境政策課

3-1-2 環境学習事業 1,225 31201

各務原市こども環境賞表彰事業 11 環境政策課

こども環境教室事業 331 環境政策課

親子環境教室事業 883 環境政策課

3-2-1 リサイクル・再資源化事業 73,368 32101

緑ごみリサイクル事業 49,334 環境政策課

小型家電リサイクル事業 101 環境政策課

古紙回収ステーション事業 161 環境政策課

雑がみ回収啓発事業 610 環境政策課

資源集団回収奨励事業 23,162 環境政策課

3-2-2 一般廃棄物収集運搬事業 415,681 32201

一般廃棄物収集運搬事業 415,681 環境政策課

北清掃センター施設維持補修事業 255,603 32202

北清掃センター施設維持補修事業 255,603 北清掃センター

基本目標３　豊かな自然と調和する共生のまち（環境）

環
境
保
護
・
保
全
活
動

循
環
型
社
会

環境保護・保全活動の推進

環境教育の充実

循環型社会の形成

適正な廃棄物の処理
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
体系 施策の方向性

項目名/区分
柱

3-3-1 地球温暖化防止推進事業 1,018 33101

地球温暖化対策地域推進計画推進事業 17 環境政策課

1,001 環境政策課

3-3-2 地下水対策事業 5,691 33201

各務原市地下水懇談会運営事業 30 環境政策課

地下水水質測定・解析事業 3,003 環境政策課

地下水揚水実態調査事業 2,658 環境政策課

3-3-3 水質汚濁防止推進事業 59,127 33301

浄化槽設置補助事業 59,127 環境政策課

し尿処理施設維持補修事業 46,276 33302

し尿処理施設維持補修事業 46,276 クリーンセンター

し尿処理施設改修事業 2,402 33303

し尿処理施設改修事業 2,402 クリーンセンター

3-3-4 特定外来生物対策事業 6,746 33401

アルゼンチンアリ防除事業 6,742 環境政策課

オオキンケイギク環境学習事業 4 環境政策課

住宅用太陽光発電システム導入補助事業

生
活
環
境

地下水の保全・管理

生活排水対策の推進

特定外来生物の駆除と生物
多様性の保全

地球温暖化防止対策の推進
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課

4-1-1 健康づくり啓発事業 3,700 41101

健康のつどい事業 3,700 健康管理課

4-1-2 健康づくり活動支援事業 664 41201

健康づくり団体支援事業 664 健康管理課

4-1-3 食の健康推進事業 184 41301

栄養教室事業 184 健康管理課

4-1-4 こころの健康推進事業 257 41401

自殺・うつ病予防対策事業 257 社会福祉課

4-2-1 生活習慣病予防事業 148,824 42101

ヤング健診事業 12,704 健康管理課

健康診査（無保険者）事業 182 健康管理課

各種がん検診事業 127,656 健康管理課

肝炎ウィルス検診事業 8,050 健康管理課

健康相談及び訪問指導事業 232 健康管理課

4-2-2 歯科保健事業 14,666 42201

２歳児歯科教室事業 402 健康管理課

幼児フッ素塗布事業 4,402 健康管理課

歯科保健講習会事業 38 健康管理課

歯周疾患検診事業 9,728 健康管理課

8020運動推進事業 96 健康管理課

4-2-3 母子保健推進事業 153,059 42301

妊婦相談・妊婦健康診査事業 130,236 健康管理課

乳幼児相談・健康診査事業 22,823 健康管理課

不妊治療助成事業 15,000 42302

不妊治療助成事業 15,000 健康管理課

施策の方向性
項目名/区分

健
康
づ
く
り

健康づくり活動への支援

食を通じた健康づくりの推
進

こころの健康の保持・増進

体系柱

基本目標４　元気があふれる健やかなまち（保健・医療）

健康寿命の延伸に関する啓
発

保
健
・
予
防

生活習慣病等予防の推進

歯の健康の保持・増進

母子保健の充実
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

4-2-4 感染症予防対策事業 344,343 42401

予防接種事業 343,582 健康管理課

風しん予防接種事業 761 健康管理課

4-2-5 保健相談センター運営事業 0 42501

保健相談センター運営事業 0 健康管理課

4-3-1 かかりつけ医普及・啓発事業 0 43101

かかりつけ医普及・啓発事業 0 健康管理課

4-3-2 休日急病診療体制充実事業 30,085 43201

30,085 健康管理課

東海中央病院改築助成事業 200,000 43202

東海中央病院改築助成事業 200,000 健康管理課

4-3-3 保健衛生施設改修等整備事業 288 43301

各務原市准看護学校改修等整備事業 288 健康管理課

各務原市准看護学校支援事業 6,700 43302

各務原市准看護学校支援事業 6,700 健康管理課

保
健
・
予
防

地
域
医
療

休日急病診療所・歯科休日在宅当番運営事業

地域医療体制の整備

感染症予防対策の推進

健康づくりを支援する環境
の整備

かかりつけ医制度の推進

救急医療体制の充実
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事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

5-1-1 福祉ボランティア育成事業 143 51101

福祉体験学習事業 143 福祉総務課

5-1-2 支え合いサポーター認定事業 3,600 51201

支えあいサポーター育成事業 3,600 高齢福祉課

5-1-3 地域支え合い活動支援事業 8,100 51301

地域支え合い活動支援事業 8,100 福祉総務課

福祉センター等施設改修等整備事業 19,053 51302

福祉センター等施設改修等整備事業 19,053 福祉総務課

5-2-1 国保健康増進事業 190,944 52101

健康増進事業 190,944 医療保険課

5-2-2 介護予防事業 42,699 52201

介護予防事業 42,699 高齢福祉課

5-2-3 生活困窮者自立支援事業 24,897 52301

生活困窮者自立支援事業 24,897 社会福祉課

準保護世帯福祉医療費助成事業 10,000 52302

準保護世帯福祉医療費助成事業 10,000 医療保険課

5-2-4 年金相談事業 2,532 52401

年金相談事業 2,532 市民課

5-3-1 地域包括支援センター運営事業 127,679 53101

地域包括支援センター運営事業 127,679 高齢福祉課

地域包括ケアシステム構築事業 1,129 53102

かかみがはら安心ネットワーク事業 1,129 高齢福祉課

5-3-2 介護保険施設等建設補助事業 64,138 53201

64,138 介護保険課

高齢者日常生活支援事業 18,397 53202

18,397 高齢福祉課

生活困窮者自立支援施策の
充実

地域密着型介護保険施設等建設補助事業

国民年金制度に関する啓発

地域包括ケア体制の構築

高齢者の自立支援・生活支
援

高
齢
者
福
祉

地
域
福
祉

基本目標５　支えあいと笑顔あふれる思いやりのまち（福祉・社会保障）

高齢者生活支援事業（ヘルパー、緊急通報等）

社
会
保
障

地域福祉の担い手育成

ボランティアの連携強化

福祉の拠点づくりの推進

国民健康保険制度、後期高齢者医療保
険制度の適正の運用

介護保険制度の適正な運用



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

5-3-3 認知症対策推進事業 42,685 53301

認知症対策推進事業 42,685 高齢福祉課

5-3-4 高齢者生きがい対策支援事業 12,598 53401

シニアクラブ活動支援事業 12,598 高齢福祉課

高齢者福祉施設改修等整備事業 10,339 53402

高齢者福祉施設改修等整備事業 10,339 高齢福祉課

5-3-5 高齢者社会参画支援事業 19,292 53501

シルバー人材センター運営補助事業 19,292 高齢福祉課

5-4-1 障がい者相談支援事業 61,250 54101

身体・知的障がい者相談員設置事業 882 社会福祉課

成年後見制度利用支援事業 273 社会福祉課

相談支援事業 30,573 社会福祉課

計画相談支援 28,942 社会福祉課

地域相談支援 281 社会福祉課

虐待緊急一時保護事業 299 社会福祉課

5-4-2 障がい者自立支援事業 1,723,281 54201

自立支援給付事業 1,556,234 社会福祉課

補装具費支給事業 32,738 社会福祉課

日常生活用具給付事業 37,341 社会福祉課

ニュー福祉機器助成事業 358 社会福祉課

難聴児補聴器購入費等助成事業 222 社会福祉課

96,388 社会福祉課

障がい者地域生活支援事業 191,825 54202

地域生活支援給付事業 95,677 社会福祉課

住宅改善助成事業 3,500 社会福祉課

理美容サービス事業 120 社会福祉課

車いす利用者健康診査事業 158 社会福祉課

特別障害者手当等支給事業 92,370 社会福祉課

自立支援医療給付事業（更生医療、育成医療）

認知症対策の推進

高齢者の生きがいづくりの
推進

高齢者の社会参加促進

相談体制、サービス情報提
供の充実

障がい児者自立支援の促進

高
齢
者
福
祉

障
が
い
者
福
祉



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

障がい児自立支援事業 7,844 54203

居宅介護事業 3,937 社会福祉課

行動援護事業 688 社会福祉課

短期入所事業 2,747 社会福祉課

サービス等利用計画作成給付事業 472 社会福祉課

障がい児地域生活支援事業 95,555 54204

移動支援事業 818 社会福祉課

日中一時支援事業 94,000 社会福祉課

訪問入浴事業 591 社会福祉課

高額福祉サービス費事業 146 社会福祉課

障がい児通所支援事業 104,868 54205

児童発達支援事業 60,682 社会福祉課

医療型児童発達支援事業 6,990 社会福祉課

放課後等デイサービス事業 23,334 社会福祉課

サービス等利用計画作成給付事業 13,558 社会福祉課

高額福祉サービス費給付事業 252 社会福祉課

障害児施設医療費給付事業 52 社会福祉課

重度障がい者（児）医療費助成事業 844,565 54206

重度障がい者（児）医療費助成事業 844,565 医療保険課

障
が
い
者
福
祉



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

5-4-3 障がい者社会参加促進事業 17,280 54301

一日社会見学事業 579 社会福祉課

精神ケア事業 8,384 社会福祉課

アート作品展事業 868 社会福祉課

アート体験講座事業 194 社会福祉課

就労支援コーディネーター設置事業 576 社会福祉課

福祉事業所交通費助成事業 2,425 社会福祉課

就労支援準備事業 124 社会福祉課

手話相談員設置事業 2,934 社会福祉課

手話通訳者等派遣事業 872 社会福祉課

手話奉仕員養成講座事業 324 社会福祉課

5-4-4 福祉の里改修等整備事業 17,436 54401

福祉の里改修等整備事業 17,436 福祉総務課

5-5-1 子ども館運営事業 37,330 55101

子ども館運営事業 37,330 子育て支援課

子育て支援事業 6,757 55102

こんにちは赤ちゃん訪問事業 1,114 子育て支援課

ふれあい絵本デビュー事業 1,704 子育て支援課

539 子育て支援課

1,400 子育て支援課

2,000 子育て支援課

保育所すくすく広場事業 0 子育て支援課

5-5-2 子育てを学ぶ場充実事業 400 55201

子ども館育児講座事業 40 子育て支援課

子育て講演会事業 150 子育て支援課

乳幼児発達支援推進協議会講演会事業 210 社会福祉課

ファミリー・サポート・センター事業（産後お助け隊事業）

子育てを学ぶ場の充実

子育て応援団「幼稚園の子育て支援」事業

障がい児者の社会参加促進

障がい児者施設の充実

地域ぐるみの子育て支援体
制の強化

子育て応援団「ばぁばの家・じぃじの家」事業

障
が
い
者
福
祉

子
ど
も
福
祉



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

5-5-3 ひとり親家庭就労支援事業 37,717 55301

ひとり親家庭自立支援給付事業 37,717 子育て支援課

母子家庭等医療費助成事業 111,741 55302

母子家庭等医療費助成事業 111,741 医療保険課

5-5-4 乳幼児発達支援事業 3,286 55401

乳幼児発達支援推進協議会事業 3,286 社会福祉課

5-5-5 保育所施設整備事業 85,532 55501

保育所施設整備事業（公立・私立） 85,532 子育て支援課

保育所運営管理事業 1,491,346 55502

保育所運営管理事業 1,491,346 子育て支援課

幼稚園就園奨励費補助事業 311,115 55503

幼稚園就園奨励費補助事業 311,115 子育て支援課

認定子ども園支援事業 356,619 55504

認定子ども園支援事業 356,619 子育て支援課

特別保育事業 114,022 55505

延長保育促進事業 56,927 子育て支援課

一時保育促進事業 14,837 子育て支援課

低年齢児保育促進事業 17,710 子育て支援課

地域子育て支援拠点事業 4,360 子育て支援課

障害児保育事業 8,369 子育て支援課

病後児保育事業 3,108 子育て支援課

病児保育事業 8,711 子育て支援課

5-5-6 児童健全育成推進事業 141,945 55601

学童保育室運営事業 141,945 子育て支援課

こども医療費助成事業 744,044 55602

こども医療費助成事業 744,044 医療保険課

ひとり親家庭への支援

発達支援体制の充実

乳幼児保育・教育の充実

児童健全育成の推進

子
ど
も
福
祉



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

6-1-1 防災施設等整備事業 41,026 61101

防災行政無線統合事業 41,026 防災対策課

防災拠点充実事業 5,733 61102

防災備蓄品充実事業 5,733 防災対策課

6-1-2 本庁舎耐震化事業 18,168 61201

本庁舎耐震化事業 18,168 管財課

川島市民サービスセンター建設事業 394,088 61202

川島市民サービスセンター建設事業 394,088 管財課

鵜沼市民サービスセンター建設事業 223,406 61203

鵜沼市民サービスセンター建設事業 223,406 管財課

市営住宅耐震補強事業 7,071 61204

市営住宅耐震補強事業 7,071 建築指導課

建築物等耐震化促進事業 33,111 61205

建築物等耐震化促進事業 33,111 建築指導課

6-1-3 地域防災力強化事業 903 61301

防災ひとづくり講座事業 903 防災対策課

6-1-4 防災意識普及啓発事業 3,367 61401

総合防災訓練事業 3,367 防災対策課

6-2-1 消防施設整備事業 35,754 62101

北分署外壁等改修事業 27,172 消防総務課

南出張所発電機更新事業 8,582 消防総務課

消防車両更新事業 122,125 62102

消防車両更新事業 122,125 救急指令課

耐震化の推進

地域防災力の向上

防災意識の高揚

基本目標６　いつまでも住み続けたい安全・安心のまち（防災・防犯）

防
災
体
制

消
防
・
救
急

消防力の強化

防災体制の充実



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

6-2-2 非常備消防施設整備事業 53,581 62201

消防団車庫更新事業 15,434 消防総務課

小型動力ポンプ更新事業 4,209 消防総務課

消防団車両更新事業 33,938 消防総務課

地域消防力強化事業 61,571 62202

消防団員報酬 27,205 消防総務課

消防団員費用弁償 24,500 消防総務課

消防団員等資機材整備事業 8,966 消防総務課

市消防協会補助金 900 消防総務課

6-2-3 防火対策推進事業 0 62301

火災予防運動事業 0 予防課

6-2-4 救急業務高度化推進事業 51,850 62401

救急業務高度化事業 50,000 消防総務課

救急救命士教育推進事業 1,850 消防総務課

救急・救助車両更新事業 0 62402

救急・救助車両更新事業 0 救急指令課

救急救命充実事業 2,823 62403

ＡＥＤ更新事業 2,540 救急指令課

救急救命講習会事業 283 救急指令課

6-3-1 防犯活動推進事業 3,820 63101

防犯団体活動支援事業 3,820 まちづくり推進課

6-3-2 防犯意識高揚事業 274 63201

高齢者安全安心事業（出前講座） 274 まちづくり推進課

6-3-3 交通安全意識啓発事業 1,271 63301

交通安全運動事業 1,271 まちづくり推進課

6-3-4 交通安全教育推進事業 14 63401

交通安全教室事業 14 まちづくり推進課

交通安全教育の推進

地域消防活動の推進

防火対策の推進

救急・救助体制の推進

防犯活動の推進

防犯意識の高揚

交通安全意識の啓発

消
防
・
救
急

防
犯
・
交
通
安
全



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
施策の方向性

項目名/区分
体系柱

6-4-1 市民相談事業 4,880 64101

市民相談事業 4,880 まちづくり推進課

6-4-2 消費生活相談事業 1,975 64201

消費生活相談室運営事業 1,975 まちづくり推進課

6-4-3 消費者知識普及啓発事業 4,335 64301

消費生活出前講座事業 4,335 まちづくり推進課

市
民
相
談

各種相談窓口体制の充実

消費者保護の推進

消費者知識の普及啓発



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課

7-1-1 ごんぼ積み地区都市再生整備事業 20,914 71101

ごんぼ積み地区都市再生整備事業 20,914 都市計画課

木曽川～夢と浪漫～まちづくり事業 104,733 71102

木曽川～夢と浪漫～まちづくり事業 104,733 都市計画課

新加納地区都市再生整備事業（Ⅱ期） 104,715 71103

新加納地区都市再生整備事業（Ⅱ期） 104,715 都市計画課

鵜沼駅東部第二地区都市再生整備事業 62,638 71104

鵜沼駅東部第二地区都市再生整備事業 62,638 都市計画課

土地区画整理支援事業 4,600 71105

土地区画整理支援事業 4,600 都市計画課

新那加駅周辺地区都市再生整備事業 42,686 71106

新那加駅周辺地区都市再生整備事業 42,686 都市計画課

7-1-2 空家等対策事業 1,070 71201

空家等実態調査事業 1,070 企画政策課

7-1-3 都市公園等整備事業（補助） 79,900 71301

都市公園等整備事業（補助） 79,900 河川公園課

緑化推進事業 16,878 71302

緑化イベント事業 3,282 河川公園課

花苗配布事業 8,946 河川公園課

緑化助成事業 4,650 河川公園課

7-1-4 学習等供用施設改修事業 59,206 71401

学習等供用施設改修事業 59,206 総務課

学習等供用施設建設事業 0 71402

那加東新町地区学習等供用施設建設事業 0 総務課

柱

都
市
空
間

適正な土地利用の推進

体系 施策の方向性

基本目標７　便利で快適に暮らせるまち（基盤整備）

項目名/区分

魅力的な都市空間の形成

公園・緑地の保全

岐阜基地周辺環境の整備



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

7-2-1 255,276 72101

255,276 道路課

犬山東町線バイパス整備事業 440,264 72102

犬山東町線バイパス整備事業 440,264 道路課

7-2-2 地区計画道路整備事業 55,477 72201

地区計画道路整備事業 55,477 都市計画課

34,000 72202

34,000 道路課

市道那837号線道路改良事業 28,600 72203

市道那837号線道路改良事業 28,600 道路課

市道蘇北558号線外1道路改良事業 47,300 72204

市道蘇北558号線外1道路改良事業 47,300 道路課

市道那28号線道路舗装事業 0 72205

市道那28号線道路舗装事業 0 道路課

市道那255号線道路舗装事業 0 72206

市道那255号線道路舗装事業 0 道路課

市道那1043号線外1道路改良事業 47,245 72207

市道那1043号線外1道路改良事業 47,245 道路課

市道那168号線道路改良事業 95,820 72208

市道那168号線道路改良事業 95,820 道路課

市道那616号線道路改良事業 56,516 72209

市道那616号線道路改良事業 56,516 道路課

鵜沼南町周辺生活道路整備事業 52,977 72210

鵜沼南町周辺生活道路整備事業 52,977 道路課

市道各443号線道路改良事業 17,640 72211

市道各443号線道路改良事業 17,640 道路課

日野･岩地･大野線整備事業（市道那３７８号線道路改良）

日野･岩地･大野線整備事業（市道那３７８号線道路改良）

交
通
体
系

広域幹線道路の整備

市道鵜1226号線外1道路改良事業（市道鵜984号線）

市道鵜1226号線外1道路改良事業（市道鵜984号線）

市内幹線道路・生活道路の
整備



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

市道鵜36号線道路改良事業 92,893 72212

市道鵜36号線道路改良事業 92,893 道路課

狭あい道路整備事業 3,000 72213

狭あい道路整備事業 3,000 建築指導課

7-3-1 水道施設等更新事業 100,523 73101

水道施設等更新事業 100,523 水道施設課

674,943 73102

配水管（耐震化）整備事業 640,238 水道施設課

水道施設（耐震化）整備事業 34,705 水道施設課

7-3-2 下水道管渠布設事業 607,054 73201

汚水管渠布設事業 607,054 下水道課

7-3-3 100,702 73301

100,702 河川公園課

排水路改良事業 36,200 73302

36,200 河川公園課

7-4-1 橋梁長寿命化事業 113,200 74101

橋梁長寿命化事業 113,200 道路課

44,700 74102

44,700 河川公園課

市営住宅改修等整備事業 22,300 74103

22,300 建築指導課

下水道長寿命化事業 377,080 74104

377,080 下水道課

公園建物施設改修等整備事業 4,100 74105

リバーサイド21改修等整備事業 4,100 河川公園課

雨水施設整備事業（雨水幹線・ひ管改築・校庭貯留施設）

雨水施設整備事業（雨水幹線・ひ管改築・校庭貯留施設）

排水路改良事業

公園施設長寿命化事業

公園施設長寿命化事業

市営住宅改修等整備事業

下水道長寿命化事業

都
市
基
盤
の
機
能
強
化

交
通
体
系

上
下
水
道
・
河
川

公共施施設の長寿命化

公共下水道（雨水）及び河
川の整備

水道水の安定供給

水道施設・設備耐震化（水道施設・配水管）整備事業

公共下水道（汚水）の整備
及び維持管理



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

7-4-2 道路維持補修事業 86,950 74201

道路ストック点検・補修整備事業 19,050 道路課

市内幹線道路舗装事業 67,900 道路課

7-5-1 公共交通ネットワーク形成事業 4,397 75101

各務原市地域公共交通活性化事業 4,397 商工振興課

7-5-2 ふれあいバス運行事業 166,724 75201

162,195 商工振興課

ふれあいバス利用促進事業 4,529 商工振興課

施設の高付加価値化

公
共
交
通

公共交通ネットワークの形成

ふれあいバスの運行

ふれあいバス・ふれあいタクシー運行事業

都

市

基

盤

の

機

能

強

化



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

8-1-1 かかみがはらブランド形成事業 7,104 81101

わくわく定住奨励金交付事業 7,104 ブランド創造課

8-1-2 かかみがはらブランド発信事業 8,430 81201

シティプロモーション戦略作成事業 4,175 ブランド創造課

各務原フィルムコミッション事業 180 ブランド創造課

CM制作ワークショップ事業 2,232 ブランド創造課

地域発信型映画凱旋上映事業 917 ブランド創造課

どこでもタペストリー事業 626 ブランド創造課

空コン事業 300 ブランド創造課

8-2-1 ビジネスマッチング事業 5,418 82101

ビジネスマッチング事業 5,418 産業政策室

企業立地支援事業 39,731 82102

企業立地促進助成事業 39,731 商工振興課

企業活性化支援事業 500 82103

ものづくり岐阜テクノフェア支援事業 500 商工振興課

各務原市小口融資助成事業 402,750 82104

各務原市小口融資助成事業 402,750 商工振興課

8-2-2 ものづくり高度化支援事業 497 82201

ものづくり高度化支援事業 497 産業政策室

8-2-3 産学官連携推進事業 0 82301

産学官連携推進事業 0 産業政策室

8-3-1 商業活性化支援事業 27,695 83101

買物環境整備検討事業 2,411 商工振興課

商店街活性化事業補助金 25,284 商工振興課

かかみがはらブランドの形成

都
市
ブ
ラ
ン
ド

産学官の連携強化

商業・サービス業の振興

基本目標８　賑わいと創造性を感じる活力あるまち（産業）

工
業

商
業

かかみがはらブランドの発
信

企業誘致と市内企業の活性
化

ものづくりの高度化



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

8-3-2 起業支援事業 58 83201

起業支援事業 58 商工振興課

クラウドファンディング事業 270 83202

クラウドファンディング事業 270 産業政策室

8-4-1 観光施設改修等整備事業 35,000 84101

おがせ池西公衆トイレ改修事業 35,000 ブランド創造課

8-4-2 各務原キムチ推進事業 300 84201

各務原キムチ推進事業 300 ブランド創造課

各務原ブランド創出イベント事業 26,358 84202

河川環境楽園夏フェス事業 3,500 ブランド創造課

桜まつり事業 4,100 ブランド創造課

日本ライン夏まつり事業 5,000 ブランド創造課

おがせ池夏まつり事業 2,058 ブランド創造課

川島地区まちづくりイベント事業 3,200 ブランド創造課

河川環境楽園活性化事業 8,500 ブランド創造課

8-4-3 広域観光推進事業 1,834 84301

犬山市連携鵜沼宿イベント開催事業 1,834 ブランド創造課

8-4-4 航空宇宙科学博物館リニューアル事業 4,800 84401

航空宇宙科学博物館リニューアル事業 4,800 航空宇宙科学博物館リニューアル推進室

航空宇宙科学博物館施設整備事業 17,188 84402

航空宇宙科学博物館施設整備事業 17,188 航空宇宙科学博物館

航空宇宙科学博物館モノづくり教室事業 2,057 84403

航空宇宙科学博物館モノづくり教室事業 2,057 航空宇宙科学博物館

8-4-5 都市間交流事業 563 84501

敦賀市交流事業 563 ブランド創造課

魅力ある観光プランの充実

観光資源のブランド化

観
光
・
交
流

商
業

都市間交流の推進

新たな事業や起業への支援

観光振興に向けた連携の強化

かかみがはら航空宇宙科学
博物館の充実



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

8-5-1 農地保全活用推進事業 46 85101

農業振興地域整備促進事業 46 農政課

8-5-2 担い手育成事業 6,750 85201

青年就農給付金事業 6,750 農政課

8-5-3 安全・安心農産物生産支援事業 300 85301

残留農薬自主検査推進事業 300 農政課

8-5-4 農業生産基盤整備事業 77,354 85401

県単土地改良事業 39,906 農政課

農業用用排水路改良事業 37,448 農政課

8-5-5 学校給食地産地消推進事業 2,269 85501

学校給食地産地消推進事業 2,269 農政課

市民農園運営事業 95 85502

市民農園運営事業 95 農政課

8-5-6 農商工連携促進事業 0 85601

農商工連携促進事業 0 農政課

8-5-7 森林保全事業 1,953 85701

育成天然林整備事業 1,953 農政課

8-6-1 企業人材育成支援事業 12,500 86101

航空機産業総合人材育成事業 12,500 商工振興課

8-6-2 次世代人材育成事業 799 86201

各務原ものづくり見学事業 691 商工振興課

子ども起業家育成講座事業 108 川島ライフデザインセンター

8-6-3 雇用確保促進事業 646 86301

Ｕ・Ｉターン企業説明会出展事業 209 商工振興課

女性・高齢者雇用促進事業 437 商工振興課

雇用機会創出事業 3,585 86302

地域職業相談室事業 3,585 商工振興課

次代を担う人材の育成

就労を支援する環境整備

農
業

雇
用

農業基盤整備の推進

地産地消の推進

農商工連携の促進

森林の保全と活用

多様な人材の育成

農地の保全と活用

新規就農者の育成

農産物の生産支援



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

勤労者生活支援事業 20,000 86303

勤労者住宅資金・生活資金貸付事業 20,000 商工振興課

雇
用



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

9-1-1 人材育成 職員研修の充実 1,070 91101

職員研修の充実 1,070 人事課

人事評価制度の適正運用 0 91102

人事評価制度の適正運用 0 人事課

9-1-2 庁内プロジェクトの推進 0 91201

庁内プロジェクトの推進 0 企画政策課

9-1-3 情報関連業務最適化事業 690,406 91303

情報関連業務第２期最適化事業 356,902 情報推進課

情報関連業務第３期最適化事業 333,504 情報推進課

9-1-4 情報セキュリティポリシーの遵守 432 91401

情報セキュリティポリシーの遵守 432 情報推進課

9-1-5 本庁舎改修等整備事業 7,924 91501

本庁舎改修等整備事業 7,924 管財課

産業文化センター改修等整備事業 47,162 91502

産業文化センター改修等整備事業 47,162 管財課

市営斎場維持補修事業 20,324 91503

市営斎場維持補修事業 20,324 環境政策課

9-1-6 証明書コンビニ交付 0 91601

証明書コンビニ交付 0 市民課

9-2-1 使用料等の見直し 0 92101

使用料等の見直し 0 財政課

公有財産の有効活用 2,374 92102

公有財産の有効活用 2,374 管財課

9-2-2 公金収納方法の拡充 23,226 92201

クレジット納付 23,226 税務課/情報推進課

個人情報の保護と適正管理

公共施設の適正化

ＩＣＴを活用した市民サー
ビス

適正な受益者負担と公有財
産の管理

財源確保の推進

基本目標９　持続可能な自立した地域経営のまち（行財政）

行
政
運
営

効率的・効果的な行政運営

財
政
運
営

組織運営の効率化



.

事業費 事業番号

大 中 （千円） 担当課
柱 体系 施策の方向性

項目名/区分

9-2-3 適正な行政コスト把握 0 92301

適正な行政コスト把握 0 財政課

9-2-4 適正な契約事務 4,882 92401

適正な契約事務 4,882 契約経理課

9-3-1 国・県・他市・民間企業等との人事交流 1,530 93101

国・県・他市・民間企業等との人事交流 1,530 人事課

9-3-2 電算事務共同化事業 29,029 93201

電算事務共同化事業 29,029 情報推進課

広域行政の推進と連携の強化

共同による事務の効率化の推
進

計画的な財政運営

契約事務の公平性の確保

広
域
連
携

財
政
運
営
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