
平成26年6月9日
第31回笠原地域審議会資料

企画防災課作成
事業 26年度予算
番号 (千円）

1
神戸・栄土地区画整理事業(組
合施行)

当地区は、多治見市笠原庁舎をはじめ公共公益施設
の集積地に隣接する中心市街地であるが、未利用地
が多く残存している。そこで、地区を縦断する都市
計画道路笠原南北線を中心とした面的な都市基盤整
備により都市的土地利用への転換を図り、道路、公
園等の都市施設の整備を促進することにより良好な
市街地形成をめざす。

264,300千円
（うち市助
成分71,000
千円）

建物物件移転補償1件、埋蔵文化財発掘調査、区画道路
築造L=800mを実施。また、事業計画変更により事業期
間を２年延長し、平成29年度末までとする。

区画整理課

2 土地区画整理事業への支援

笠原町神戸・栄土地区画整理組合より平成17年10月
12日付け笠神栄区第43号で、笠原町に土地区画整理
事業の技術援助申請がされている。(土地区画整理法
第75条第１項の規定による)

― 事業番号１の調査シートに統合 区画整理課

3 (都)笠原南北線整備事業

３・５・３都市計画道路・笠原環状線を起点とし
て、笠原町の市街地および神戸・栄土地区画整理事
業区域を縦貫し、主要地方道・豊田多治見線までの
路線であり、豊田多治見線の付替路線としての機能
を持つもの。

―

今後の整備方針について検討を行う。
参考：主要地方道豊田多治見線に接続する市道に架か
る橋梁整備を平成25年度より継続して行う。（平成26
年5月末完了予定）
・大坪橋（市道860300線）橋梁長寿命化工事・耐震補
強工事
・大椋橋（市道870100線）橋梁長寿命化工事

道路河川課

4 (都)笠原環状線整備事業
笠原町市街地の南側(音羽区～平園区)を外周する路
線であるが、長期的な計画であり、計画期間では調
査費のみとしている。

― 未定 道路河川課

6 県道整備事業(県事業)
多治見市と旧笠原町の一体化の促進を図るため、県
に事業推進について鋭意要望している事業の市負担
金。滝呂バイパスなどが含まれる。

6,000

(滝呂BP) 　H26年度　多治見市負担分 5,000千円
豊田多治見線滝呂バイパスの事業促進を岐阜県に働き
かけ、用地買収及び地元との調整に協力をする。

(市之倉BP)　H26年度　多治見市負担分　1,000千円
一般県道下石笠原市之倉線市之倉バイパスの事業促進
を岐阜県に働きかけ、用地買収及び地元との調整に協
力をする。

道路河川課

10
バリアフリーモデル地区整備事
業

多治見市バリアフリー基本構想（平成25年度から、
都市政策課所管の交通バリアフリー基本構想が第３
期多治見市バリアフリー推進計画（平成23年度～平
成27年度）を取り込んで成立）に基づき、施設（道
路、建築物等）、こころ、情報、施策面のバリアフ
リーを推進している。

213
第３期多治見市バリアフリー推進計画の進捗管理（多
治見市地域福祉計画評価委員会の開催）。

福祉課

11
道の駅・(仮)日本タイル村整備
事業

合併市町間における住民の交流圏拡大、笠原の「タ
イル」を活かした産業観光の促進、タイル産業の振
興を図る拠点として、（仮称）日本タイル館を整備
するもの。
施設の管理運営等について、指定管理制度など民間
活力の導入を進めていく。

567,435

１　建設工事（建築工事、電気設備工事、機械設備工
事）を第１四半期に発注し、笠原庁舎の解体工事から
順次着手予定。
２　設管条例の制定及び、指定管理手続きに向けた準
備と、展示計画の詳細協議。

産業観光課

担当課

新市建設計画主要事業に係る平成26年度予算

事業名 事業概要 平成26年度の事業内容
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事業 26年度予算
番号 (千円）

担当課事業名 事業概要 平成26年度の事業内容

12
新規産業立地基礎調査及び企業
誘致

新たな産業や新規企業を導入し、市内での雇用の確
保、産業の活性化を図るため、工業用地の分譲、企
業立地支援を実施します。

96,562

進出決定した企業に対して、事業開始等に関する手続
き・関係者との調整などの行政支援を行う。（ｱﾌﾀｰﾌｫ
ﾛｰ）
　新たな工業団地となる「多治見長瀬テクノパーク」
の開発事業を実施する。事業主体を多治見市土地開発
公社として、測量・設計・用地買収・施工・分譲まで
を行う。企業誘致課においては、地元及び関係者との
調整作業と企業への営業活動を行う。
　フロンティアリサーチパークの未分譲地となってい
るA区画について、企業への営業活動を実施し、企業進
出を実現する。
　本市が進めている企業誘致施策を後押しする民間開
発事業については、対象事業者を選定したうえで可能
な範囲内で行政が支援を行う。

企業誘致課

13
陶磁器産業支援事業
(見本市、展示会等への支援)

企業が中心となる美濃焼振興協議会や組合等が開催
する事業の支援
１「セラミックタイル美濃」と銘打ち、「建築・建
材展」への出展、建築家等情報収集事業、笠原地域
業界青年団活性化事業支援（多治見市美濃焼タイル
振興協議会）
２「COVERINGS」出展支援（全国タイル工業組合岐阜
県支部）
３地域の伝統文化の継承と地域並びに地場産業の振
興発展を目的とした「かさはら陶器まつり（笠原町
商工会）」、「かさはら窯ぐれまつり（かさはら窯
ぐれまつり実行委員会）」の開催支援

13,200

平成27年3月3日(火)から6日(金)の４日間、東京ビッグ
サイトで開催される「建築・建材展2015」に「セラ
ミックタイル美濃2015」と銘打って出展予定。今後、
出展社を募集し、出展に向けて準備を進める。
また、建築家等情報収集事業、笠原地域業界青年団活
性化事業支援（多治見市美濃焼タイル振興協議会）を
行う。
この他に、地域の伝統文化の継承、地場産業の振興発
展を目的とした「かさはら陶器まつり」、「かさはら
窯ぐれまつり」の開催に対し継続支援を行う。さら
に、「平成26年4月29日 (火)～5月2日 (金)にアメリ
カ・ラスベガスで開催される「COVERINGS」への出展へ
の支援を行う。なお、（仮称）日本タイル館の整備の
進捗に合わせ、従来の支援策の見直し検討を開始す
る。

産業観光課

14 地籍調査の実施

地籍調査は、明治時代に作成された公図及び法務局
備付測量図等を参考に一筆ごとの土地の所有者・地
番・地目の調査を行い、境界及び地積を測量し新し
く地籍簿・地籍図を作成する事業です。この成果
は、法務局の登記簿に反映され14条地図として備え
付けられます。
この成果は、個人の土地の適正な管理から公的機関
の地域整備まで土地に関するあらゆる行為のための
基礎資料となるものです。

14,182
音羽2.栄（Ⅱ）地区の認証請求に向け、引き続き筆界
協議を行います。

開発指導課
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事業 26年度予算
番号 (千円）

担当課事業名 事業概要 平成26年度の事業内容

15
市街地緑化事業の推進
(ポケットパークの整備、公共
施設の緑化)

緑が不足する市街地において、ヒートアイランド現
象の緩和のためにも公園やポケットパークを整備す
るもの。
また、生垣植栽への助成を行い民有地の緑化を推進
するとともに、市民参加による花づくり運動を推進
する事業。

19,400

１　ハード事業　19,400千円
事業箇所・ テーマ・ 計画事業費・事業内容
(１)笠原セラタウン緑地 風の道の軸 3,600,000 緑地
植栽
(２)北丘町6丁目緑地 風の道の軸 4,500,000 緑地整
備・植栽
(３市之倉8丁目児童遊園 緑のボリュームアップ
3,500,000 施設周辺緑化
(４)旭ヶ丘7丁目児童遊園 緑のボリュームアップ
2,800,000 施設周辺緑化
(５)駅北庁舎周辺 緑のボリュームアップ 5,000,000
施設周辺緑化

小　　計 緑のボリュームアップ　8,100,000
　　　　　 風の道の軸　11,300,000
合　　 計　 19,400,000
うち笠原地区緑化事業費　 3,600,000円

２　ソフト事業
（１）花づくり材料支援(全市）（26年度2,382千円）
花材料支援
（２）緑化事業助成（全市）（26年度180千円）　生垣
補助金

緑化公園課

16
市民による公園づくりや管理の
推進

公園愛護会を設置し、地域の公園等を管理、整備す
る事業。笠原町の都市公園は18箇所(児童公園等を含
む)。

3,670

１．公園愛護会助成
公園愛護会活動（平成２５年度現在）
全体(72団体・89都市公園)
うち笠原町13団体・17公園
助成事業費全体　2,193千円
２．児童遊園愛護会助成
遊園愛護会活動（平成２５年度現在）
全体(53団体・98児童遊園)
うち笠原町１団体・１児童遊園
助成事業費全体　1,260千円
３．公園・遊園での愛護会づくり
区長会等で新たな愛護会結成をお願いしたり、広報等
でも広く愛護会結成の呼びかけを行います。
４．地域の意見を反映した公園づくり
神戸・栄土地区画整理事業にて計画されている、（仮
称）笠原記念公園の建設にむけて詳細設計業務を行い
ます。

緑化公園課
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事業 26年度予算
番号 (千円）

担当課事業名 事業概要 平成26年度の事業内容

17
ごみの減量・リサイクルと分別
収集の徹底

ごみの減量等の支援制度、分別収集の実施により循
環型社会の構築支援制度。
１資源集団回収の奨励
２生ゴミ処理機購入補助
３分別収集業務
４ごみ袋作成・流通

163,108

１平成25年度に引き続き、生ごみ減量策を検討。生ご
み処理機購入補助制度を含めた生ごみ堆肥化の周知・
啓発を実施。
２食品リサイクル事業や小型家電リサイクルの取り組
みを継続。
３草木類リサイクルに向けた試験的な取り組みとし
て、地元ボランティア等の清掃で大量に排出される草
木類を市内業者に委託して堆肥化を図る。
４たじみエコカレッジでのごみ減量に関する講座の開
催

環境課

18 公共下水道整備事業

生活環境の改善及び公共水域保全のため、下水道整
備を進めるもの（全体計画の見直しにより、将来、
笠原処理区の汚水を池田下水処理場、市之倉処理場
で処理できるように管渠を埋設し、笠原下水処理場
は廃止する）。

75,600

富士・神戸・栄・平園地区管渠埋設工事　L=970ｍ（整
備面積　2.5ha）
路面復旧工事　　　　　　　　　　A=2,200㎡
笠原～池田下水処理場ループ管詳細設計業務委託
L=845ｍ

下水道課

19
公共施設耐震化工事(庁舎、学
校等)

　予想される東海大地震等に備え、公共施設の耐震
化を優先順位に基づき進めるもの。笠原小中学校を
はじめ、公共施設を耐震化。

124,092
笠原幼稚園の耐震補強工事及び工事監理
笠原保育園の耐震補強計画策定

総務課

20
上水道整備事業(受水池、配水
池の更新・新設・耐震化、老朽
水道管の耐震化)

災害・地震等に強い水道管路づくりを目的とし、水
道の安定供給を図る。

27,900

平成26年度予定
舗装復旧　　　　　　　　上原地内
下水に伴う布設替　  　　富士地内
区画整理に伴う布設　　　神戸･栄地内
　布設延長　　　　　　　　560ｍ（φ75～200）
予定事業額　　　　　　　27,300千円

水道課

21 市営住宅の建替
住宅マスタープランを笠原町との合併を機に平成19
年に見直しを行い、今後の市営住宅のあり方につい
て方針を定めた。

155,327

１主な改修工事
（１）旭ヶ丘第2団地（中層）改修工事（5・6棟）
（２）旭ヶ丘第2団地（中層）物置・駐輪場修繕工事
（３）団地内バリアフリー整備
（４）老朽化住宅の解体
２修繕
（１）市内各所にある市営住宅の修繕(随時)
３主な事業
（１）民間空き住宅活用家賃補助事業
市営住宅管理戸数の減少分を補完するため、家賃補助
を行い民間空き住宅を有効活用する。　募集戸数：15
戸　補助戸数：73戸

建築住宅課

22 火葬場の建設

老朽化している火葬場について、10万都市にふさわ
しい機能を有したものに建替えるもの。建替えにあ
たり、施設及び敷地の規模を定め、それに基づき建
設候補地の選定を進め建設検討委員会より建設地の
答申を得た。総事業費は他市事例及び試算に基づい
て算出したもの。

1,067,920

１地元説明等、建設に向けて意見聴取
２新火葬場建設工事（建築工事、電気設備工事、機械
設備工事）を第１四半期に発注し、工事に着手予定
３新火葬場への進入路築造
４周辺河川等の整備

環境課
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事業 26年度予算
番号 (千円）

担当課事業名 事業概要 平成26年度の事業内容

25
子育て支援事業の推進(乳幼児
医療の拡大、延長保育、一時保
育等、保育事業の拡充他)

１乳幼児医療の助成を就学前まで拡大、延長保育、
一時保育及び要支援児保育の実施による子育て支援
事業
２放課後児童健全育成事業の拡充
３児童館の開設
４子育て支援センターの移設

41,646

１ 笠原保育園の延長保育、一時保育、要支援児保育
　延長保育、一時保育及び要支援児保育に必要な保育
士を８人配置
　平成26年4月　臨時・加配分人件費　24,265千円
２ 笠原児童館開設　　　開館時間　10:00～18:00
　平成22年4月笠原児童館開設、指定管理開始
　平成26年度指定管理料　13,361千円／年
３ 地域子育て支援センター開設　　　開所時間　8:30
～16:30

子ども支援課

27 幼・保・小・中一貫教育の実施

旧笠原町では、『「豊かな心」「交流する力」のあ
る笠原の子を育てる』を教育方針として掲げた幼、
保、小、中学校の一貫教育に取り組んでいた。合併
後においても、その一貫教育を継続する。

5,558

１　一貫教育推進協議会の開催
２　テーマ部会(英語教育部会・心づくり読書部会・心
づくり道徳部会・学力向上部会)の開催
３　文部科学省指定に係る研究開発学校運営指導委員
会の開催
４　市広報紙での啓発活動
５　笠原校区一貫教育の日を１２月に実施する（全体
会では親育ち講演会を計画）。

教育研究所

28 学校開放事業の推進

コミュニティの発展並びに地域住民の健康維持、増
進及び体力づくりに資するため、多治見市立小学校
及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で生
涯学習の場として市民の利用に供するもの。

14,749

市内の全ての小中学校(小学校13、中学校８)で、体育
館と運動場、特別教室の開放運営をすすめる。
プールは、中学校クラブ等の団体利用とし、小学校は
個人利用として開放する。ただし、小学校のプール開
放は、８月中の土日のみ、３校（精華小、北栄小、滝
呂小）を一般開放する予定。

文化スポーツ課

29
歴史民俗資料の保存と活用・指
定文化財の保護

笠原町の指定文化財、歴史的資料等を合併後も笠原
町の歴史を刻むものとして保存活用をする。

3,429(発掘
調査費含む)

狐塚古墳、妙土窯の管理委託、草刈の業務委託を行い
ます。また、砂田・総作・権現遺跡の発掘調査で出土
した遺物の整理作業を実施し、報告書刊行のための資
料作成を行っていきます。

文化財保護セン
ター

30 情報システムの構築と運用

２市(多治見市・瑞浪市)による広域共同事業として
新規システムの構築負担金(17年度構築運用開始）
①財務会計
②文書管理
③介護保険
④住民情報
　同システムが更新時期を迎えたことにより、新シ
ステムへの更新作業を実施（24年度から順次システ
ムを更新）。

69,550

①平成18年度から稼動している財務会計、文書管理シ
ステムと平成23年度に新システムとなった住民記録、
介護保険システムの運用管理を実施。
②社会保障・税番号制度に対応するため、住民記録シ
ステムの改修を実施。

情報課

31

電子自治体への対応促進(住基
カード・タウンカードの連携、
電子申請・届出システム、地理
情報システム等)

合併を契機に庁内ＬＡＮシステムの新規構築、改修
の実施
１ 庁内ＬＡＮのブロードバンド化による各システム
の運用
２ 保健福祉医療ネットワークシステム（Ｈ20年度に
終了）
３ ＣＤＣの活用による情報提供サービス、機器等の
安全管理　など

88,557

①駅北庁舎と本庁舎間のネットワークを確立。
②平成21年度に導入した庁内ＬＡＮ用ＰＣの更新を実
施。
③多治見市公共施設予約システムの運用管理。
④県域統合型ＧＩＳの活用推進。

情報課
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事業 26年度予算
番号 (千円）

担当課事業名 事業概要 平成26年度の事業内容

32
その他公共施設の有効活用(大
規模改修)

市内の公共施設について、長期的使用ができるよう
優先順位に基づき計画的に修繕改修を進めるもの。

22,880
１　笠原中央公民館：受電設備更新、消火設備更新
２　笠原小学校：暖房設備更新

総務課

33
多治見駅北地区公共公益施設建
設事業

本庁舎が抱える３大課題（老朽化、耐震性が低い、
狭あい）の解決策として、分庁舎と老朽化した保健
センターの複合施設「多治見駅北地区公共公益施
設」を、駅北区画整理事業区域内16街区１・２画地
に建設するもの。

1,510,813

１　建設工事　　：H25年7月～H26年11月末（予定）
２　関連工事（防犯カメラ設置工事、電話設備工事、
ｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ設置工事、ＬＡＮ配線工事、防災無線工
事）の施工
３　移転・引越準備
４　竣工式の準備

企画防災課
五大プロジェク
ト建設事務局

※ 事業終了

※ 事業中止

　　・５ (都)笠原南北線交差点改良事業(主要地方道豊田多治見線取付部)(道路河川課・区画整理課)
　　・７ 自転車歩行者専用道路整備事業(平和～滝呂～笠原)(道路河川課)
　　・８ 町道潮見公園線道路付替事業(道路河川課)
　　・９ 町道上神戸天王下線整備事業(道路河川課)
　　・24 コミュニティーセンター事業の実施(旧東・西保育園の利用)(笠原振興課)
　　・26 笠原小学校給食調理場施設整備事業(教育総務課)

　　・23 活き生き加齢研究所整備事業(企画防災課)
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