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新市建設計画主要事業概要 調査シート 

事業番号 １ 事業名 神戸・栄土地区画整理事業(組合施行) 

担 当 課 区画整理課 担当者 守屋 努 

実施時期 平成16年 ～ 平成27年 

予  算 

総事業費(10年間) 平成26年度予算 

1,895,316千円 

（うち市助成分590,500千円） 

264,300千円 

（うち市助成分71,000千円） 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

施 行 者：笠原町神戸・栄土地区画整理組合  

     (理事５名、監事２名、総代16名、組合員約 141名) 

区  域：多治見市笠原町字権現、総作、中芝、砂田、古御所、森裏、  

     向島の各一部 

面  積：10.5ha 

認  可：当初認可 H16.11.12(旧笠原町が認可) 

     変更認可 H20.1.29(事業期間23→25年度、施行区域及び事業 

           費の変更) 

     変更認可(第2回) H20.10.1(公園、道路の位置の変更) 

     変更認可(第3回) H22. 7.23(事業期間25→27年度、文化財調査

費の計上) 

変更認可(第4回) H24. 6.19(保留地単価の見直し、調整池、排

水路の変更) 

【進捗状況】  

平成16年度は、地区界等の測量及び建物調査、平成 17年度は、建物調査、

道路詳細設計、橋梁予備設計、土質等の調査、調整池の設計及び仮換地の

準備作業、平成18年度は、建物補償調査、仮換地設計、建物移転補償を 1

件、平成19年度は、建物移転補償を1件、仮換地指定、橋梁実施設計、事

業計画変更、平成 20年度は橋梁下部工、都市計画道路築造、建物物件移転

補償11件、埋蔵文化財発掘調査、事業計画変更、平成 21年度は建物物件移

転補償3件、橋梁上部工、埋蔵文化財発掘調査、区画道路築造、平成 22年

度は建物物件移転補償2件、都市計画道路築造、埋蔵文化財発掘調査、区

画道路暫定築造等を実施。平成 23年度は建物物件移転補償5件、都市計画

道路築造、埋蔵文化財発掘調査、区画道路暫定築造等を実施。平成24年度

は建物物件移転補償5件、都市計画道路築造、埋蔵文化財発掘調査、区画

道路暫定築造等を実施。平成 25年度は建物等物件移転補償5件、区画道路

築造L=566m、埋蔵文化財発掘調査等を実施。 (進捗率 約80.9％) 

平成26年度の事業内容  

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。 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート 

事業番号 ２ 事業名 土地区画整理事業への支援 

担 当 課 区画整理課 担当者 ― 

実施時期 平成16年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

590,500千円 ― 

内  容 

事業概要 

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) 

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

施 行 者：笠原町神戸・栄土地区画整理組合  

     (理事５名、監事２名、総代16名、組合員約 141名) 

区  域：多治見市笠原町字権現、総作、中芝、砂田、古御所、森裏、  

     向島の各一部 

面  積：10.5ha 

認  可：当初認可 H16.11.12(旧笠原町が認可) 

     変更認可 H20.1.29(事業期間23→25年度、施行区域及び事業 

           費の変更) 

     変更認可(第2回) H20.10.1(公園、道路の位置の変更) 

     変更認可(第3回) H22. 7.23(事業期間25→27年度、文化財調査

費の計上) 

変更認可(第4回) H24. 6.19(保留地単価の見直し、調整池、排

水路の変更) 

 

【進捗状況】  

主な技術的援助として、理事会、総代会及び総会への出席、組合発注事

業等の完成検査に伴う検査員の派遣、各関係機関への調整及び協議等への

出席等を行っている。  

 

 

平成26年度の事業内容  

事業番号１の調査

シートに統合 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート 

事業番号 ３ 事業名 (都)笠原南北線整備事業  

担 当 課 道路河川課 担当者 秋山 登 

実施時期 平成27年 ～ 平成    年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

未定 ― 

内  容 

事業概要 

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。  

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

市街地中央を縦貫することから、市街地の連続性を形成する軸となる。

また、現在の豊田・多治見線は歩道幅員が狭く拡幅が望まれるが、拡幅困

難な区間となっており付替路線としての機能を有している。  

笠原南北線 L=1.25km（全線L=1.86km） 

概算事業費 1,640,000千円 

 

【進捗状況】  

区画整理事業内の南北線整備は完成。 (L=630m) 

 

 

 

平成26年度の事業内容  

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  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 ４ 事業名 (都)笠原環状線整備事業  

担 当 課 道路河川課 担当者 秋山 登 

実施時期 平成27年 ～ 平成  年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

30,000千円 ― 

内  容 

事業概要 

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。  

 

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

既成市街地から周辺部へ行き止まり状に延びる市街地内の生活道路を、

外周で効果的に結び、災害時の避難路・緊急路の確保を含めた住民の利便

性を向上させます。また、山裾部に新規路線を環状型に配置することで、

丘陵部でのレクリェーション緑地機能の充実や、市街地側での新たな土地

利用の形成・誘導を図ります。  

笠原環状線(新規路線) L=2.6km 概算事業費 48億円 

 

 

【進捗状況】  

進捗なし 

 

 

 

平成26年度の事業内容  

未定 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 ５ 事業名 
(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) 

担 当 課 道路河川課・区画整理課  担当者 秋山 登・守屋 努 

実施時期 平成20年 ～ 平成22年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

500,000千円 ― 

内  容 

事業概要 

土地区画整理事業の中で進めている笠原南北線が県道豊田・多治見線に

接続する交差点改良事業(向島地区)。改良区間約200ｍ。 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

神戸・栄土地区画整理事業内の都市計画道路笠原南北線と主要地方道豊

田・多治見線との取り付けに伴い交差点改良を行うもの。  

交差点改良区間  約200ｍ 

 

【進捗状況】  

H18年度 県公安委員会と公安協議済  

H20年度 用地測量補償調査、用地買収  

H21年度 用地買収、市道取付け部分工事実施 

H22年度 用地買収、県道部分工事実施（一部用地買収・境界確認が  

     未完了のため、暫定形で供用開始）  

 

※ 南側の都市計画道路笠原南北線（神戸・栄土地区画整理事

業内）については平成24年度完成。平成25年度供用開始。 

 

平成26年度の事業内容  

事業終了  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 ６ 事業名 県道整備事業(県事業) 

担 当 課 道路河川課 担当者 宮島 毅 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

424,500千円 6,000千円 

内  容 

事業概要 

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。  

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】                              

 (滝呂 BP)H9～ H25=772百万円 (内多治見市負担分 48.5百万円 )笠原地域と

の連絡を円滑にし、市街地に流入する交通を分散するため、大畑町から

笠原町境までの道路を整備する。  

事業主体 岐阜県 

事業内容 道路改良Ｌ＝1,540ｍ、Ｗ＝6.0(9.75)ｍ 

※全体事業費  2,775,000千円 

※事業終了年度  未定 

 

(市之倉BP)S61～H25=1,310百万円(内多治見市負担分131.0百万円)笠原地

域及び市街地南部からＪＲ古虎渓駅方面へ結ぶため、市之倉町地内の道

路を整備する。  

事業主体 岐阜県 

事業内容 道路改良Ｌ＝約3,000ｍ(１工区Ｌ＝840ｍ)、Ｗ＝6.0(12)ｍ  

※全体事業費  1,441,000千円(１工区) 

※事業終了年度  未定 

 

【進捗状況】  

(滝呂BP)豊田多治見線滝呂バイパスの整備  

全体用地買収進捗率 約56.2％  

・起点に位置する店舗の移転完了。26年度は用地買収及び設計委託を予

定 

(市之倉BP)一般県道下石笠原市之倉線市之倉バイパスの整備  

H17年度から25年度は、１工区のうち、供用開始済み (150ｍ)道路に続く

約125ｍを施行。26年度は、橋梁上部工＝16.1ｍのを施工を引き続き行

い、橋梁を含む60ｍの供用開始予定。  

平成26年度の事業内容  

(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。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 ７ 事業名 自転車歩行者専用道路整備事業(平和～滝呂～笠原 ) 

担 当 課 道路河川課 担当者 ― 

実施時期 平成18年 ～ 平成22年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

554,506千円 ― 

内  容 

事業概要 

新市の一体化を促進するため、旧笠原鉄道廃線敷を整備した自転車歩行

者専用道路を滝呂町から笠原地域へ延長するもの。  

延長 約790m 標準幅員 4ｍ 

 

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

滝呂町 15丁目豊田多治見線交差点から旧笠原駅跡地付近までを平成 18

年度から22年度で整備する。  

L=790m W=4m C=554,506千円  

 

 

【進捗状況】  

H20～22年度 詳細設計、用地測量、工事実施  

平成23年6月1日開通式 

 

 

 

平成26年度の事業内容  

事業終了 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 ８ 事業名 町道潮見公園線道路付替事業 

担 当 課 道路河川課 担当者 ― 

実施時期 平成18年 ～ 平成21年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

177,850千円 ― 

内  容 

事業概要 

市営住宅(西ヶ平)内の路線を利用している潮見公園の進入路について、

公園利用の車が増加し危険なことから、沿線住民の居住環境と安全確保を

図るため、道路の付け替えをするもの。  

延長 580m 

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

現在、潮見公園への接続方法は公営住宅内の幹線道路を利用し通行して

いるところであるが、過去には事故等も発生し危険な状況から付替の要望

が出ていたため、付替を実施することにより、一層の安全の確保を図って

いく。 

L=580m W=7m C=198,938千円 

 

 

【進捗状況】  

平成22年12月完成、供用を開始  

 

 

 

平成26年度の事業内容  

事業終了 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 ９ 事業名 町道上神戸天王下線整備事業 

担 当 課 道路河川課 担当者 ― 

実施時期 平成18年 ～ 平成18年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

52,200千円 ― 

内  容 

事業概要 

 笠原町内の交通の円滑化ための主要路線の改良で、主に橋梁の改良を予

定。 

 釜区内の通学路として一部整備済み。  

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

 通学路との関連を持つ道路で一部は拡巾され、歩道の取り付けがされて

いるが用地の取得が思わしくなかった部分が取得でき、道路改良の糸口が

出来ている。残る用地取得も協議中であり、橋梁部分も併せてこの際に実

施し交通安全に寄与する。  

 施工延長 Ｌ＝151.9m 

 車道幅員 Ｗ＝10.5m(車道 7.00m 歩道3.5m) 

 函渠工  Ｎ＝１式 

 道路工  舗装 車道 Ａ＝1,015㎡ 歩道 Ａ＝204㎡ 

      擁壁工 １式 

 河川工  床固工 １式 

      護岸工 １式 

 

 

【進捗状況】  

 平成18年度に事業完了  

 

 

 

 

 

 

平成26年度の事業内容  

事業終了 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 10 事業名 バリアフリーモデル地区整備事業 

担 当 課 福祉課 担当者 後藤 由佳 

実施時期 平成13年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

未定 213千円 

内  容 

事業概要 

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。  

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

平成18年度以降の笠原地区の整備については、第３期計画策定時に検討

を行う予定であった。平成22年度に策定した第３期計画は、「こころのバ

リアフリー」を中心にソフト面を重視した計画とし、ハード整備について

は、第２期計画の積み残し部分の整備を行うこととし、新たな整備地区に

ついては採用しなかった。  

 

 

【進捗状況】  

今後は、多治見市地域福祉計画評価委員会を毎年開催し、第３期多治見

市バリアフリー推進計画の進捗管理を実施する。  

 

平成26年度の事業内容  

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）。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 11 事業名 道の駅・(仮)日本タイル村整備事業 

担 当 課 産業観光課 担当者 長谷部 茂 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 

総事業費(10年間) 平成26年度予算 

1,200,442千円 五大Ｐ：565,008千円 

産業観光：2,427千円 

内  容 

事業概要 

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。 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

新市建設計画に基づき『道の駅・（仮）日本タイル村整備検討委員会（業

界関係者や学識経験者、市民等 15名）』を設置、平成 18年10月から計 10回の

会議を開催、平成20年8月に提言書が提出された。  

当初計画の課題への対応（建設候補地の見直し、運営主体の設立及び採算

性の確保等）を優先し、施設の整備推進は「地元の熱意ある運営組織の設立

を受けてから進める」こととし、その期限を平成 21年度末とした。  

平成21年12月、地元経済界及びタイル業界により「一般財団法人たじみ・

笠原タイル館」が設立されたことから、多治見市において庁内検討組織「（仮）

日本タイル館検討委員会」を設置し、施設規模、内容等について総合的な検

討を開始（平成23年度末までに6回開催）し、「基本構想」をまとめた。  

 平成23年度は、外部有識者による「（仮称）日本タイル館整備推進委員会」

を設置し、整備・建設に向けた意見を徴取（平成 23年度末までに 4回開催）

し、施設の具体像を「基本計画」としてまとめた。  

 

【進捗状況】  

１（仮称）日本タイル館整備推進委員会の開催  

 H23年８月から整備推進委員会を開催。平成 23年度は４回、平成 24年度

は未開催。（仮称）日本タイル館の運用方針、整備内容について協議を進

めているところ。  

  H24年４月 （仮称）日本タイル館整備基本計画を策定  

  H26年５月 名称を多治見市モザイクタイルミュージアムに決定 

 

２建築設計作業  

  H24年11月に「藤森、エイ・ケイ、エース設計共同体」と設計業務委託

契約を締結し設計作業に着手。平成 25年度末に設計完了。平成 26年度第

１四半期に、笠原庁舎解体工事と合わせて発注し、平成 26年度上旬から

建築工事に着手する予定。  

平成 26年度の事業内容  

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。 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 12 事業名 新規産業立地基礎調査及び企業誘致 

担 当 課 企業誘致課 担当者 伊藤 浩二 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

未定 96,562千円 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

１新規企業立地候補地を「多治見長瀬テクノパーク」に決定し、事業を

着手する。 

２フロンティアリサーチパーク（ FRP）に企業を誘致する。  

 

【進捗状況】  

企業立地候補地を選定して、「旭ヶ丘テクノパーク」「多治見山吹テクノ

パーク」「上原テクノパーク」の工業団地整備を実施。  

以下の企業の進出が決定（企業立地協定の締結）  

１平成20年5月8日 「上原テクノパーク」 明和工業㈱ 

２平成20年7月8日 「FRP（B2区画）」 水谷産業㈱ 

３平成23年4月11日「多治見山吹テクノパーク」 トヨタ自動車㈱  

４平成23年8月22日「民間開発事業（八坂鉱山跡地）」  トヨタ紡織㈱ 

５平成23年11月17日「旭ヶ丘テクノパーク」  日本通運㈱ 

６平成24年3月14日「旭ヶ丘テクノパーク」ｱﾏｿﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱  

７平成24年6月28日「民間事業」関西触媒化学㈱、㈱ｾﾝﾄﾗﾙ・ﾊﾞｯﾃﾘｰﾏﾃﾘ

ｱﾙｽﾞ 

平成26年度の事業内容  

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。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 13 事業名 陶磁器産業支援事業(見本市、展示会等への支援) 

担 当 課 産業観光課 担当者 勝見 祐子 

実施時期 平成17年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

244,500千円 13,200千円 

内  容 

事業概要 

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  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

景気低迷が長期化する中、建築業界においても依然として厳しい状況が

続いているが、伝統的催事の開催、新たなビジネスチャンスを広げるため、

国内最大の展示会や海外見本市出展、ホームページを活用した情報発信、

セミナー開催や次代を担う後継者を育成する地域業界青年団活性化事業

を実施し、美濃焼タイルの優秀性を広く建築業界にＰＲし、参加企業の需

要の喚起・拡大及び販路開拓を図る。  

【進捗状況】  

「セラミックタイル美濃」と銘を打ち、東京ビッグサイトで開催される

国内最大の展示会である「建築・建材展」に出展。  

建築家等から取材した情報、各展示会の情報等をメール版「みの EDO」

にて配信、「セラミックタイル美濃」会場や笠原町でのセミナー開催、美

濃焼振興協議会ホームページによる情報発信や美濃焼業界の活性化を推

進するため、タイルアート体験や次代を担う後継者を育成するための研修

会を実施。 

海外において陶磁器質タイルの大きな消費地である米国で開催される

建築材料関連の展示会「COVERINGS」出展支援。 

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」、「かさはら窯ぐれまつり」の開催支援。  

平成26年度の事業内容  

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。 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 14 事業名 地籍調査の実施 

担 当 課 開発指導課 担当者 今井 雅彦 

実施時期 平成16年 ～ 平成50年 

予  算 
総事業費(34年間) 平成26年度予算 

未定 14,182千円 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

事業実施地区は、多治見市全体を多治見北・南・笠原地区に分け、バラン

スを考えた実施計画としています。  

笠原地区については、市街地にあたる 7.89k㎡を概ね34年をかけて現地立会

を完了する計画としています。ただし、毎年度の国･県の負担金の割り当てに

より変更が伴ってきます。  

【進捗状況】 (H25年度末) 

地区名 
面積 

(ｋ㎡) 

実施筆数 

工 程 

筆界協議状況 

調査前 調査後 件数 
筆

数 

確定率 

(％) 

北

地

区 

明和町 3丁目  0.22 470 516 H21.3認証完了     

明和町 2丁目  0.26 576 547 H23.5認証完了     

明和町 1･5丁目  0.29 ―  ― 図根多角点設置     

南

地

区 

下沢町  0.72 850 643 H19.2認証完了     

東町  1.44 664 435 H28.3認証予定  12 80 81.6 

生田町  0.56 1,816 1.442 H26.12認証予定  1 25 98.2 

美坂町  0.32 771 639 H25.9認証完了       

坂上町  0.29 1,177 952 H23.11認証完了     

陶元町・山下町  0.14 712 553 H25.11認証完了     

星ヶ台  0.71 714 536 現地立会い     

笠

原

地

区 

音羽１  0.31 1,044 696 H19.1認証完了     

富士１  0.41 801 568 H19.10認証完了     

釜･富士 2 0.33 1,239 739 H25.9認証完了     

神戸 1(Ⅰ ) 0.19 834 558 H24.4認証完了     

神戸 1（Ⅱ）  0.24 1,025 581 H24.11認証完了     

音羽 2･栄 (Ⅰ ) 0.27 760 774 H25.8認証完了      

音羽 2･栄 (Ⅱ ) 0.26 1,007 641 H28.3認証予定  12 100 84.3 

計 6.96 14,460 10,820  25 205 98.1 
 

平成26年度の事業内容  

・ 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。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 15 事業名 
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) 

担 当 課 緑化公園課 担当者 小木曽 未佳 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

45,000千円 19,400千円 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

これまで、市内の公共施設において、緑被率 30％を目指した緑化を行な

ってきた。18年度の合併により、笠原地区の全公共施設において、年１～

２箇所を計画的に緑化推進して行く。また、花づくり団体への材料支援を

市民の育苗活動によって担えるように整備する。  

【進捗状況】  

H25年度は、セラタウン緑地（県道側）について、高木等の植栽を実施

した。 

花づくりにおいては、多老連笠原支部等による花づくりを 11地区で実施

し、春・秋合計でH25は7,580本の花材料支援を行った。  
＊ H18年度緑化実績   笠原中学校、林雲鳳旧宅跡地（歴史公園）  

 ＊ H19年度緑化実績   笠原小学校、梅平公園、笠原庁舎  

 ＊ H20年度緑化実績   笠原向島、笠原栄ポケット  

 ＊ H21年度緑化実績   笠原小学校附属幼稚園  

 ＊ H22年度緑化実績   笠原中央公民館  

 ＊ H23年度緑化実績   森下公園  

 ＊ H24年度緑化実績   かさはら福祉センター  

平成26年度の事業内容  

１ ハード事業 19,400千円 

№  事業箇所（予定）  テーマ  計画事業費  事業内容  

1 笠原セラタウン緑地  風の道の軸整備  3,600,000 緑地植栽  

2 北丘町 6 丁目緑地  風の道の軸整備  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  

参考  

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  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 16 事業名 市民による公園づくりや管理の推進 

担 当 課 緑化公園課 担当者 勝 泰彦 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

25,040千円 3,670千円 

内  容 

事業概要 

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 )。 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

市民参加による公園づくりや管理を推進します。  

 具体的には、公園愛護会により公園内の清掃や草取り、危険箇所の通報

などを地域の公園利用者等の皆様にお願いします。市としてはその活動を

バックアップすることや専門的な技術の必要な遊具の保守などを実施し

ます。 

【進捗状況】  

①公園愛護会助成    公園愛護会活動 笠原町(13団体) 

②児童遊園愛護会助成  遊園愛護会活動 笠原町(1団体) 

③地域の意見を反映した公園づくり   

平成26年度の事業内容  

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。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 17 事業名 ごみの減量・リサイクルと分別収集の徹底 

担 当 課 環境課 担当者 長谷川 美香・馬込 けい子 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

1,803,403千円 163,108千円 

内  容 

事業概要 

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  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

１分別収集及びリサイクルの推進  

（１）分別収集梱包圧縮処理  

（２）ごみ袋作成・流通  

（３）ごみカレンダー等作成  

２ごみ減量・リサイクル支援  

（１）資源集団回収奨励  

（２）生ごみ処理機購入補助  

３減量分別意識の高揚及び環境教育  

（１）環境フェアの開催  

 

【進捗状況】  

１通常の使用で破れにくい指定ごみ袋の設計、入札。  

２生ごみ処理機購入補助を継続。平成24年度に購入補助者へのアンケート

実施。 

３集団資源回収奨励金を継続。  

（奨励金単価を平成25年度から4円/㎏に変更） 

４学校給食残渣と市民病院の給食残渣の堆肥化を実施中。  

５大型スーパー店舗のレジ袋有料化を実施中。  

６平成24年度から家庭用陶磁器食器の収集を全リサイクルステーションで

開始。 

７平成24年度から事業者向けリサイクル啓発のチラシを作成、配布。  

８平成25年度に分別収集啓発のチラシを作成、配布。  

 

平成26年度の事業内容  

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  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 18 事業名 公共下水道整備事業 

担 当 課 下水道課 担当者 岩島 宗穂 

実施時期 平成18年 ～ 平成37年 

予  算 
総事業費(20年間 平成37年度まで) 平成26年度予算 

4,089,000千円 75,600千円 

内  容 

事業概要 

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）。 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

笠原処理区：全体計画面積 495ha 

笠原～池田下水処理場ループ管布設工事（土岐川横断管含む）  

 

 

【進捗状況】  

１平成23年度末処理区域整備済面積  340.5ha（整備率 75.8%）  

２全体計画の見直しにより、将来、笠原下水処理場は廃止。廃止に伴い、

笠原処理区の汚水を池田、市之倉下水処理場で処理するための管渠を埋

設する。 

 

 

平成26年度の事業内容  

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 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 19 事業名 公共施設耐震化工事(庁舎、学校等) 

担 当 課 総務課 担当者 加藤 眞一 

実施時期 平成19年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

未定 124,092千円 

内  容 

事業概要 

 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。  

 

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

１旧多治見市の小中学校のうち、昭和 45年以前に建築された校舎等は  

２耐力度調査を実施し、建替えか補強工事かを判定してきた。  

３小中学校の耐震化は、平成 26年度を目処に完了する予定。  

４笠原小学校は昭和40年、笠原中学校は昭和51年に建設。 

５笠原小学校：22年度に校舎の耐震補強工事を実施済み。23年度には体育

館の耐震補強工事を実施完了。  

６笠原中学校：23年度に校舎の耐震補強工事を実施。24年度は体育館の耐

震補強工事を実施。  

 

平成26年度の事業内容  

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  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 20 事業名 
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) 

担 当 課 水道課 担当者 大脇 賢哉 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

1,000,000千円 27,900千円 

内  容 

事業概要 

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。 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

震災等非常時のライフラインの強化を図るため、老朽管を更新して耐震

化を進める。  

 

【進捗状況】  

１ 平成25年度実績 

  老朽管布設替     平園･富士知内  

区画整理に伴う布設   神戸・栄地内 

  布設延長       690ｍ（φ75～150） 

  実施事業額      19,920千円 

 

２ 老朽管布設替、区画整理事業計画等に併せて工事を施工した。  

３ 更新事業計画は順調に進行している。  

 

平成26年度の事業内容  

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 

 



 

〈資料３－２〉 

 21 

新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 21 事業名 市営住宅の建替 

担 当 課 建築住宅課 担当者 田口 誠 

実施時期 平成17年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

未定 155,327千円 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

笠原町との合併及び今後の人口推計等を踏まえ、市営住宅の適正な管理戸数に

ついて、庁内の検討部会と市民、学識経験者等からなる住宅マスタープラン見

直し策定委員会を設置し、多治見市住宅マスタープランの見直しを行った。見

直しの中で、新たな住宅の建設及び建替えは行わない方針を明記するとともに、

今後は耐用年数が過ぎ老朽化したものから順次廃止、解体を進め、維持を決め

た住宅について計画的に修繕改修を行うこととした。  

【進捗状況】  

平成18年7月6日に多治見市住宅マスタープラン見直し委員会を設置し、多治

見市住宅マスタープラン見直しの計画期間内(2007年4月から2011年3月まで)は

市営住宅の建替えは行わない方針をまとめた。 

１ 建替えをしない理由 

（１）建設費、維持管理費等と家賃収入を試算し比較した場合、家賃収入よ

り建設費、維持管理費等の方が上回るため市の財政を圧迫する。 

（２）民間空き住宅を活用することで、市営住宅の補完が図れる。 

（３）市営住宅が郊外の一部で偏在化しているため、この解消を図る。 

２ パブリックコメント 

平成19年2月2日～平成19年3月7日 

３ 多治見市住宅マスタープランの改訂について(提言) 

提言書が市長に提出され受領。(平成19年3月7日) 

 

平成26度の事業内容 

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 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 22 事業名 火葬場の建設 

担 当 課 環境課 担当者 市川 昭彦 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 

総事業費(10年間) 平成26年度予算 

2,988,595千円 五大Ｐ：870,815千円 

環境課：197,105千円 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

現施設は、昭和43年３月竣工であり、建築から42年が経過する中で、施

設の老朽化や火葬炉の旧式化、利用上の問題、さらには将来見込まれる火

葬需要への対応など多くの課題を抱えている状況。  

これらの課題を解決するためには、施設を新たに建設することが必要で

あると考えており、笠原町との合併に伴う新市建設計画に新火葬場の建設

計画を記載するとともに第５次と第６次総合計画に位置付けた。  

新火葬場建設に向けて、必要とされる施設の規模や能力、建設場所の選

定などについての具体的な検討を平成 18年度より開始。地元の理解を得な

がら、建設を進め、合併特例債期限の平成 27年度完成を目指す。  

 

【進捗状況】  

H22年12月：大藪町249番地（通称：上迫間洞ため池）を建設地として決定。 

H23年～H24：環境アセスメントを実施。  

H24年   ：地形・用地測量、地質調査を実施。  

H25年３月 ：都市計画決定 

H25年３月 ：火葬炉納入業者として太陽築炉工業株式会社を選定  

      設計者を久米・日比野設計共同体に決定し、建築設計作業に

着手。 

H26年３月 ：建築設計作業完了。  

用地取得完了。 

新火葬場の進入路築造工事施工中  

 

平成26年度の事業内容  

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  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 23 事業名 活き生き加齢研究所整備事業 

担 当 課 企画防災課 担当者 ― 

実施時期 平成18年 ～ 平成20年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

33,000千円 ― 

内  容 

事業概要 

 高齢化が進む中、町民同士がお互いの立場を思いやり「楽しく優しく暮

らし合う」福祉社会をつくりあげる総合福祉事業「笠原福祉村構想」の実

現を目的とする中で、愛知医科大学加齢研究所と連携して先端的な福祉の

あり方を研究・実践するもの。 (Ｈ12年に研究推進の覚書を締結) 

 具体的には、認知症の高齢者や寝たきりの高齢者の実態調査や、寝たき

り防止などをテーマにした講演会の実施など。  

 (５次総には記載しない) 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

 当初、新市建設計画では、ハード事業として笠原保健センターに研究所

を併設することとしていた。  

 しかし、合併以前からの大学との協議では、大学改革や財政面等の事情

により再検討が必要とされていた。  

 従って、新市建設事業を総合計画に盛り込む中で、具体的な作業は当面

見送り、本事業を多治見市としていかに扱うかを検討することとした。  

 18年度では大学との打合せの中で方向性をうかがってきたが、大学とし

ては「昨今の全国的な大学改革や少子化などにより、本事業に対して充分

な体制を整えることが困難」との理由から覚書解消を求める意向が強く、

今後の事務協議で覚書の解消を行う予定とした。  

 

【進捗状況】  

 平成19年３月、同大学加齢医科学研究所長より、覚書解消の意志が正式

に文書で示された。本市としては大学の意向を踏まえ、本事業への取組を

中止することとした。  

 

 

 

 

 

平成26年度の事業内容  

事業中止 
 



 

〈資料３－２〉 

 24 

新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 24 事業名 
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) 

担 当 課 笠原振興課 担当者 ― 

実施時期 平成17年 ～ 平成21年 

予  算 
総事業費(５年間) 平成26年度予算 

14,409千円 ― 

内  容 

事業概要 

 旧西保育園を西コミュニティーセンターとして整備し、地域住民の交流

施設として開設。コミュニティーセンター事業及び屋室の貸出を実施。  

 当初は、旧東保育園を東コミュニティーセンターとして整備する予定で

あったが、上原区が事業主体となり、上原区公民館において文化・スポー

ツ事業を行うコミュニティーセンター事業として実施。  

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

○西コミュニティーセンター  

  平成 21年度までコミュニティーセンター事業及び屋室の貸出しを実

施。 

○東コミュニティーセンター事業  

  上原区が事業主体となり、上原区公民館において、子ども会、老人会

を中心に文化・スポーツイベントを実施。 (平成21年度～) 

 

【進捗状況】  

○西コミュニティーセンター  

  施設が老朽化したこと、平成 22年度に同種施設である笠原児童館が開

設されたことにより、平成21年度をもって廃止した。  

○東コミュニティーセンター事業  

  上原区が事業主体となり、上原区公民館でスポーツイベントを実施。

平成21年度、軽スポーツ用具を購入し、上原区に無償貸与。  

 

 

 

 

 

平成26年度の事業内容  

事業終了  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 25 事業名 
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) 

担 当 課 子ども支援課  担当者 杉村 哲也 

実施時期 平成17年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

171,047千円 41,646千円 

内  容 

事業概要 

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  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

１笠原保育園は平成18年度より延長保育（AM7:00～PM7:00）及び一時保育

を実施 

２学童クラブの開設  

 笠原小学校下に１学童クラブの設置を支援（平成 19年度） 

３笠原児童館開設（平成22年4月1日開設） 

４子育て支援センターを笠原保育園内に移設（平成 22年2月1日開設） 

【進捗状況】  

１H25.3.31現在の延長保育利用者数  延1,177人 

２  〃    一時保育利用者数  延287人 

３学童クラブの新設  

 平成19年４月１日に笠原小学校内に１学童クラブ開設  

平成26年４月１日現在児童数  31人 NPO法人に事業委託  

平成26年度の事業内容  

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    

○利用実績 

平成25年度（笠原児童館、地域子育て支援センター（親子ひろば））  

児童館（平成25年度）           親子ひろば（平成 25年度） 

乳幼児  小学生  中高生  大人  合計   大人  子ども  合計  

3,874 2,155 377 4,369 10,775 1,702 1,944 3,646 

３地域子育て支援センター開設    開所時間 8:30～16:30 

○利用実績（平成25年度） 子育て支援センター人件費4,142千円／年 

 大人 子ども 合計 

きらきらルーム  3,185人 3,963人 7,148人 

育児相談 一時保育 非定型保育 

167件 297件 0件 
 



 

〈資料３－２〉 

 26 

 

※ 平成 26 年度予算額算出根拠  

１ 笠保 要支援臨時職員４人       ９，０５８，８００円  

２ 笠保 低年齢・一時保育臨時職員２人   ４，３４９，４２４円  

３ 笠保 延長保育臨時加配５人     １０，８５７，３６０円  

４ 笠原子育て支援センター人件費      ４，０２０，４９６円  

５ 笠原児童館指定管理料（ひろば含む）  １３，３６０，７４３円  

              

            計         ４１，６４６，８２３円  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 26 事業名 笠原小学校給食調理場施設整備事業 

担 当 課 教育総務課 担当者 ― 

実施時期 平成16年 ～ 平成18年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

84,000千円 ― 

内  容 

事業概要 

 施設の老朽化及び衛生基準の改正により、笠原小学校の給食調理場を改

善する事業 

①昭和41年校舎棟に給食調理室として増築 (鉄筋コンクリート造・平屋建

てA=151㎡)現在はA=246㎡。以後部分的な修繕は実施しているが、施設及

び調理器具・機械設備の老朽化が進んできているため増築し設備も更新す

るもの。 

②平成９年文部科学省制定の｢学校給食衛生管理の基準｣改正に伴い調理

室の衛生基準が見直され、調理施設内の汚染・非汚染作業区域の区分が必

要となったため改修するもの。  

事業の詳細・進捗状況  

【事業の詳細】  

 平成18年度実施事業。(現在でも笠原幼稚園へ900食程度を配送) 

 事業は５月～夏休み中を予定。９月１日より給食開始予定。  

 この間、笠原小学校・笠原幼稚園の給食は、大畑調理場で調理し、配送。 

１．改修面積      改修部分    220.9㎡ 

           増築部分    49.3㎡ 

２．工事内容   

 ①増築部分：鉄骨造平屋建て、屋根及び壁部 ALC版 

       既設下処理室増設、魚肉検収室及び前室を新設。食缶等  

       の洗い場を設置するもの。  

 ②改修部分：既設冷蔵庫室と食品庫を野菜検収室及び前室に改修。天  

       井・壁・床の仕上げと床排水・給水・給湯・蒸気・電気  

       等の配管配線及び空調設備・ダクト設備を改修するもの。 

 ③L型擁壁新設：L＝25.2m(H=2.97ｍ～3.4ｍ) 

３．予算額 

 ①調理場改修工事   68,000千円 

 ②厨房備品購入費   16,000千円 

【進捗状況】  

工期：８月30日完成予定  

 調理場の建物改修工事は完了。外構の一部仕上げを施工中。  

 ９月１日給食開始に向けて、調理器機の調整運転を実施中。  

平成26年度の事業内容  

事業終了 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 27 事業名 幼・保・小・中一貫教育の実施 

担 当 課 教育研究所 担当者 梅村 千恵美 

実施時期 平成15年 ～ 平成  年（継続） 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

295,200千円 5,558千円 

内  容 

事業概要 

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。  

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

１ 「読書」、「道徳」、「英語」「学力向上」を一貫教育の柱としており、

特に英語については、平成 15～23年度の指定（文部科学省：研究開発学

校指定）に引き続き、平成24年度から新たに３カ年の研究開発学校の指

定を受け、実践を行う。  

  平成24年度から受けた指定においては、小学校における文字に慣れ親

しむ指導の開発、小中学校のなめらかな接続を目指す英語科スタート

カリキュラムの改善等を行う予定である。  

２ 一貫教育を推進する横断的組織  

 (１)一貫教育推進協議会 

     一貫教育を統括 

 (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 

 (３) 文部科学省指定に係る研究開発学校運営指導委員会  

３ 笠原校区一貫教育の日を 11月に実施する。 

 

【進捗状況】  

旧笠原町から取り組んでいる上記活動を継続、発展させている。  

 

平成26年度の事業内容  

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）。 
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 28 事業名 学校開放事業の推進 

担 当 課 文化スポーツ課  担当者 奥村 泰士 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

268,140千円 14,749千円 

内  容 

事業概要 

 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。  

 

 

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

（１）スポーツ開放  

・運動場、体育館、武道場、テニスコート、プール又は市民の健康維持、

増進及び体力づくりの場として開放する。  

（２）学習開放  

・特別教室、多目的教室又は体育館を市民の学習の場として開放する。  

【進捗状況】  

市内の全ての小中学校 (小学校 13、中学校８ )で、体育館、運動場、武

道場、テニスコート、プール、特別教室の開放を行っている。  

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

開放している。小学校のプール開放は、８月中の土日のみ、現在３校（精

華小、北栄小、滝呂小）で実施している。  

平成26年度の事業内容  

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。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 29 事業名 歴史民俗資料の保存と活用・指定文化財の保護  

担 当 課 文化財保護センター  担当者 矢部 由美子 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

未定 3,429千円(発掘調査費含む) 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  
旧笠原町の指定文化財は、合併時をもって多治見市の指定文化財に指定

されました。旧笠原町が保管、管理していた指定文化財及び埋蔵文化財資
料、民俗資料、美術工芸品等の資料は、文化財保護センターが引き継ぎ、
笠原町史等を作成した際の文献資料等は図書館の郷土資料室の所管とな
りました。 

旧笠原町が大切にしてきた指定文化財並びに歴史的資料は、笠原町のみ
ならず多治見の歴史文化を明かにする大切な資料として保存活用を進め
ます。 
【進捗状況】  
○企画展示 

・平成18年1月～5月 「笠原の美術工芸」  
・平成21年7月～12月「かさはらの大窯」  
・平成23年1月～6月 「笠原鉢－直径33センチのキャンバス－」  

○文化財講座  
 ・平成18年3月「浄土への祈り～心性寺の千体仏と万治の石仏～」  
 ・平成19年3月「笠原町文化財めぐり」  
 ・平成23年7月「笠原鉢」 
○書籍（笠原地域の文化財等含む）の刊行  
 ・平成19年度より頒布「多治見の文化財 改訂第８版」  
 ・平成19年度より頒布「新版 多治見の植物」 
○解説看板設置  
 ・平成20年度 神明宮、心性寺、渓雲寺  

・平成21年度 清昌寺 
○指定文化財の管理等  
 ・県史跡「狐塚古墳」  

➤地域の皆さんを中心に保存会を設立していただき、日常の管理業務
の委託を開始。  

・県史跡「妙土窯」  
➤年2回、シルバー人材センターに委託して草刈を実施。  

  ➤平成23年度 「妙土窯」の老朽化したフェンスの改修工事  
○埋蔵文化財  

・平成20年度～24年度  
➤神戸栄土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財（砂田総作権現遺跡）の

発掘調査を実施  
➤現地説明会の開催  

 ・平成22、23年度 
   小中学生を対象にした夏休み発掘体験の実施。  

・平成25年度～27年度 
砂田総作権現遺跡の出土遺物の整理、発掘調査報告書の作成  

○笠原町で収集・保管されていた資料等の移管  
・平成18、19年度 

文化財保護センターへ保管場所の移動。  
・平成21年度 
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県の緊急雇用対策事業費を活用して、旧笠原町出土品のナンバリン
グ、台帳作成などの再整理事業を実施。  

・平成23、24年度 
文書は図書館郷土資料室に移管し、笠原庁舎取壊しに先立ち、議場
に保管されていた文書については、保管場所を隣接する公民館へ移
動した。その管理活用については現在検討中。  

・平成25年度 
笠原庁舎に展示されていた絵画や陶磁器等の一部は文化財保護セ
ンターへ移管し、保管。  

平成26年度の事業内容  

 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。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 30 事業名 情報システムの構築と運用 

担 当 課 情報課 担当者 岩田 卓也 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

1,591,901千円 69,550千円 

内  容 

事業概要 

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）。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

多治見市・笠原町の合併と同時期に、２市による広域共同事業として、

財務会計、文書管理、介護保険、住民記録について電算処理システムを構

築するもの（平成18年度から全システムの運用を開始）。  

 広域共同事業の終了後も、引き続き多治見市単独でのシステム運用を行

うとともに、新システムへの更新作業を行うもの。  

 

【進捗状況】  

①平成18年度から、上記電算処理システムは本格稼動しているところ。 

②平成19年度に、文書管理システムについて、一部改修および機構改革へ

の対応（文書所管換え）を実施。  

③平成20年度に、財務会計システムについて、一部改修を実施。  

④２市による電算共同運用事業のリース契約が平成 22年度に期間満了を

迎える事に合わせて事業を終了する事を決定。  

⑤上記電算共同事業の終了を受けて、多治見市単独の運用を開始するとと

もに、システムの更新作業に着手。平成 24年1月から住民情報、介護保

険システムの運用を開始。  

⑥財務会計、文書管理システムについては、検討の結果、現行システムを

平成28年度までの継続利用を決定。  

平成26年度の事業内容  

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。 

 



 

〈資料３－２〉 

 33 

新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 31 事業名 
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) 

担 当 課 情報課 担当者 岩田 卓也 

実施時期 平成 18 年 ～ 平成 27 年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

724,950千円 88,557千円 

内  容 

事業概要 

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）  

３ＣＤＣの活用による情報提供サービス、機器等の安全管理  など  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

多治見市・笠原町の合併を契機に、笠原振興事務所内のネットワークの

改修をはじめ、市内の各施設間を光ファイバーで結ぶなどして、庁内ＬＡ

Ｎのブロードバンド化を図るもの。また、ＣＤＣを活用して地域に密着し

た情報提供や機器の管理などを行うもの。  

 

【進捗状況】  

①合併までに庁内ＬＡＮの再構築業務は完了しており、現在は運営・維持

管理が主たる業務となっている。  

②ITタウンカード、保健福祉医療ネットワークについては、平成 20年度を

もって事業を終了した。  

③インターネット予約を行える新多治見市公共施設予約システムを平成

24年6月から運用開始。  

④ＣＤＣの活用を平成28年度迄とし、駅北庁舎への移設計画を立案。  

平成26年度の事業内容 

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。  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 32 事業名 その他公共施設の有効活用(大規模改修) 

担 当 課 総務課 担当者 加藤 眞一 

実施時期 平成18年 ～ 平成27年 

予  算 
総事業費(10年間) 平成26年度予算 

未定 22,880千円 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

市内の公共施設について、優先順位を定めたうえ各建物の現場確認を実

施し、計画的に改修・修繕を行うことにより、建物の長寿命化を図る。公

共施設の建物診断委託料及び建物診断に基づく改修・修繕費用を計上。市

有施設整備検討委員会で毎年度優先順位を策定し、予算の範囲内で修繕対

策箇所を決定する。  

【進捗状況】  

各所管課にて改修・修繕を実施。  

 

平成26年度の事業内容  

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  
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新市建設計画主要事業概要 調査シート  

事業番号 33 事業名 多治見駅北地区公共公益施設建設事業 

担 当 課 
企画防災課 

五大プロジェクト建設事務局  
担当者 

児山 睦 

伊藤 和可奈 

実施時期 平成23年 ～ 平成27年 

予  算 

総事業費(４年間) 平成26年度予算 

3,163,409千円 五大Ｐ：1,510,163千円 

企画防災課 ： 650千円 

内  容 

事業概要 

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。  

事業の詳細・進捗状況 

【事業の詳細】  

関連する計画・提言・構想等をベースに「『多治見駅北地区公共公益施設

基本構想』を H23年8月に策定し、多治見駅北地区公共公益施設を建設。  

（１）（多治見駅北拠点施設基本計画：H21年3月）  

駅周辺のにぎわいの創出に資する拠点施設として、「健康・子育て」

をテーマにした公共公益施設を16街区の一部に整備  

（２）（多治見駅北地区公共公益施設の整備に関する提言：H22年3月）  

   「公共サービス機能」が公共公益施設に求められる機能の一つで

あるとし、窓口業務を利便性の高い駅北土地区画整理事業区域内

にまとめて移転することを提言  

（３）（市庁舎将来構想：H23年4月）  

   本庁舎の３大課題（老朽化、耐震性が低い、狭あい）解決の基本

方針の一つに分庁舎建設を掲げる。  

（４）（新市建設計画）  

   保健センターの老朽化による建替え（移転）  

   H24年3月に計画を変更し、公共公益施設（分庁舎、保健センター

等の多機能複合施設）の建設を規定  

【進捗状況・今後の予定】 

平成23年度：多治見駅北地区公共公益施設基本構想策定  

平成24年度：多治見駅北地区公共公益施設基本計画策定  

設計、確認申請手続き、用地取得、文化財発掘調査  

平成25年度：建設着手（夏）、建設工事  

平成26年度：工事完了（平成 26年11月末予定）、移転作業  

平成27年１月４日：竣工式  

平成27年１月５日：供用開始（分庁舎オープン）  

平成26年度の事業内容  

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  

 


