
目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園 多治見市 直 1,400㎡ H28 H28 H28 H28 51 51 51 0 51 －

３号公園 多治見市 直 1,200㎡ H28 H28 H28 H28 44 44 44 0 44 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 多治見市 直 － H28 H28 H28 H28 8 8 8 0 8 －

地域生活基盤施設（人口基盤） 多治見市 直 180㎡ H29 H32 H29 R2 60 60 60 0 60 －

高質空間形成施設（緑化施設等) 多治見市 直 6,800㎡ H28 H30 H28 H30 88 88 88 0 88 －

高質空間形成施設（障害者誘導施設） 多治見市 直 850ｍ H28 H28 H28 H28 21 21 21 0 21 －

高質空間形成施設（電線類地下埋設施設） 多治見市 直 1200ｍ H25 H30 H28 H30 370 370 370 0 370 －

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 642 642 642 0 642 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

多治見市 直 － H30 H30 H30 H30 1 1 1 0 1

多治見市 直 － R2 R2 R2 R2 3 3 3 3

合計 4 4 4 0 4 …B

合計(A+B) 646
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度
多治見市 国交省 11.8ha ○ H11 H31 11,350

組合 国交省 2.0ha ○ H28 H34 18,055

国交省 国交省 1,600㎡ ○ H29 H32 682

内閣府 内閣府 142ha ○ H30 H32 25

国交省 国交省 142ha ○ H30 H32 6

合計 30,118

0.41

規模
交付期間内事業期間

細項目

公園

事業 事業箇所名
（参考）事業期間

交付対象事業費 646 交付限度額

事業主体 直／間

265 国費率

案内標識整備（案内板）

１号公園

ペデストリアンデッキ

修景・植栽整備

点字ブロック

多治見駅北地区

住宅市街地総合整備事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

照明施設（防犯灯） -

事業活用調査
事業効果分析 -

規模
（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

土地区画整理事業 多治見駅北地区

市街地再開発事業 多治見駅南地区

街路事業 多治見駅南地区

地方創生推進交付金 多治見駅周辺地区

民間まちづくり活動促進・普及啓発事業 多治見駅周辺地区

統合したB／Cを記入してください


