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はじめに 

 

この公表は、地方自治法第243条の３第1項の規定により、本市の財政状況を市民の皆様

に広く知っていただき、市政に対するご理解とご協力をいただくため、毎年5月と11月の2

回行っているものです。 

今回の公表では、平成24年度下半期（平成24年10月1日から平成25年3月31日まで）に

おける補正予算と予算執行の状況及び平成25年度当初予算の概要等をご説明するもので

す。 

なお、各表中の金額は、特定のものを除いて単位は千円です。したがって、単位未満の

金額は、一部端数調整したものを除いて原則として四捨五入してあります。また、増減率、

構成比等は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位までとなっています。この

ため、構成比の合計が100％にならない場合もあります。 
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７ 平成 25 年度予算の概要 
 

(1)平成 25 年度の予算規模 

 

(2)一般会計 

① 全体の概要 

平成 24 年度当初予算額と比較しますと、6 億 7,600 万円（△2.0%）の減額となっています。 

平成 25 年度は、前年度に引き続き行う新火葬場整備事業、三の倉センター基幹整備事業に加え

て、多治見駅北地区公共公益施設建設事業などが本格実施となりますが、新市民病院建設事業の

減少などにより、前年度に比べ予算規模は縮小し、予算総額は 328 億 7,600 万円となりました。 

② 歳 入 

歳入では、市税全体で前年度より 2 億 8,361 万円（2.1%）の増額となっています。これは主に家屋

の新増築による固定資産税の増加などによるものです。 

国庫支出金は、三の倉センター基幹整備事業への交付金の減少などにより、2 億 1,590 万円（△

6.2%）の減額となっています。 

繰入金の減少は、主に新市民病院の指定管理者負担金の皆減や新市民病院建設関連費用の

減少によるもので、11 億 9,468 万円（△39.9%）の減額となっています。 

市債収入では、合併特例事業債の起債額は増加していますが、主に廃棄物処理施設整備事業

債の借入の減少により、6,520 万円（△2.2%）の減額となっています。 

③ 歳 出  

歳出では、（仮称）星ケ台保育園建設や駅北に私立保育所が新設されことに伴う保育所費の増加

などにより、民生費が 9 億 680 万円（8.2％）の増額となっています。 

衛生費は、新市民病院建設事業費や三の倉センターの焼却施設基幹改良工事費の減少などに

より、17 億 8,158 万円（△32.6%）と大幅な減額となっています。 

教育費は、主に根本交流センター建設事業が完了したことにより、4 億 678 万円（△10.9%）の減額

となっています。 

公債費は、主に合併特例債の借り入れが増えたことにより合併特例債にかかる元金償還金が増加

し、1 億 1,135 万円（3.5%）の増額となっています。 

 

(3)特別会計 

全体で13億7,743万円（5.4%）の増額となっています。中でも、土地取得事業会計については、新火

葬場用地などの先行取得により6億404万円（198.2%）増加しています。  

また、駐車場事業会計は、駅北地区公共公益施設建設に合わせて、新たに、27街区に立体駐車場

を整備することにより、2億7,532万円（３１３．５％）増加しています。 
 

    (単位：千円)  

  平成 25 年度 平成 24 年度 差   額 
伸率 

  当初予算額 当初予算額 （H25-H24) 

一般会計 32,876,000 33,552,000 △676,000 △2.0% 

特別会計 26,912,379 25,534,950 1,377,429 5.4% 

総合計 59,788,379 59,086,950 701,429 1.2% 





















○ 議会事務局 2,594 千円

○ 議会事務局 458 千円

○ 議会事務局 2,050 千円

○ 議会事務局 567 千円

○ 文化スポーツ課 3,460 千円

○ 人事課 10,115 千円

○ 人事課 3,908 千円

○ 情報課 157,296 千円

○ 秘書広報課 1,448 千円

○ 秘書広報課 24,473 千円

○ 秘書広報課 508 千円

○ 秘書広報課 29,858 千円

○ 総務課 12,813 千円

○ 財政課 202,890 千円

○ 財政課 2,363 千円新公会計制度改革対応関連費

新公会計制度改革に対応したバランスシート、行政コスト計算書など財務４表作成の支援業務委託料です。

テレビ・ラジオ番組等制作費

法規管理事務費

市政情報のラジオ番組放送に必要な経費です。
たじみシティガイド（平日10分、土日5分）を1日1回放送します。
ニュース763（平日10分）を1日2回放送します。
たじみふるさとＷａｌｋｅｒ（60分）を1日1回放送します。
その他、市民参加番組（年120分）、イベント、スポット情報、緊急放送を行います。

市債償還対策基金積立金

合併特例事業債の償還に備え、合併特例事業債の元利償還金の3割相当分となる66億円を平成18年度からの10年間で積み立てるため、市債
償還対策基金を積み立てます。

地方分権一括法の施行に伴う、多治見市の各種条例、規則についての改正、例規データの整備等の事務を管理、執行するための費用です。

総務費

市民参加事務費

広報関係費

市政情報を市民に的確に伝え、情報を共有するために広報紙の発行やホームページの運用に必要な経費です。
広報たじみは月1回、約42,000部を発行します。
広報紙と折込チラシ等を仕分けして、町内会の広報世話係宅へ配送します。
自治組織未加入のマンションやコンビニエンスストア、郵便局等へは別に配送します。
広報紙はＰＤＦファイルでホームページにも掲載します。
ホームページの情報掲載・更新がしやすいシステムの運営保守を行います。

国際化促進事業費

市民の国際感覚を養うとともに異文化への理解を深め、多様な文化が共生するまちを目指した事業を行います。

電算業務費

市民サービス向上のため、窓口業務で迅速な事務処理を行います。
基幹系システムの収納、税、国保、年金、上下水道等のシステム運用管理を行います。

広聴活動や市民参加の推進、実施に必要な経費です。
地区懇談会、市長への提言などの市民参加事業を進めます。
前年度に引き続き、市民討議会を市民ボランティアと（社）多治見青年会議所と協力し開催します。

被災地応援派遣費

職員研修事業費

元気な多治見をつくる市政アドバイザー制度の運営と都市情報の収集に必要な経費です。
多治見市の情報を定期的に届け情報交換を図り、分野に応じて各種アドバイスを受けます。
東京と大阪で幹事会及び全体会議を開催します。

導入2年目となる5Sへの取組みを推進します。5Sへの理解を深める取組みを実施し、年度目標を掲げ、各部で取り組んでいきます。
また、「おもてなし日本一」を目指して、電話対応研修を実施し、電話対応コンクールに出場します。

東日本大震災被災地（釜石市）へ職員を派遣します。
保健師　1ヶ月派遣　2回　　建築士　3ヶ月派遣　2回

都市情報収集関係費

12　平成25年度予算の主な事業の内容

議会活動を広く市民に広報するため、議会だよりを発行し、FMpipiにより市政一般質問の生中継を年1回行います。
また、多治見市議会基本条例に基づき、市民対話集会を開催し、開かれた議会を推進します。

インターネット配信により、市民に広く議会中継を配信します。

多治見市議会議員政治倫理条例に基づき、議員が政治倫理を遵守するために、必要時に有識者による調査及び審査を行います。

議会費

本会議インターネット配信事業費

議会広報事業費

政治倫理等調査委託費

議会設備改良事業費

議場、第3委員会室及び全員協議会室の録音装置を改修します。

一般会計
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○ 総務課 17,375 千円

○ 文化スポーツ課 6,500 千円

○ くらし人権課 790 千円

○ くらし人権課 1,502 千円

○ くらし人権課 8,722 千円

○ 情報課 34,020 千円

○ くらし人権課 10,467 千円

○ 情報課 16,227 千円

○ 開発指導課 21,469 千円

○ くらし人権課 7,824 千円

○ 情報課 43,921 千円

○ くらし人権課 20,000 千円

○ 市民課 18,589 千円

○ くらし人権課 46,906 千円

○ 道路河川課 3,301 千円

○ 道路河川課 3,398 千円

○ くらし人権課 2,494 千円

○ 都市政策課 9,855 千円

○ 五大プロジェクト建設事務局 866,854 千円

○ 税務課 75,766 千円

平成２３年度に更新した住民記録、介護保険、福祉系システム、平成２４年度に更新した職員認証基盤、グループウェアの運用管理を行いま
す。
多治見駅北地区公共公益施設を主軸とした情報インフラの整備に着手します。

第２次情報システム構築運用事業費

財産台帳の整備を高めつつ、各課が保有する管理台帳データの一元化を図り、その結果を関係部署で検索・活用できるシステムを構築する費
用です。

地域公共交通対策関係費

多治見駅北地区公共公益施設建設事業費

交通安全啓発費

交通安全思想の普及啓発のため、交通安全ベストを全町内会に配布し、交通安全運動を警察、県、交通安全協会とともに実施します。

賦課徴収事務費

平成21年度に策定した公共交通戦略を、過去3ヵ年の実証実験の結果を踏まえ、多角的な施策パッケージを定めた目標達成型の戦略に見直し
ます。

現庁舎が抱えている「老朽化・耐震性が低い・狭い」という課題を解決するため、分庁舎及び保健センター機能等を備えた駅北地区公共公益施
設を整備します。
平成25年度は、施設の建設に着手し、平成26年度の完成をめざします。

差押強化等により、自主納付を促し、現年度の収納率の向上に努めます。
県徴収職員との相互交流による合同徴収により、銀行預金の差押等を実施し、収納率の向上を図ります。

人権擁護関係費

人権施策推進指針推進期間（平成22年度～平成31年度）の中間年において人権施策の検証を行うため市民意識調査を実施します。

放置自転車等対策費

駅北地区に自転車放置禁止区域を新規に指定するので、区域に啓発用の看板設置を行います。

庁内情報化設備整備費

普通財産管理費

市のマスコットキャラクター「うながっぱ」を盛り込みいっそう華やかになった「たじみ夏まつり」を花火大会と同日に開催し、ふるさと多治見が市民
の心に思い出深く残る祭りにします。

男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画社会の形成を図ります。平成25年度～平成29年度を計画期間とする「（仮称）第2次たじみ男女
共同参画プラン後期計画」を推進します。

市政協力業務を市が50の区と委託契約し、自治組織の育成と自主活動を促進するための財政的支援を行うものです。

市民の創意と工夫にあふれた自主的、主体的なまちづくり活動を推進、支援するため補助をします。補助金額等は選考委員による公開審査会
で決定し、事業の成果は公開の報告会を実施します。

市民活動交流支援センターの指定管理者への委託料です。

公共施設予約システムの運用管理、市ホームページ、メールサーバーの運用管理を行います。
岐阜県域型統合GIS（地図情報サービス）、岐阜県情報スーパーハイウェイのサービスの提供を受けます。

区又は町内会が維持管理している既存防犯等をLED防犯灯に変更しようとする者に対して、補助金等交付要綱に基づき補助をします。

地区事務所施設整備費

旧笠原庁舎の解体に伴い、笠原中央公民館へ移転するため、同公民館の一部を改修します。また、根本事務所の移転に伴い、旧根本事務所
を解体します。

まちづくり市民活動支援事業関係費

地域集会所施設整備費補助金

市民活動交流支援センター管理運営費

自治組織関係費

地域住民のまちづくり活動を推進するために、自治組織が管理している集会所の施設整備事業に対して、補助金等交付要綱に基き補助をしま
す。

国土の開発、保全及び地籍の明確化を図ることを目的とした国土調査法に基づく地籍調査事業費です。
星ケ台地区の現地境界立会及び境界測量を行います。
笠原音羽2・栄（Ⅱ）地区・生田町地区の認証請求を行います。

地籍調査事業費

庁内LANパソコンの更新計画に基づき、180台を計画的に更新します。
庁内LANネットワーク機器の老朽化に伴う更新を行います。

地域情報化施策推進費

防犯灯LED化事業補助金

夏まつり関係費

子どもの権利推進事業費

男女共同参画社会推進事業費

子どもの権利に関する条例に基づき、子どもの権利の普及を進めます。平成25年度～平成28年度を計画期間とする「（仮称）第2次子どもの権
利に関する推進計画後期プラン」を推進します。
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○ 税務課 41,886 千円

○ 税務課 1,973 千円

○ 市民課 38,836 千円

○ 選挙管理委員会 32,000 千円

○ 総務課 5,353 千円

○ 監査委員事務局 75 千円

○ 福祉課 789 千円

○ 高齢福祉課 12,600 千円

○ 高齢福祉課 925,407 千円

○ 保険年金課 154,849 千円

○ 保険年金課 168,875 千円

○ 福祉課 39,057 千円

○ 福祉課 1,140,000 千円

○ 子ども支援課 8,597 千円

○ 子ども支援課 84,805 千円

○ 子ども支援課 84,588 千円

○ 子ども支援課 5,541 千円

○ 子ども支援課 497,485 千円

○ 子ども支援課 14,908 千円

○ 子ども支援課
五大プロジェクト建設事務局

304,704 千円

子ども医療給付事業費（市単）

重度心身障害者医療給付事業費（県単）において所得制限を超えた方と、身体障害者手帳4級、または療育手帳B2を所持し65歳以上の方、も
しくは65歳未満の市民税非課税の方の通院費及び入院費を助成します。

児童福祉総務事務費

次世代育成支援対策推進行動計画及び子ども・子育て支援事業計画を策定します。

民間保育所施設整備事業助成費

介護保険事業会計介護給付費繰出金

（仮称）星ケ台保育園建設事業費

介護保険を運営する特別会計へ一般会計から繰り出す費用です。
高齢者保健福祉計画2012（第5期介護保険事業計画）に基づき、介護保険サービスの充実に努めます。

障害者自立支援法に基づく介護給付・訓練等給付の障害福祉サービスに要する経費です。居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所（ショートステ
イ）、施設入所・通所などのサービスを行います。

私立保育所児童運営費

心身障害児通園事業費

発達支援センター「なかよし」と「ひまわり」の運営及び児童福祉法に基づく療育に要する経費です。今年度は、「ひまわり」の受入人数を54人か
ら63人へ9人増やします。

住宅・土地統計調査費

住生活関連諸施策の基礎資料を得るために、5年に一度、全国の居住建物の実態と現住居以外の住宅及び土地の保有状況等に関する実態を
調査する費用です。（統計法に基づく指定統計調査）

自立支援給付費

重度心身障害者医療給付事業費（市単）

高齢者支援センター事業費

土地評価資料更新事業（地価鑑定委託事業費）

平成24年度から平成26年度までの継続事業で、平成27年度評価替え（土地）のために評価基礎調査、評価要因解析、路線価評価、公開用資
料作成、航空写真撮影等を行うものです。平成25年度はこのうち評価基礎調査の残り、評価要因解析、路線価評価一部を行います。また、平成
27年度評価替え（土地）のために標準宅地465地点見込みの平成26年1月1日時点の鑑定評価額を調査します。併せて、平成26年度評価のた
めに時点修正率の調査、新規路線の価格設定等を行います。

戸籍住民基本台帳関係事務費

戸籍総合システム用機器を更新します。また、災害時において戸籍システムの迅速な復旧を可能にするため、戸籍副本データ管理システム対
応連携ソフトウェアを導入します。

家屋評価関係資料電子化事業費

家屋評価図面・計算書を、滅失・増築などの照会対応と保存スペースを考慮し、スキャナーを購入して、電子化して事務に使用します。

小学1年生～小学6年生までの通院費及び小学1年生～中学3年生までの入院費を助成します。

総合福祉センター施設整備費

総合福祉センターの冷暖房室外機の更新及び浴場の閉鎖・会議室等への改装に要する工事費等です。

児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、指定障害児相談支援事業に要する経費です。

障害児通所支援事業費

参議院議員通常選挙執行費

任期満了（平成25年7月28日）に伴う選挙を執行する経費です。

地域福祉計画策定事業費

地域包括支援センターの補助機関である高齢者支援センターにおいて、高齢者に関する総合相談、要援護者の早期把握や介護予防の普及を
通して、地域包括ケアの推進を図ります。

第2期多治見市地域福祉計画を見直し、第3期計画（計画期間：平成26年度～平成30年度）を策定するために要する経費です。

私立保育所の1園新設により、受け入れ児童数を増やします。　新設園 定員66人

前畑保育園の園舎改修に対する補助金です。（国：1/2　市：1/4　事業者：1/4）

ファミリーサポートセンター事業費

子育てを支援してほしい人と支援できる人が会員となり、子育て家庭を支援する事業です。平成25年4月からは、病児、病後児（病状の回復期
で、医師の診断書があるなどの一定条件を満たした子ども）の預かりを実施します。

築後40年が経過し、老朽化が進んでいる美坂保育園及び滝呂保育園を統合し、新たに（仮称）星ケ台保育園を建設します。今年度は、建設に
先立ち、用地取得と建築設計を行います。

監査事務関係調査研究費

民生費

財政健全化比率及び資金不足比率審査時に有識者から意見聴取を行います。
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○ 福祉課 635,186 千円

○ 保健センター 4,009 千円

○ 保健センター 95,920 千円

○ 保健センター 15,358 千円

○ 保健センター 58,574 千円

○ 保健センター 4,835 千円

○ 保健センター 8,527 千円

○ 保健センター 305,359 千円

○ 保健センター 1,049 千円

○ 下水道課 2,832 千円

○ 環境課 1,016 千円

○ 環境課
五大プロジェクト建設事務局

96,121 千円

○ 環境課 1,281 千円

○ 環境課 1,491 千円

○ 環境課 12,651 千円

○ 環境課 10,770 千円

○ 環境課 5,829 千円

○ 環境課 860,316 千円

○ 環境課 8,800 千円

○ 環境課 372,166 千円

総合環境学習関係費

新火葬場建設関係費

合併浄化槽設置費補助金

環境調査関係事務費

ダイオキシン類や環境ホルモン等の調査、今夏に大量発生したコバエの調査を実施します。

不法投棄対策費

地球温暖化対策地域推進計画関係費

新型インフルエンザ等対策に要する経費です。多治見市の行動計画を策定します。

岐阜県森林環境税基金事業としてエコカレッジ事業を実施し、環境学習を充実するとともに、環境フェアなど環境団体の交流を進めます。

貴重な最終処分場として管理・運営をしていくため、処分場の将来を見据えた基本的な埋立計画を立てるとともに、処分場全体の測量を実施し
ます。

未熟児養育医療給付費

予防接種法に基づく乳幼児や学童の各種感染症及び高齢者インフルエンザ発症予防のために定期・任意予防接種事業を実施します。

予防接種費

地球温暖化地域推進計画事業を推進するとともに、新エネルギー設備設置補助（太陽光発電、燃料電池）を引き続き実施します。

現火葬場は築後40年近く、老朽化、将来の需要増への対応など多くの課題を抱えているため、新たな火葬場を建設します。平成24年度から引
き続き建築設計及び関連調査業務を実施し、併せて新火葬場敷地への進入路を築増します。また、新火葬場建設検討委員会を開催し、進捗
状況を確認していきます。

母子健康法に基づき未熟児等養育医療費を助成します。平成25年度より県から権限移譲された事業です。

環境衛生関係調査研究費

健康調査費

第2次たじみ健康ハッピープランについて、科学的根拠に基づいた指標・目標値を設定し、目標設定後の評価を行う基礎データとして健康実態
調査を実施します。

健康づくり推進事業費

休日・夜間在宅当番医制運営費補助事業費

生活習慣病予防推進事業費

母子保健事業推進費

健康増進法に基づくがん検診、健康相談、健康教育等を通じて、市民の生活習慣病予防と健康づくりを推進します。

市内処分場の水質検査を行います。今年度から飲用井戸に関する事務が移譲されます。

笠原クリーンセンター施設整備費

焼却施設等運営費

三の倉センターの管理運営に要する費用です。平成25年4月から廃棄物発電の売電料金について、再生可能エネルギーの固定価格買取制度
の適用を受けるために、ごみ質分析を従来の年4回から年12回に変更し実施します。

感染症予防対策費

夜間、休日等の初期救急医療について多治見市医師会、歯科医師会、薬剤師会及び社会医療法人厚生会が対応しており、その運営費を助
成するものです。

衛生費

生活保護法に基づく、被保護者の生活費に要する経費です。

三の倉センター施設整備費（公共、単独）

生活保護扶助費

第2次たじみ健康ハッピープラン後期計画をPR及び推進するための事業費です。「食生活」「運動」「禁煙」の3分野に関する事業を推進します。

母子保健法に基づき妊娠期から乳幼児期を中心に健康診査及び妊婦健診内容の拡充、尐子化対策としての助成事業、「親育ち4･3･6･3たじみ
ﾌﾟﾗﾝ」における親支援等、母子保健事業全般を推進します。

公共用水域の水質保全のための合併浄化槽設置に対する補助金事業で、平成25年度は7基分の補助を見込み予算計上しました。

不法投棄防止パトロール及び不法投棄物回収を実施します。

美化計画に基づき、美化推進重点地区での啓発活動やポイ捨て等防止の推進をします。また3ヶ所目の美化推進重点地区を指定します。

環境美化推進関係費

焼却施設の設備診断を基に延命化に必要な改良工事を行うとともに熱効率の向上や二酸化炭素の削減など機能向上に向けた改良工事を行
います。(平成23年度から平成26年度までの継続事業。平成25年度工事内容：溶融炉設備、焼却設備、排ガス処理設備他。)
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○ 下水道課 8,946 千円

○ 下水道課 1,729 千円

○ 産業観光課 2,525 千円

○ 緑化公園課 990 千円

○ 産業観光課 4,513 千円

○ 企業誘致課 21,068 千円

○ 産業観光課 1,138 千円

○ 産業観光課 8,371 千円

○ 産業観光課 6,727 千円

○ 産業観光課 3,000 千円

○ 産業観光課 1,000 千円

○ 産業観光課 9,465 千円

○ 陶磁器意匠研究所 9,508 千円

○ 陶磁器意匠研究所 1,061 千円

○ 五大プロジェクト建設事務局 45,083 千円

○ 開発指導課 9,800 千円

○ 開発指導課 1,914 千円

○ 道路河川課 121,150 千円

観光宣伝事業費

多治見市の観光宣伝に係る経費です。「うながっぱ」「日本一暑いまち」「多治見ものがたり」等を活用した積極的なPR及びイベントを実施しま
す。また、近隣市と連携した観光PRを行います。

ビジネス商談会「企業お見合い」に係る経費です。

技術開発研究事業費

安心安全な飲食器の製造販売に関して特に課題となっている鉛、カドミウムの溶出防止について、上絵具の加飾方法、焼成条件による溶出量
への影響について研究します。

狭あい道路整備関係費

建築基準法第42条第2項の狭あい道路（市道）に係る道路後退の確保及び整備関係事業費です。
①狭あい道路の協議事務を行います。
②支障物件除却移転（門、塀等）を行います。

橋りょう長寿命化事業費

建築物の地震に対する安全性の向上を図ることを目的とした耐震化事業です。
①木造住宅耐震診断委託事業を行います。（件数：80件）
②建築物耐震診断経費助成事業を行います。（非木造　件数：2件）
③木造住宅耐震補強工事費助成事業を行います。（件数：5件）

地産地消及び駅北のにぎわいの拠点となる農産物直売所の事業への補助等に係る経費です。

企業お見合い関係費

農産物直売所推進費

美濃焼祭（オリベステーションたじみ観光イベント）等、陶産地における美濃焼PR・販路拡大イベントに係る経費です。
多治見市、掛川市、奥州市、仙北市の4市共同で「最高の技　茶文化プロジェクト」を立ち上げ推進します。

耐震診断促進事業費

市内に点在する橋梁の長寿命化を図るための工事を行います。
平成25年度は、中田橋他4橋の長寿命化工事及び大坪橋他3橋の修繕設計及び橋梁点検を行います。

土木費

農業集落排水事業特別会計への繰出金で、維持管理費等に充当されます。

農林水産業費

有害鳥獣捕獲事業費

き業展関係費

消費地地場産業販路拡張対策費

新産業・起業家創出環境整備事業費

農業集落排水事業会計繰出金（基準内）

（仮称）日本タイル館建設事業費

企業誘致事業費

人財育成事業費

新事業・起業家等を支援する起業支援センターの管理・運営に係る経費です。

テーブルウェア・フェスティバル（東京ドーム）など大消費地において、地場産業のブランド力向上や販路拡大を図るために係る経費です。

陶産地地場産業販路拡張対策費

檻の購入や防鳥ネットの設置等、年々増加しているイノシシ等の有害鳥獣駆除に係る経費です。

貴重樹木等保護対策費

農業集落排水事業会計繰出金（基準外）

農業集落排水事業特別会計への繰出金で、元利償還金に充当されます。

市内に点在するシデコブシ、ハナノキ等は、絶滅危惧種として保護保全が必要な状況にあります。その対策として地域住民や自然保護団体等と
の協働により、近隣環境整備及び個体保全活動を支援するための事業です。岐阜県森林環境税を財源にした基金からの県補助金を見込んで
います。

国内随一のタイル産業集積地という笠原地域の資源を活用し、産業振興と観光産業の促進を目的とする施設として（仮称）日本タイル館を建設
します。建設に先立ち、平成24年度から引き続き建築設計を行います。

陶磁器産業の質の向上・活性化及び陶磁器文化の醸成を目的に、やきもの作りに熱意を持つ若者を全国から募集し、陶磁器デザイナー・クラフ
ト作家・陶芸家の育成を目指した研修を行います。

ビジネスフェア「き」業展開催に係る経費です。

商工費

多治見市へ進出した企業に対して企業立地促進条例に基づき交付する奨励金等の経費です。
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○ 道路河川課
用地課

20,270 千円

○ 道路河川課
用地課

48,600 千円

○ 道路河川課 80,215 千円

○ 道路河川課
用地課

21,015 千円

○ 緑化公園課 20,826 千円

○ 都市政策課 18,019 千円

○ 区画整理課 94,000 千円

○ 都市政策課 3,016 千円

○ 下水道課 756,282 千円

○ 下水道課 197,453 千円

○ 緑化公園課 3,600 千円

○ 緑化公園課 4,000 千円

○ 建築住宅課 11,430 千円

○ 建築住宅課 22,000 千円

○ 建築住宅課 12,750 千円

○ 予防警防課 2,167 千円

○ 消防総務課 25,011 千円

○ 消防総務課 345 千円

○ 消防総務課 3,686 千円

○ 消防総務課 6,285 千円

浸水対策事業費

神戸・栄土地区画整理組合が施行する事業（区画道路、移転補償、文化財発掘調査等）に係る経費の一部を助成します。

環境と共生するまちづくりを目指し、緑豊かな生活環境を確保するため、『風の道構想』の実現を目指して中心市街地を重点的に緑化事業を推
進します。平成25年度は、土岐川・大原川合流点ポケットの植栽を見込んでいます。

市営住宅の入居者が良好な住環境の中で生活できるよう住宅を整備します。（団地内バリアフリー整備、老朽住宅の解体など）

消防費

下水道事業特別会計への繰出金で、雤水処理費、分流式下水道に要する経費等繰出基準に基づく経費に対する繰出金です。

下水道事業特別会計への繰出金で、浸水対策事業や工事費の自己財源分に対する繰出金です。

平成25年度及び平成26年度の継続事業で、平成25年度は、市営国京団地の跡地利用に向けて市道930233線の拡幅改良工事を実施します。
(幅員7.5ｍ、延長158ｍ）

国京団地跡地整備費

市営住宅施設整備費

民間空き住宅活用家賃補助事業費

市営住宅管理戸数の減尐分を補完するため、民間空き住宅を活用してそこへ入居する世帯に対し家賃補助を行います。（15戸以内）

将来のコストを抑えた公園施設の計画的な改築・更新を図るために「公園施設長寿命化計画」を策定します。

公園施設長寿命化計画策定事業費

下水道事業会計繰出金（基準外）

下水道事業会計繰出金（基準内）

富士見町から大針町までを結ぶ市道改良事業のうち、平成25年度は、2箇所の土地鑑定、用地取得及び測量設計を行います。
根本町12丁目地内　A=130㎡　　　大原町9丁目地内　A=1,200㎡

平成24年度までに12区（駅前・中之郷）まちづくり委員会で協議・作成した多治見駅南地区再生計画案に基づき、地域住民との合意形成のため
にブロック別に検討会を開催し、良好なまちづくりのための手法について検討します。

笠原記念公園整備事業費

笠原町神戸・栄土地区画整理区域内の街区公園として、（仮称）笠原記念公園の整備を進めていく費用です。平成25年度は、基本設計を実施
します。

ＪＲ小泉駅南側線改良事業費(公共)

都市計画基礎事業費

緑化推進費

応急手当普及関係費

消防団は、地域防災の要として欠かせない消防力です。しかし、消防団員の充足率は、条例定数に満たない状態で、特に若年層の団員が不足
しています。そこで、若年層を確保していくために、幼尐年期から消防団に対する理解を広めることを目的として、幼児用被服を購入し、イベント
などでPRして、将来の団員確保に取り組みます。

平成21年度から毎年度継続している「救急救命講習受講者1万人」の達成を目標に更なる救急救命体制の強化を図り、救命率の向上を目指し
ます。充実した講習内容とするため、指導体制の改善（ソフト面）及び必要資機材の購入（ハード面）をします。

活動服更新事業費

現在使用している活動服は、貸与してから10年以上経過し、大半の団員は被服が損傷し、安全管理上問題があります。そこで、活動上の安全
性を考慮し、総務省が定める基準に準拠した活動服への更新を全団員を対象に平成23年度から平成25年度までの3ヶ年で実施します。

昭和61年に整備した南姫分団車庫の屋根防水シートが劣化・剥離し雤漏りが起きているため、防水改修工事を行います。

非常備消防事務費

消防団の運営にかかる経費です。消防団の新たな人財として、女性消防隊を発足します。平成25年度は、初年度で隊員数30名で発足し地域
消防力の強化に努めます。

消防施設整備費

平成23年度の平和町の浸水を解消するために脇之島川の改良を行います。平成25年度は、測量設計及び土地鑑定（L=240ｍ）を行います。

エコまちづくり推進事業費

都市計画法第6条の規定に基づき、人口規模、産業分類別の就業人口規模、市街地の面積、土地利用、交通量等に関する現況及び将来の見
通しについて調査を実施します。

県道多治見・犬山線を岐阜県が改良するのに併せて、JAとうとからJR小泉駅までの道路拡幅を行います。平成25年度は、道路改良（L=220ｍ、
10.75ｍ）、用地取得補償（1件A＝270㎡）を行います。

平成23年9月の市内の浸水を解消するための事業を平成25年度から平成29年度で行います。平成25年度は、浸水対策に関する調査と既存調
整池（脇之島）の改良工事を行います。

脇之島川改良事業費（浸水対策）

市道414100・513600線改良事業費

神戸・栄土地区画整理事業費

消防団員募集啓発事業費
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○ 予防警防課 8,983 千円

○ 予防警防課 25,454 千円

○ 予防警防課 13,574 千円

○ 予防警防課 31,000 千円

○ 通信指令課 2,657 千円

○ 企画防災課 11,174 千円

○ 企画防災課 14,435 千円

○ 教育推進課 4,117 千円

○ 教育推進課 311 千円

○ 教育推進課 7,208 千円

○ 教育研究所 2,494 千円

○ 教育研究所 564 千円

○ 教育研究所 1,321 千円

○ 教育推進課 703 千円

○ 教育研究所 794 千円

○ 教育研究所 294 千円

○ 教育研究所 1,991 千円

○ 教育推進課 9,247 千円

○ 教育推進課 5,609 千円

インクルーシブ教育を推進するため、実施事業の点検、評価、計画の立案等を担う委員会の運営のための経費です。

重点分野雇用創出事業（学校図書環境充実事業）

市立小中学校21校の蔵書情報のデータ化及びブックトーク等の資料作成業務を、重点分野雇用創出事業を活用して実施します。

園児・児童・生徒の学習習慣・生活習慣の向上に向けて、計算や漢字・音読など集中して取り組むいきいき遊び（幼稚園・保育園）・脳活学習
（小学校）・スキルアップ学習（中学校）をタブレット端末等を活用して実施します。また、自尊感情を高めるための調査研究を行います。

教職員研究活動助成費

教職員の専門教科等力量を高めるための授業研究や、市教育課題に関する検討を推進するための助成を行い、その成果としての刊行物を作
成します。

特別講座・セミナー実施事業費

学習習慣・生活習慣向上事業費

自動車購入費（単独）

震災や豪雤等の大規模災害時や広域消防応援出動の際等に消防資機材を救急搬送できるようにするため、資機材搬送車を購入します。

学校図書を充実するとともに、蔵書の情報を電算化する貸出システムを導入します。

幼児期運動促進研究事業費

親育ち4･3･6･3たじみプラン事業費

不登校児童生徒適応指導関係費

公立全幼稚園・保育園、小・中学校で体力テストを実施します。
幼稚園・保育園で運動時間を確保するために「いきいき運動」を実施します。
小・中学校で学校独自の体力アッププランを作成し実施します。
小学校において「たじみ技能スタンダード」を活用した運動を実施します。

いきいき遊び・脳活学習の有効性を、特別支援教育の立場から検証し、より効果がある学習方法へ発展させるための研究を行います。

防災情報提供費

文部科学省の「幼児期運動指針」を有効に活用し、幼児期に必要な多様な動きの獲得や、体力・運動能力の基礎等を培うための実践研究を、
文部科学省からの委託を受けて行います。

不登校児童生徒に対する支援を図る事業に関する経費です。ハイパーQU（不登校、いじめの発見、予防につなげるアンケート調査）を実施しま
す。

学校図書館司書補関係費（小学校）

市立小学校13校の学校図書館を充実させるために図書館司書を派遣及び市立小学校図書館の管理のために図書館司書補を配置する経費で
す。

梯子車オーバーホール費

南消防署の35mはしご車は、高所での消防活動に使用する車両で、各種の安全装置や特殊構造を備えており、定期的なオーバーホール（分解
整備）が必要であり、「はしご車の安全基準」に基づき実施します。

非常備消防車両購入費

非常備消防（消防団）の充実強化を図るため、老朽化した池田分団、滝呂分団（共に平成元年度購入）の小型動力ポンプ付積載車の更新を行
います。

高規格救急車購入費

消防救急無線をアナログ式からデジタル式へ移行するための実施設計を行います。

北消防署の老朽化した救急車（平成13年度購入）の更新を行います。なお、国の補助金（補助率2分の1）を予定しており、平成14年度から継続
登録している緊急消防援助隊の救急部隊へ再登録します。

消防通信施設整備費

学校図書充実費（小学校）

脳活調査研究費

教員の指導力向上のため、教師塾を実施します。
市教職員・退職教職員で特技・得能のある者を講師とし、児童生徒(親子)対象のセミナーを実施します。
中学校連合生徒会を開催します。

インクルーシブ教育推進事業費

防災倉庫新設事業費

広域避難所に防災倉庫を設置します。

教育費

土砂災害警戒区域等の設定に伴う、ハザードマップを作成し、全戸配布します。

体力向上トレーニング事業費

親育ち4・3・6・3たじみプラン事業を実施するための経費です。
親育ち支援委員会の運営、親育ちモデル校区事業の広報誌や親育ち4･3･6･3たじみプラン周知用リーフレットの作成、親育ち講演会の開催等
を実施します。
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○ 教育推進課 37,637 千円

○ 教育総務課 9,454 千円

○ 教育総務課 152,853 千円

○ 教育総務課 25,496 千円

○ 教育推進課 8,329 千円

○ 教育推進課 4,591 千円

○ 教育推進課 3,894 千円

○ 教育総務課 13,425 千円

○ 教育総務課 71,196 千円

○ 教育総務課 5,000 千円

○ 子ども支援課 9,156 千円

○ 教育推進課 10,006 千円

○ 文化財保護センター 12,300 千円

○ 文化財保護センター 9,913 千円

○ 文化財保護センター 5,160 千円

○ 文化財保護センター 35,844 千円

○ 文化スポーツ課 14,849 千円

○ 文化スポーツ課 2,788 千円

○ 文化スポーツ課 29,743 千円

○ 文化スポーツ課 1,108 千円

○ 教育総務課 21,373 千円

住吉古窯跡群緊急発掘調査事業費

学校図書充実費（中学校）

学校図書を充実するとともに、蔵書の情報を電算化する貸出システムを導入します。

統合教育推進事業費（中学校）

市指定文化財建造物保存修理事業

埋蔵文化財緊急発掘調査事業費

青尐年健全育成推進費

支援を要する児童の学校生活をサポートする介助員（キキョウスタッフ）の配置に要する経費です。（3名）

統合教育推進事業費（小学校）

学校施設改良事業費（小学校）

中学校教育用パソコン整備事業

中学校の教育用パソコンの整備・維持管理に要する経費です。主な事業は、平和中学校及び南姫中学校のパソコン教室のパソコン更新です。

明和幼稚園の管理・保育室棟、養正幼稚園の保育室棟、笠原幼稚園の管理・保育室棟の耐震補強計画策定及び実施設計を行います。

支援を要する児童の学校生活をサポートする介助員（キキョウスタッフ）の配置に要する経費です。（29名）

幼稚園耐震補強事業費

住吉土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査事業です。古窯跡11基を対象に発掘調査を実施予定の事業で、土地区画整理組合からの
委託事業（平成25年度～平成27年度継続事業）です。

市指定文化財「新羅神社社殿」の痛みが激しいため、その保存修理事業に対し、補助対象経費の4分の3を補助するもので、平成24年度～平成
25年度の継続事業です。

砂田・総作・権現遺跡発掘調査事業費

笠原町神戸・栄土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査事業です。平成25年度は、平成20年度以降の調査で出土した遺物の整理作業
を集中的に行う事業で、土地区画整理組合からの委託事業です。

青尐年の健全な育成に係る事業に関する経費です。青年まちづくり市民会議の運営経費や市内各区（50区）及び小学校区（13区）へ交付金、
青尐年育成推進員への謝礼です。

昭和小学校体育館整備事業費

学校施設改良事業費（中学校）

学校開放関係費

地域スポーツ活動の普及啓発を図るとともに、生涯スポーツにおける運動・スポーツ機会を提供するなど、市民の豊かなスポーツライフづくりを支
援します。

競技力向上と競技人口拡大のため、市民総合体育大会・市民野球祭、マラソン大会などのスポーツ事業や各種スポーツ教室等を開催するととも
に、選手育成強化のための支援を行います。

競技スポーツ普及活動費

生涯スポーツ推進プラン策定事業費

生涯スポーツ普及活動費

笠原中学校に障がい者に対応するための多目的トイレを整備する費用です。

中学校施設バリアフリー整備事業費

施設老朽化や調理機器の耐用年数の経過に伴い、修繕や機器類の更新を行うための費用です。大規模修繕は、給水･給湯・蒸気配管取替工
事です。

大畑調理場施設整備費

「生涯スポーツ推進プラン2005」が平成26年度に終了することから、引き続き平成27年度からの10年間の計画策定に取り掛かります。

小・中学校のグラウンド、体育館、プール及び特別教室を一般市民に開放し、スポーツ・学習活動を通して地域のコミュニティ活動の活性化及び
地域住民の健康保持・増進、体力づくりを推進します。

市内各所の開発行為に伴う緊急的な埋蔵文化財発掘調査事業費です。国道248号線拡幅工事に伴う古窯跡発掘調査や民間開発に伴う遺跡
発掘を予定しています。

中学校施設の大規模な修繕等に要する費用です。内訳は、北陵中学校屋内運動場倉庫補修工事他17件です。

昭和小学校体育館の建て替えに係る実施設計等に要する経費です。

小学校施設の大規模な修繕等に要する費用です。内訳は、脇之島小北舎屋上防水改修工事他20件です。遊具新設は、小泉小学校雲梯設置
工事他2件です。

学校図書館司書補関係費（中学校）

市立中学校8校の学校図書館を充実させるために図書館司書を派遣及び市立中学校図書館の管理のために図書館司書補を配置する経費で
す。

小学校教育用パソコン整備事業

小学校の教育用パソコンの整備・維持管理に要する経費です。市内小学校13校のパソコンを整備、更新します。
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○ 教育総務課 15,303 千円

○ 教育総務課 11,064 千円

○ 20,515 千円

食器洗浄センター施設整備費

共栄調理場施設整備費

施設老朽化や調理機器の耐用年数の経過に伴い、修繕や機器類の更新を行うための費用です。大規模修繕は、給水配管取替工事他3件で
す。

養正小学校における近接校対応調理場の建設工事に係る実施設計業務を委託するための費用です。

養正小近接校対応調理場建設事業費

施設老朽化や調理機器の耐用年数の経過に伴い、修繕や機器類の更新を行うための費用です。大規模修繕は、屋根等補修工事です。
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