
【一般会計】

（単位：千円）

No 担当部名 施策名 事業の目的 事業の概要（内容） 事業費合計

1 企画部 市制80周年記念事業
令和2年8月に市制80周年を迎えるにあた
り、記念事業を開催します。

(1)市制80周年記念事業の開催
(2)市勢要覧の制作

9,750

2 企画部
防災情報伝達手段の拡充事
業

防災行政無線の難聴対策及び防災情報伝
達手段の多様化・強化を図るための整備を
進めます。

(1)防災行政無線の戸別受信機を区長等へ配布
(2)スマートフォン等を活用した防災情報アプリの導入

16,485

3 企画部
公共施設適正配置計画の推
進

公共施設適正配置計画に基づき、公共施
設の統合(複合化、集約化等）を進めます。

(1)笠原校区の公共施設一体的統合整備
(2)養正公民館と坂上児童館の機能統合
(3)小泉・北野保育園の統合及び発達支援センターなかよし・ひまわりの
統合について優先順位の決定、整備方針案の検討

9,357

4 総務部 新本庁舎建設事業費
新本庁舎の建設に向け、準備を進めていき
ます。

新本庁舎の建設に向け、庁舎建設基金への積立て、建設予定地におけ
る地歴調査を行います。

103,162

5 総務部 賦課徴収事務費
納税相談、滞納処分の強化を継続すること
による自主納付の促進及び現年度収納率
の維持と更なる向上に努めます。

納税相談、滞納処分の強化を継続することで、自主納付を促し、現年度
収納率の維持と更なる向上に努めます。

86,600

6 総務部 国勢調査費
統計法に基づく国勢調査（5年ごとに実施）
を行います。

国内の人口や世帯の実態等を把握する5年ごとの調査で、西暦末尾0の
年は大規模調査となります。

44,490

7 福祉部 児童館複合化施設の運営
児童館・児童センターを含む複合施設の運
営

複合施設として整備した、小泉交流センター及び精華児童館をはじめと
する児童館・児童センターを運営します。

152,382

8 福祉部
子育てのための施設等利用
給付

認可外保育施設、預かり保育、新制度未移
行私立幼稚園等の利用に係る支援

幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設や預かり保育及び新
制度未移行私立幼稚園等の利用に係る費用の給付を行います。

278,876

9 経済部 企業誘致事業
雇用の確保、地域経済の活性化に向け、
企業誘致を促進します。

(1)令和4年度の供用開始を目指して北部連絡道路を整備し、高田テクノ
パーク開発事業を進め、企業誘致を実施
(2)次期テクノパーク候補地についての研究を実施
(3)進出企業に対し、アフターフォローを実施

316,215

10 経済部 観光宣伝事業
本市を賑わいのある元気なまちとするた
め、積極的な観光誘客を推進します。

(1)グラフィックデザイナー佐藤卓氏、建築家藤森照信氏の協力の下、本
市の歴史や文化等の魅力を発信、イベントの実施やメディアを通じた観
光ＰＲ、広域観光を実施
(2)市制80周年記念事業を実施し、まちの賑わいと観光誘客を促進

48,640
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11 経済部
国際陶磁器フェスティバル関
連事業

国際陶磁器フェスティバル美濃'20を開催し
ます。

(1)セラミックバレーの下、業界団体と一体となった国際陶磁器フェスティ
バル美濃'20を開催
(2)国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会と連携した関連催事の実
施

55,238

12
都市計画
部

地域内交通運行支援事業 郊外地域での移動手段を確保します。

地域あいのりタクシーの利用促進を図ります。
(1)割勘制の導入
(2)補助率を6/10に拡充
(3)運行団体の増加（目標16団体）
(4)運転免許証自主返納者への助成実施

4,940

13
都市計画
部

駅南市街地再整備事業
駅南地区再開発組合を中心として市街地
再開発を推進します。

令和4年秋の完成を目指し、再開発組合への協力及び支援を行います。
(1)住宅棟、商業・業務棟の建築に着手
(2)ペデストリアンデッキの基礎工事に着手
(3)事業地南側の道路改良工事に着手
(4)テナント誘致の推進

1,868,210

14
都市計画
部

空き家対策事業
市街化区域内の空き家の有効活用及び移
住定住を促進します。

空き家対策と移住定住を促進します。
(1)空き家・空き地バンクの充実
(2)空き家再生補助金の交付

10,247

15 建設部 市道314300線改良事業 歩行者の安全確保
小名田線の両側に歩道を新設する道路改良工事を行います。
事業箇所：小名田町1丁目地内

55,149

16 建設部
若松町交差点改良事業（ラウ
ンドアバウト）

交通安全の向上
若松町ラウンドアバウト整備のための用地を取得します。
(1)補償調査の実施
(2)事業に必要な用地の買収

38,527

17 建設部
土岐・多治見北部連絡道路
建設事業

交通アクセスの向上

バイパス道路新設工事を行います。
(1)位置：多治見市高田町から土岐市泉町間約1km
(2)供用開始：令和4年度目標
(3)事業主体：土地開発公社

-

18 会計課 会計管理事務
支出審査等会計事務を適正に実施しま
す。

指定金融機関による納入済通知書読取委託、財務帳票の印刷などを行
います。

5,306

19
環境文化
部

地域力向上推進事業
地域の自主的な活動を支援し、地域力の
向上を図る

地域力向上を推進するため、以下の事業を支援します。
(1)地域力組織の起ち上げ
(2)地域力向上に向けた事業の実施
(3)既存地域力組織の活性化

3,694
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20
環境文化
部

合葬式墓地建設
墓の形態に関する需要や無縁墓の整理等
のため、個別埋葬、共同埋葬に対応した集
合墓を建設

北市場霊園内に合葬式墓地を建設
【敷地面積77㎡、個別納骨1,000体、共同納骨5,000体、モニュメント及び
参拝台を併設】

66,299

21
環境文化
部

第33回全国健康福祉祭ぎふ
大会（ねんりんピック岐阜
2020）の開催

第33回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりん
ピック岐阜2020）の開催

第33回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜2020）を開催しま
す。
(1)開催期間 令和2年10月31日から11月2日まで
(2)開催競技 パドルテニス

6,552

22
市民健康
部

健康づくり推進事業費
「第2次たじみ健康ハッピープラン」後期計
画に基づき、「食生活」「運動」「喫煙対策」
の3つの優先課題を推進

令和2年4月1日施行「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条
例」により、受動喫煙防止対策を推進します。
(1)条例の周知・啓発の強化
(2)飲食店屋内全面禁煙化助成
(3)禁煙外来治療費助成

7,716

23
市民健康
部

市民病院経営支援補助金 市民病院の安定経営を支援
医師確保、産科開設準備費及び不採算部門の経費の一部を補助（市民
病院経営支援補助金1.7億円）

189,450

24
議会事務
局

議会運営事業
議場内での映像表示を可能とし、よりわかり
やすい議会運営を図ります。

議場内での映像表示を可能とし、よりわかりやすい議会運営を図ります。 291

25
議会事務
局

議会広報広聴事業
議会活動を広く市民に広報するとともに、
広く市民の意見を聴きます。

下記の事業を実施し、市民に開かれた議会を目指します。
(1)対話集会を開催し報告書を発行
(2)議会だよりを年5回発行
(3)本会議（一般質問）を年4回おりべネットワークで放映
(4)本会議（一般質問）を年1回FMたじみで放送

3,548

26
選挙管理
委員会事
務局

岐阜県知事選挙 選挙の執行 令和3年1月執行予定の岐阜県知事選挙の執行経費です。 35,029

27
教育委員
会

小中一貫教育校の調査研究 小中一貫教育校設置に向けた調査研究

笠原地区での小中一貫教育校（義務教育学校）設置に向けた調査・研
究を行います。
【教育推進課】
委員会の開催、先進地視察、アンケート実施等の費用
【教育総務課】
構想検討業務委託費他

4,411
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28
教育委員
会

第2次教育基本計画の推進
「自立」「共生」の子ども像を目指した学力、
体力、社会性の成長

【教育推進課】
令和元年度の教科用図書の採択替を受け、教師用教科書及び指導用
教材を購入します。
【教育研究所】
(1)「ふるさと多治見」を学ぶ機会を提供し、郷土に愛着を感じる児童生徒
を育成するため、土曜学習講座の充実を図る
(2)小学2から5年生に標準学力検査（国・算）を実施し、学習状況把握と
各学校の指導改善等に活用して学力向上を図る

20,757

29
教育委員
会

(仮称）食育センターの建設
安心安全な給食の提供
アレルギー対応の推進

(1)概要
約5,000食の調理能力。10園・校に配送予定
(2)事業費
（継続費）26億7,962万円
(3)スケジュール
令和元年度　建築設計・造成工事
令和2年度　建設工事
令和3年夏　竣工

1,328,181

30 消防本部 応急手当普及関係事業
救命率向上のため、市設置のAEDの更新
を計画的に実施します。

(1)救急講習受講者1万人の達成を継続し救命率の向上を目指す
(2)24時間使用可能なAEDの設置・更新整備を実施

6,223

31 消防本部 消防拠点施設整備事業
消防拠点施設を整備し、消防体制の充実
強化を図ります。

北消防署移転整備先用地の測量及び鑑定を実施します。 2,835
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