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１ 策定の趣旨 

本市では、平成28年度（2016年）に富⾕市総合計画を策定しました。この総合計画は、平成37年度（2025

年）を⽬標年次とし、「住みたくなるまち⽇本⼀ 〜100年間ひとが増え続けるまち 村から町へ 町から市へ〜」を将

来像としました。 

本実施計画は、総合計画で掲げた将来像の実現のため、今後３ヶ年に実施しようとする主要な事業について、まと

めたものです。 

 

２ 計画の期間  

計画の期間は、平成29年度（2017年）から平成31年度（2019年）までの３ヶ年とします。なお、社会経済

情勢や市⺠ニーズの変化、財源を含む国・県の制度改正に対応するため、毎年度ローリング式で、計画を策定するも

のです。 

 

３ 計画の構成  

この計画は、基本構想に掲げる将来像と「まちづくりの基本⽅針」、基本計画に掲げる各施策によって構成されていま

す。この施策の基本⽬標と施策の⽅向を受けて、具体的な事業・事務を展開します。 

○まちづくりの将来像 

  「住みたくなるまち⽇本⼀ 〜100年間ひとが増え続けるまち 村から町へ 町から市へ〜」 

○まちづくりの基本⽅針 

・暮らしを⾃慢できるまち！ 

・教育と⼦育て環境を誇るまち！ 

・元気と温かい⼼で⽀えるまち！ 

   ・市⺠の思いを協働でつくるまち！ 

 

４ 対象事業  
   計画期間（平成 29 年度〜平成 31 年度）に実施する事業のうち、政策的に実施計画への位置づけを要する事

業を掲載しています。また、掲載事業の担当課については、平成２９年４⽉１⽇現在の予定課名を記載しています。 

 

５ 留意事項  

実施計画策定段階における財政計画において、財源確保が可能と判断できる事業について掲載していますが、市

⺠ニーズ等に対応した新たな事業が⽣じることにより、掲載事業が実施できない場合もあります。 

また、合計事業費のうち、平成29年度の事業費は予算額として積算していますが、平成30、31年度は、実施計画

策定段階における予定事業費であり、財政状況の変化や事業の進捗等により、変更することがあります。 
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富⾕市総合計画 第１次実施計画事業⼀覧 

第１編 暮らしを⾃慢できるまち！ 

施  策 事  業  名 担当課 ページ

1-1 商⼯業・雇⽤ 企業誘致事業 経済産業部 産業観光課 ６ 

1-2 起業⽀援 （仮称）富⾕まちづくり産業交流プラザ整備事業 経済産業部 産業観光課 ７ 

2-1 農業 

ブルーベリー産地拡⼤事業 経済産業部 農林振興課 ８ 

特定品定着推進事業 経済産業部 農林振興課 ８ 

とみや園芸直売促進事業 経済産業部 農林振興課 ８ 

新規就農者⽀援事業 経済産業部 農林振興課 ８ 

2-2 商業・観光 宿場町「富⾕」開宿 400 年記念事業 経済産業部 産業観光課 ９ 

2-3 観光・地域振興 

とみや国際スイーツ博覧会事業 経済産業部 産業観光課 １０

とみやスイーツ活性化事業 経済産業部 産業観光課 １０

とみやスイーツ基⾦費 経済産業部 産業観光課 １０

スイーツの駅整備事業 経済産業部 産業観光課 １０

3-1 公共交通 

公共交通グランドデザイン策定事業 企画部 企画政策課 交通政策推進室 １１

新公共交通システム推進事業 企画部 企画政策課 交通政策推進室 １１

市⺠バス乗り継ぎ実証運⾏事業 企画部 企画政策課 交通政策推進室 １１

3-2 道路 

市道富⾕ 12-1 号線道路改良事業 建設部 都市整備課 １２

市道穀⽥三ノ関線道路改良事業 建設部 都市整備課 １２

側溝整備事業 建設部 都市整備課 １２

主要幹線市道舗装修繕事業 建設部 都市整備課 １２

市道維持管理事業 建設部 都市整備課 １２

4-1 ⼟地利⽤ 
国⼟利⽤計画策定業務 企画部 企画政策課 １３

都市計画事業 建設部 都市計画課 １３

4-2 住宅・公園・ 
上下⽔道 

⼀般公園維持管理事業 建設部 都市計画課 １４

上⽔道施設維持管理業務 ⽔道事業 上下⽔道課 １４

下⽔道施設維持管理業務 建設部 上下⽔道課 １４

合併処理浄化槽設置事業 建設部 上下⽔道課 １４

下⽔道事業企業会計移⾏業務 建設部 上下⽔道課 １４

（仮称）「やすらぎパークとみや」整備計画業務 市⺠⽣活部 ⽣活環境課 
教育委員会 教育部 ⽣涯学習課 １４

4-3 ⾃然環境・ 
公園緑地 

⼤⻲⼭森林公園維持管理事業 建設部 都市計画課 １５

河川維持管理事業 建設部 都市整備課 １５
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第２編 教育と⼦育て環境を誇るまち！ 
施  策 事  業  名 担当課 ページ

1-1 教育・青少年 

健全育成 

いじめ問題対策推進事業 教育委員会 教育部 学校教育課 １６

スクールカウンセラー事業 教育委員会 教育部 学校教育課 １６

スクールソーシャルワーカー事業 教育委員会 教育部 学校教育課 １６

1-2 教育・国際交流 

外国⻘年招致事業  教育委員会 教育部 学校教育課 １７

中学⽣海外研修派遣事業 教育委員会 教育部 学校教育課 １７

市⽴⼩学校英語等⽀援員配置業務 教育委員会 教育部 学校教育課 １７

市⽴⼩中学校コンピュータ教育事業 教育委員会 教育部 学校教育課 １７

市⽴幼稚園運営・維持管理事業 教育委員会 教育部 教育総務課
教育委員会 教育部 学校教育課 １７

2-1 ⽣涯学習 ⽣涯学習推進事業 教育委員会 教育部 ⽣涯学習課 １８
2-2 スポーツ・ 

レクリエーション 総合運動公園運営・維持管理事業 教育委員会 教育部 ⽣涯学習課 １９

3-1 芸術・⽂化 ⺠俗ギャラリー運営・維持管理事業 教育委員会 教育部 ⽣涯学習課 ２０

4-1 ⼦育て⽀援 

認可保育所運営事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

認可外保育所運営費補助事業  保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

保育所運営・維持管理事業  保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

病児・病後児保育室運営事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

⼦育て⽀援事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

妊婦⽀援事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

経観児ケア事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

放課後児童クラブ運営事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

⼦ども医療費助成事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１

⼦ども・⼦育て⽀援事業 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２１
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第３編 元気と温かい⼼で⽀えるまち！ 
施  策 事  業  名 担当課 ページ

1-1 ⾼齢者⽀援 

福祉健康センター管理事業 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２３

⾼齢者交流事業 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２３

介護予防・⽇常⽣活⽀援サービス事業 
（筋トレ型通所・サロン型通所等） 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２３

介護予防・⽇常⽣活⽀援サービス事業 
（訪問型サービス等） 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２３

地域包括⽀援センター運営事業 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２３

1-2 健康・保健 

住⺠検診事業 保健福祉部 健康推進課 ２４

健康づくり事業 保健福祉部 健康推進課 ２４

国⺠健康保険健康づくり事業 保健福祉部 健康推進課 ２４

1-3 医療 地域医療推進事業 保健福祉部 健康推進課 ２５

2-1 障がい者⽀援 障がい者就労⽀援事業 保健福祉部 地域福祉課 ２６

2-2 ⾼齢者・ 
障がい者⽀援 

⾼齢者・障がい者交通対策事業 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２７

⾼齢者・障がい者交通対策事業 保健福祉部 地域福祉課 ２７

3-1 家族コミュニティ 

認可保育所運営事業（再掲） 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２８

認可外保育所運営費補助事業（再掲） 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２８

保育所運営・維持管理事業（再掲） 保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ２８

⾼齢者・障がい者交通対策事業（再掲） 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２８

⾼齢者・障がい者交通対策事業（再掲） 保健福祉部 地域福祉課 ２８

企業誘致事業（再掲） 経済産業部 産業観光課 ２８

3-2 地域コミュニティ 
⾼齢者交流事業（再掲） 保健福祉部 ⻑寿福祉課 ２９

地域コミュニティ助成事業 総務部 市⺠協働課 ２９

3-3 地域活動 ⾃治振興事業 総務部 市⺠協働課 ３０
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第４編 市⺠の思いを協働でつくるまち！ 
施  策 事  業  名 担当課 ページ

1-1 防災・救急・消防 
⾃主防災組織育成推進業務 総務部 防災安全課 ３１

住宅宅地震災対策事業 建設部 都市計画課 ３１

1-2 防犯・交通安全・ 
消費者保護 

防犯灯整備事業  建設部 都市整備課 ３２

防犯灯維持管理事業 建設部 都市整備課 ３２

道路交通安全施設事業 建設部 都市整備課 ３２
1-3 ⼈権尊重・ 

男⼥共同 ⼈権教育・⼈権相談事業 総務部 市⺠協働課 ３３

2-1 環境衛⽣ 

⼀般廃棄物収集運搬処理事業   市⺠⽣活部 ⽣活環境課 ３４

松森⼯場共同整備事業   市⺠⽣活部 ⽣活環境課 ３４

リサイクル推進事業 市⺠⽣活部 ⽣活環境課 ３４

2-2 省エネルギー・ 
再⽣可能エネルギー 

防犯灯整備事業（再掲） 建設部 都市整備課 ３５

道路交通安全施設事業（再掲） 建設部 都市整備課 ３５

3-1 住⺠参加・協働 

広報・広聴事業 市⻑公室 ３６

まちづくり基本条例調査事業 総務部 市⺠協働課 ３６

町内会館整備事業 総務部 市⺠協働課 ３６

3-2 ⾏財政経営 

徴収事業 市⺠⽣活部 税務課 ３７

⼾籍住基等事務 市⺠⽣活部 市⺠課  ３７

基幹系システム運⽤事業 総務部 総務課 情報化推進室 ３７

⾏財政改⾰推進事業 企画部 企画政策課 ⾏政改⾰推進室 ３７

職員スキルアップ事業 総務部 総務課 ３７

組織マネジメント事業 総務部 総務課 ３７
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１－１ 商工業・雇用 

《施策⽅針》 

●多様な企業の誘致を推進し、雇⽤機会の拡⼤、就業環境の整備を図ります。 
 

《施策内容》   
① 企業誘致の実現による新規雇⽤の創出（最重点プロジェクト） 
② 就業環境の整備推進 
③ シルバー⼈材センターの充実 
④ 商⼯業者⽀援に向けた組織体制の強化  

    

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 企業誘致事業 継続 

企業⽴地促進奨励⾦及び雇⽤促進奨励
⾦などの活⽤や県等との連携により、企業の誘
致に努め、企業の⽴地を促進し、市の産業振
興を図ります。 

H29〜H31 経済産業部 
産業観光課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額     １７，１２４ 千円 
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１－２ 起業支援 

《施策⽅針》 

●起業・創業にチャレンジできるサポート体制を整備します。 
 

《施策内容》   
① 起業・創業にチャレンジしやすいサポート体制の整備（最重点プロジェクト） 
 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 
（仮称）富⾕まちづく
り産業交流プラザ整
備事業   

新規 

旧富⾕町役場庁舎を活⽤し、起業・創
業⽀援及びしんまち地区を中⼼とした周辺
地域の活性化と市内外住⺠の交流のまち
づくりの拠点施設となる（仮称）富⾕まちづ
くり産業交流プラザを整備します。 

Ｈ29〜H31 経済産業部 
産業観光課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ３０，０００ 千円 
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２－１ 農業 

《施策⽅針》  

●ブルーベリーの⽣産拡⼤とともに、新たな特産品の開発を推進します。 
●農業⽣産者に対するきめ細かい⽀援策の強化を推進します。 

 

《施策内容》   
① ブルーベリーの⽣産拡⼤とブランド⼒の強化 
② 新たな特産品の開発促進 
③ 地産地消の推進  
④ 農産物の付加価値化 
⑤ 農業の担い⼿の育成⽀援  

 

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ ブルーベリー産地拡⼤
事業 継続 

特産品であるブルーベリーの産地拡⼤を推
進するとともに、イベントの開催などのＰＲを⾏
います。 

H29〜H31 経済産業部 
農林振興課 

２ 特定品定着推進事
業 新規 

特産品（いちじく、シャインマスカット等）の
苗⽊・資材購⼊への助成を⾏うとともに、養蜂
家の育成、養蜂事業を確⽴し、「はちみつ」の
安定供給を⾏います。 

H29〜H31 経済産業部 
農林振興課 

３ とみや園芸直売促進
事業 継続 

産直・直売をより⼤きな輪に広げ、都市住
⺠との交流を深めながら、野菜市の開催や直
売会、学校給⾷センターへの出荷販売など、
多元的販売体制確⽴を図ります。協⼒を⾏
います。 

H29〜H31 経済産業部 
農林振興課 

4 新規就農者⽀援事
業 新規 新規就農者の経営が不安定な就農後の

所得確保の⽀援を⾏います。 H29〜H31 経済産業部 
農林振興課 

  ※No.3 の「とみや園芸直売促進事業」は、H29 ⼀般会計当初予算の「産直・直売等定着推進事業」及び 
   「富⾕ 250 園芸促進事業」を統合したものです。 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ２３，４６０ 千円 
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２－２ 商業・観光 

《施策⽅針》 

●商店街の活性化や観光振興に向け、しんまち地区の活性化を推進します。 
●富⾕の歴史・⽂化資源や物産・イベントなどを活かした、地域の魅⼒づくりを推進します。 

 

《施策内容》   
① 宿場町「富⾕」開宿 400 年記念事業の実施（最重点プロジェクト） 
② しんまち地区の街並景観保全と活性化 
③ 歴史や観光資源を活⽤した魅⼒の発信  

 

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 宿場町「富⾕」開宿
400 年記念事業 新規 

本市の歴史の原点である「富⾕宿」が、
2020 年に開宿 400 年を迎えることから、実
施を予定している開宿記念事業の効果的な
展開を視野に⼊れ、準備を進めます。 

H30〜H31 経済産業部 
産業観光課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １，０００ 千円 
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２－３ 観光・地域振興 

《施策⽅針》 

●「スイーツのまち」をシティブランドとして確⽴し、富⾕の魅⼒を発信していきます。 
●「とみやシティブランド」を確⽴し、発信していきます。 

 

《施策内容》   
① とみや国際スイーツ博覧会の継続開催（最重点プロジェクト） 
② 道の駅の整備検討（最重点プロジェクト） 
③ とみやシティブランドの確⽴（重点プロジェクト） 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ とみや国際スイーツ
博覧会事業 継続 

特産品の開発などの地域産業の活性化に
よる交流⼈⼝の増加やシティブランドの確⽴を
⽬指し、「とみや国際スイーツ博覧会」を開催
します。 

H29〜H31 経済産業部 
産業観光課 

２ とみやスイーツ活性
化事業 新規 

とみやスイーツ基⾦を活⽤し、⼦どもたちが
関わる教育活動やコミュニティ活動への外部
講師の派遣等を⾏います。 

H29〜H31 経済産業部 
産業観光課 

3 とみやスイーツ基⾦
費 新規 

スイーツのまちとしてのブランド確⽴に向けた
地域産業の振興を通じて、⼦どもたちの健全
な育成を図るための基⾦を創設します。 

H29〜H31 経済産業部 
産業観光課 

4 スイーツの駅整備事
業 新規 観光交流拠点として、「スイーツの駅」の整

備を図ります。 H30〜H31 経済産業部 
産業観光課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １００，４３６ 千円 
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３－１ 公共交通 

《施策⽅針》 

●⽣活圏域の実態を踏まえた公共交通のあり⽅について検討していきます。 
●市⺠ニーズに対応した、利便性の⾼い市⺠バスの運⾏を進めます。 

 

《施策内容》   
① 公共交通グランドデザインの策定（最重点プロジェクト） 
② 新公共交通システムの技術的検証（最重点プロジェクト） 
③ 地下鉄泉中央への市⺠バス乗り継ぎ実証実験の実施（最重点プロジェクト） 
④ 市⺠バスの充実 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 公共交通グランド
デザイン策定事業 新規 

本市の公共交通のあるべき姿を描き、持
続可能な基幹公共交通の機能強化を図り
ます。 

H30〜H31 
企画部
企画政策課 
交通政策推進室

2 新公共交通システ
ム推進事業 継続 

「新しい公共交通システム」の導⼊検討に
関する調査分析などを⾏い、総合的な公共
交通システム導⼊の促進を図るために必要
なビジョンや⽬標を確認し、必要となる調査
内容やプロセスを明確にしていきます。 

H29〜H31 
企画部 
企画政策課 
交通政策推進室

3 市⺠バス乗り継ぎ
実証運⾏事業 継続 

⼀定期間、市⺠バス全線が乗り⼊れする
市役所を起終点化するなど、市⺠バスと路
線バスとを結節する実証運⾏を実施しま
す。 

H29 
企画部 
企画政策課 
交通政策推進室

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ４３，４６７ 千円 
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３－２ 道路 

《施策⽅針》 

●誰もが利⽤しやすい道路ネットワークの充実・強化を推進します。 
●歩⾏者や⾃転⾞利⽤者の安全が確保された⾝近な道路の整備を推進します。 

 

《施策内容》   
① 広域幹線道路ネットワークの充実 
② 市内幹線道路ネットワークの整備推進 
③ ⼈や環境に配慮した道づくりの推進 
④ 道路等の適切な維持管理の推進 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 
市道富⾕ 12-1
号線道路改良事
業 

継続 
富⾕⼩学校北側に隣接している当該路線の狭

隘区間の拡幅と歩道整備を⾏い、安全安⼼な道
路交通環境の向上を図ります。 

H29〜H30 建設部 
都市整備課 

２ 市道穀⽥三ノ関
線道路改良事業 継続 

当該市道（都市計画道路）の未整備区間の
整備を⾏い、市役所周辺及び富⾕⼩学校周辺の
渋滞緩和と道路交通の安全性、利便性の向上を
図ります。 

H29〜H31 建設部 
都市整備課 

3 側溝整備事業 継続 道路付属施設である側溝の有蓋化整備を⾏
い、道路機能及び排⽔機能の向上を図ります。 H29〜H31 建設部 

都市整備課 

4 主要幹線市道舗
装修繕事業 継続 経年劣化が著しい主要幹線市道の舗装修繕を

⾏い、⾞両通⾏の安全性の確保を図ります。 H29〜H31 建設部 
都市整備課 

5 市道維持管理事
業 継続 

市道の舗装補修、市道敷の除草、街路樹の剪
定及び側溝の緊急修繕等を⾏ない、良好な道路
環境の維持管理に努めます。 

H29〜H31 建設部 
都市整備課 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ２，００１，６０６ 千円 
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４－１ 土地利用 

《施策⽅針》 

●安全・安⼼に配慮した⼟地利⽤を推進します。 
●緑豊かな⾃然と都市的利⽤とのバランスが取れた⼟地利⽤を推進します。 

 

《施策内容》   
① 安全で安⼼な⼟地利⽤の推進 
② 良好な景観の形成 
③ ⻄部地域の⼟地利⽤の⽅向性 
④ 東部地域の⼟地利⽤の⽅向性 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 国⼟利⽤計画策
定業務 継続 本市の新たな⼟地利⽤のあり⽅を定める「富

⾕市国⼟利⽤計画」の策定を⾏います。 H29 企画部
企画政策課 

2 都市計画事業 継続 都市計画の決定⼿続きや都市計画図の修
正を⾏います。 H29〜H31 建設部 

都市計画課 
 ※No.1 の「国⼟利⽤計画策定業務」は、H28 ⼀般会計予算「⻑期総合計画推進事業」に計上しており、H29 への繰越

し事業となっています。 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ２６，２９４ 千円 
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４－２ 住宅・公園・上下水道 

《施策⽅針》 

●潤いと安らぎを誇れる、優れた居住環境の創出を図ります。 
●市⺠や企業等との協働による、魅⼒的な居住環境の創出を図ります。 
●安全安⼼な⽔の安定供給と衛⽣的な⽔環境を守ります。 

 

《施策内容》   
① 利便性の⾼い良質な住宅地の供給  
② 快適で魅⼒的な居住環境の形成  
③ 公園機能の充実と適切な維持管理 
④ 市⺠協働による公共インフラの維持管理の推進（最重点プロジェクト） 
⑤ 安全で安⼼な上⽔道の安定供給  
⑥ 衛⽣的で環境負荷の少ない排⽔処理 
⑦ 公営墓地の整備検討（最重点プロジェクト） 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 ⼀般公園維持管理
事業 継続 

公園・緑地の除草・樹⽊剪定、遊具修繕・
交換⼯事など、適正に維持管理を⾏い、公
園・緑地のレクリエーション・コミュニケーション施
設としての機能や都市内の緑の核として環境
保全機能の維持・保全を図ります。 

H29〜H31 建設部 
都市計画課 

2 上⽔道施設維持管
理業務 継続 

配⽔池・ポンプ場などの機器や漏⽔している
配⽔管を適正に点検・修繕し、⽔道⽔の安
定供給を図ります。 

H29〜H31 ⽔道事業 
上下⽔道課 

3 下⽔道施設維持管
理業務 継続 

各汚⽔中継ポンプ場や管渠などの維持管
理、計画的な調査補修を⾏い、施設の機能
保持や延命化を図ります。 

H29〜H31 建設部 
上下⽔道課 

4 合併処理浄化槽設
置事業 継続 

⽣活排⽔の浄化機能のある合併処理浄
化槽の設置を推進するため、設置者に対して
補助⾦を交付します。 

H29〜H31 建設部 
上下⽔道課 

5 下⽔道事業企業会
計移⾏業務 継続 

2020 年４⽉からの下⽔道事業の地⽅公
営企業法適⽤に向けた準備を進めていきま
す。 

H29〜H31 建設部 
上下⽔道課 

6 
（仮称）「やすらぎパ
ークとみや」整備計画
業務 

新規 
公営墓地、パークゴルフ場の⼀体整備を念

頭に基本計画を策定し、整備に向けた検討
を⾏います。 

H29〜H31 

市⺠⽣活部 
⽣活環境課 

教育委員会 
 教育部 
  ⽣涯学習課 

※No.5 の「下⽔道事業企業会計移⾏業務」は、H29 下⽔道事業特別会計予算の「下⽔道総務に要する経費」の
中に計上されています。 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １，５６９，８５５ 千円 
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４－３ 自然環境・公園緑地 

《施策⽅針》 

●緑豊かな⾃然環境を保全しながら、積極的に活⽤します。 
●⾃然環境を次世代に継承していくため、市⺠との協働による適切な維持管理に努めます。 
 

《施策内容》   
① ⾃然環境の適切な保全と活⽤  
② 市⺠との協働による⾃然環境の保全と継承  

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 ⼤⻲⼭森林公園維
持管理事業 継続 

遊具等の点検や修繕、除草など、適正に
管理を⾏い、公園としての基本機能の維持と
安全の確保を図ります。 

H29〜H31 建設部 
都市計画課 

2 河川維持管理事業 継続 
調整池の除草や河道の⼟砂撤去などを⾏

い、河川の洪⽔対策と良好な河川環境を維
持します。 

H29〜H31 建設部 
都市整備課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １３０，７６８ 千円 
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１－１ 教育・青少年健全育成 

《施策⽅針》 

●⼼⾝ともに健やかで豊かな⼈間性を育む教育を推進します。 
●学校、家庭、地域が連携し、⼦どもを守り育てる体制を構築します。 
 

《施策内容》   
① 豊かな⼼の育成（最重点プロジェクト）  
② 健やかな⾝体の育成 
③ 地域ぐるみで⼦どもを守り育てる環境整備  
④ 総合的な教育推進体制の構築 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 いじめ問題対策推
進事業 継続 

児童⽣徒の尊厳を維持するため、いじめ防
⽌基本⽅針のもと、いじめの防⽌のための対策
を総合的かつ効果的に推進します。 

H29〜H31 
教育委員会
 教育部 

学校教育課

2 スクールカウンセラー
事業 継続 

児童⽣徒の臨床⼼理に関して専⾨的な知
識・経験を有するスクールカウンセラーを配置し、
児童⽣徒の問題⾏動等の改善とネットワークを
強化し、問題解決に取り組みます。 

H29〜H31 
教育委員会 
 教育部 

学校教育課

3 スクールソーシャルワ
ーカー事業 継続 

いじめ、不登校、暴⼒⾏為、児童虐待など
⽣徒指導上の課題に対応するため、専⾨的な
知識・技術を⽤いて、児童⽣徒の置かれた環
境に働きかけて⽀援を⾏います。 

H29〜H31 
教育委員会 
 教育部 

学校教育課

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ８，５２０ 千円 
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１－２ 教育・国際交流 

《施策⽅針》 

●グローバル社会に順応できる感性と国際理解を深める教育を推進します。 
●主体的に学ぶ意欲を⾼め、確かな学⼒と創造性を育み、将来社会⼈として⾃⽴するために必要な能

⼒や態度を育成します。 
 

《施策内容》   
① 国際理解教育の推進（最重点プロジェクト）  
② ⾃ら学ぶ⼒と確かな学⼒を育む教育の推進 
③ 社会につながる⼒を育む教育の推進  
④ 幼児教育の充実 
⑤ 安⼼して学べる教育環境整備  

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 外国⻘年招致事業 継続 
外国語⻘年指導助⼿を活⽤し、外国語

（英語）教育の充実と国際交流の進展を図り
ます。 

H29〜H31 
教育委員会
 教育部 

学校教育課

２ 中学⽣海外研修派
遣事業 継続 

次世代を担う国際的感覚の豊かな⼈材を養
成するため、市⽴中学⽣を対象とした海外派
遣事業を実施します。 

H29〜H31 
教育委員会
 教育部 

学校教育課

３ 市⽴⼩学校英語等
⽀援員配置業務 継続 

2020 年からの新学習指導要領による⼩学
校⾼学年の英語必修化及び中学年の外国語
活動への対応に向け、各市⽴⼩学校に英語等
⽀援員を配置し、外国語活動の充実を図りま
す。 

H29〜H31 
教育委員会 
 教育部 

学校教育課

4 市⽴⼩中学校コン
ピュータ教育事業 継続 

ICT の活⽤により、基本的な知識・技能の定
着を図るため、市⽴⼩中学校への ICT 機器の
適正な整備・管理を⾏います。 

H29〜H31 
教育委員会
 教育部 

学校教育課

5 市⽴幼稚園運営・
維持管理事業 継続 

市⽴幼稚園を適正に管理するとともに、富
⾕幼稚園では⼊園を３歳児からに拡⼤し、幼
児教育の充実に努めます。 

H29〜H31 

教育委員会
 教育部 

教育総務課
学校教育課

※No.3 の「市⽴学校英語等⽀援員配置業務」は H29 当初予算の「市⽴⼩学校運営事業」に計上しています。 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ５８９，６１２ 千円 
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２－１ 生涯学習 

《施策⽅針》 

●市⺠の創造性や⼼豊かな⼈間性を育むための⽣涯教育環境の整備に努めていきます。 
●あらゆる世代の多様なニーズに的確に応じた学習機会を充実していきます。 
 

《施策内容》   
① ⽣涯学習活動拠点の整備（最重点プロジェクト）  
② ⽣涯学習の総合的な推進体制の強化・充実  
③ ⽣涯学習の多様な学習機会の提供  
④ ⽣涯学習の成果還元の場づくり 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 ⽣涯学習推進事業 継続 
社会教育指導員等の設置により、⽣涯学習

推進体制の充実を図るとともに、次世代型図
書館の整備に向けた検討を⾏います。 

H29〜H31 
教育委員会
 教育部 

⽣涯学習課
 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ５４，５４３ 千円 
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２－２ スポーツ・レクリエーション 

《施策⽅針》 

●だれでも、どこでも気軽に親しむことのできる⽣涯スポーツ・競技スポーツの振興に努めます。 
●気軽で親しみやすいスポーツ施設・環境の整備充実を図ります。 
 

《施策内容》   
① スポーツ活動を促す機会の提供・⽀援（最重点プロジェクト）  
② 競技スポーツと指導体制の充実  
③ ⽣涯スポーツを⽀える体制の整備・充実  

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 総合運動公園運
営・維持管理事業 継続 

⽼朽化した施設の計画的な整備を進めるほ
か、施設のネットワーク化など、総合運動公園の
充実強化を図り、スポーツ⼤会やイベントの開
催による交流⼈⼝の拡⼤に努めるとともに、新た
なスポーツニーズに対応した施設整備促進を図
ります。 

H29〜H31 
教育委員会 
 教育部 

⽣涯学習課

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ２１７，０３７ 千円 
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３－１ 芸術・文化 

《施策⽅針》 

●宿場町の歴史と伝統を次世代に継承していく取り組みを進めます。 
●未来へとつないでいく新たな⽂化⼒の育成を促進していきます。 
 

《施策内容》   
① 宿場町の伝統⽂化継承の取り組み 
② ⽂化財の周知及び活⽤  
③ 新たな芸術・⽂化活動の促進  
④ 芸術・⽂化活動の場の整備検討と活動組織の充実・強化 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ ⺠俗ギャラリー運営・
維持管理事業 継続 

⺠俗・考古・歴史資料等の収集・保存・活
⽤を図りながら、資料に関する調査研究を⾏
い、郷⼟を学ぶ場として公開・展⽰などを⾏いま
す。また、平成 30 年には、（仮称）富⾕まち
づくり産業交流プラザへ移転し、より充実した運
営を図ります。 

H29〜H31 
教育委員会 
 教育部 

⽣涯学習課

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １０，０７２ 千円 
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４－１ 子育て支援 

《施策⽅針》 

●⼦育て世代から好まれる環境を創出するため、安⼼感に包まれる⼦育て⽀援サービスを提供します。 
●⼦どもたち⾃⾝が安⼼して過ごせる環境づくりや、⼦どもの育成を⽀援する制度の充実を図ります。 

《施策内容》   
① 待機児童ゼロの実現（最重点プロジェクト） 
② 保育サービスの充実  
③ とみや⼦育て⽀援センター「とみここ」の整備運営（最重点プロジェクト）  
④ ⾝近な地域での⼦育てサロン等親⼦で集える場の整備充実（最重点プロジェクト） 
⑤ ⼦どもたちの安全で安⼼な居場所づくり 
⑥ ⼦育て世代の経済的負担の軽減 

  

No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 認可保育所運営
事業 継続 

認可保育所に対し、運営委託及び特別延
⻑・⼀時預かり保育の運営費を補助し、保育
需要が⾼まる中で、⼀層の保育の質の向上、
児童の安全を図ります。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

2 認可外保育所運
営費補助事業  継続 

認可外保育施設の拡⼤と質の向上のため、
運営費を補助するとともに、利⽤者に対し、保
育料の補助を⾏い、保育環境の向上を図りま
す。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

3 保育所運営・維
持管理事業  継続 

市⽴保育所（4 所）を適正に運営・管理
するとともに、待機児童ゼロを⽬指した施策の
検討を⾏います。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

4 病児・病後児保
育室運営事業 継続 

就労している保護者の負担軽減・利便性強
化のため、富⾕市内の医療機関へ病児・病後
児保育を委託し、病気の児童への⼀時保育を
実施します。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

5 ⼦育て⽀援事業 継続 

とみや⼦育て⽀援センター（とみここ）を拠
点に、産婦・新⽣児訪問を始めとする訪問指導
や乳幼児健診などを実施し、地域の中で⼦ども
が健やかに成⻑し、安⼼して⼦育てができるよう
⽀援します。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

6 妊婦⽀援事業 継続 

とみや⼦育て⽀援センター（とみここ）を拠
点に、妊娠期から⺟⼦の⼼⾝の健康管理の保
持・増進を図るとともに、ハイリスクケースの把握・
⽀援を早期に開始し、産後うつや虐待の予防を
図ります。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

7 経観児ケア事業 継続 

とみや⼦育て⽀援センター（とみここ）を拠
点に、障がい児及び発達・発育に遅れのある⼦
どもや育児上問題のある親⼦の健やかな成⻑・
発達への⽀援を⾏います。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 
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No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

8 放課後児童クラブ
運営事業 継続 

市⽴⼩学校敷地内への児童クラブ設置を進
めるとともに、⺠間委託による運営を充実させな
がら、保護者への仕事と⼦育ての両⽴⽀援と児
童の健全育成を図ります。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

9 ⼦ども医療費助成
事業 継続 

18 歳の年度末までの⼦どもを持つ保護者に
対して、医療費の助成を⾏い、⼦どもの適正な
医療機会の確保及び経済的負担の軽減を図
ります。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

10 ⼦ども・⼦育て⽀
援事業 継続 

「富⾕市⼦ども・⼦育て会議」を設置し、⼦
育て世代のニーズを調査・分析しながら、⼦ど
も・⼦育て⽀援事業計画の策定を⾏います。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ４，２０３，６７０ 千円 
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１－１ 高齢者支援 

《施策⽅針》 

●⾼齢者が住みなれた地域で⽣涯安⼼して暮らせる環境づくりを推進します。 
●⾼齢者の⼼と⾝体の健康と⽣きがいのある⽣活を⽀援します。 

《施策内容》   
① 介護予防の推進 
② 安⼼できる在宅⽣活のための環境整備の推進  
③ 共に⽀える地域づくりの推進（最重点プロジェクト）  
④ 介護保険事業の推進 

  
No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 福祉健康センター管
理事業 新規 

介護予防の拠点施設として指定管理者制
度を取り⼊れ、事業を効率的・効果的に運営
し，事業者のノウハウを活⽤することによってサ
ービスの質の向上を図り、多様な住⺠ニーズに
対応していきます。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

2 ⾼齢者交流事業 継続 

⾼齢者の⽣きがいづくり・仲間づくりの推進
を⽬指して、⾃⽴に向けた活動を⽀援すること
で健康保持増進を図り、⼼⾝の機能低下な
どを予防するため、ゆとりすとクラブ・サロンや地
域サポーター養成事業等を実施します。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

３ 

介護予防・⽇常⽣
活⽀援サービス事業
（筋トレ型通所・サ
ロン型通所等） 
（特会） 

新規 

要⽀援認定者等を対象に、運動サポータ
ーやボランティアを活⽤し、住⺠の相互協⼒の
もと、運動機能向上や他者交流を⽬指したプ
ログラムを提供することで、要⽀援・要介護状
態への進⾏を防⽌します。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

4 

介護予防・⽇常⽣
活⽀援サービス事業
（⽣活⽀援型訪問
等）（特会） 

新規 

要⽀援認定者等を対象に、⼀定の研修を
修了した⽣活⽀援員による⾝体介護等を伴
わない家事等の⽇常⽣活上の⽀援を提供す
ることで、地域で⾃⽴した⽇常⽣活が継続し
ていけるよう⽀援していきます。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

5 
地域包括⽀援セン
ター運営事業 
（特会） 

継続 

各圏域の地域包括⽀援センターの運営及
び指導調整など、地域包括ケアシステムの構
築を⽬指すため、保健福祉総合⽀援センター
の機能強化を図り、圏域ごとの地域⼒を活か
しながら運営します。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

 ※No.2 の「⾼齢者交流事業」は、H29 ⼀般会計当初予算の「⼀般介護予防事業」として計上しています。 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額     ４２０，６８７ 千円 
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１－２ 健康・保健 

《施策⽅針》 

●⽣涯を通して、健康で⼼豊かな⽣活を送れるよう、健康維持・増進に取り組む環境づくりを進めます。 
●⼦どもから⾼齢者まで、あらゆる世代の健康意識を⾼め、市⺠主体の健康づくりを促進します。 

《施策内容》   
① 主体的な健康づくりに取り組む環境づくり 
② 健康づくりの推進  
③ 若い世代や⼦育て中の親の健康意識の向上  

④ ⼦育て⽀援センター「とみここ」の整備運営（再掲）（最重点プロジェクト） 
  

No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 住⺠検診事業 継続 

がん検診等の必要性を市広報紙や各種事業
等で啓発するとともに、受診環境を整え、疾患の
早期発⾒・早期治療につなげ、市⺠の健康保
持・増進を図ります。 

H29〜H31 保健福祉部 
健康推進課 

２ 健康づくり事業 継続 
市⺠の健康意識の向上及び健康の保持増進

を図るため、地区健康教室等、健康づくりに関す
る事業を⾏います。 

H29〜H31 保健福祉部 
健康推進課 

３ 
国⺠健康保険 
健康づくり事業 
（特会） 

継続 

疾病の早期発⾒、早期治療、健康の保持・増
進を図り、医療費の適正化に寄与するため、各
種検診料の助成及び疾病予防事業を⾏いま
す。 

H29〜H31 保健福祉部 
健康推進課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ６４５，８５３ 千円 
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１－３ 医療 

《施策⽅針》 

●地域医療・救急医療体制の充実を図ります。 
●国⺠健康保健制度の適切な運営を図ります。 

《施策内容》   
① 地域医療・救急医療体制の充実 
② 国⺠健康保険制度の適切な運営 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 地域医療推進事業 継続 

救急医療体制に関わる検討など、多様な
医療に対するニーズについて、医師会等及び
地域の医療機関と連携し、医療サービスの充
実を図ります。  

H29〜H31 保健福祉部 
健康推進課 

 ※「地域医療推進事業」は、H29 ⼀般会計当初予算の「⿊川地域⾏政事務組合（病院運営）負担⾦事務 」及び 
   「⿊川地区休⽇当番医事業」を統合したものです。 
 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １４１，６６８ 千円 
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２－１ 障がい者支援 

《施策⽅針》 

●障がい者が⾃分らしい⽣活を営める環境づくりを進めます。 
●障がい者を地域で⽀援する体制を確⽴し、障がい者を抱える家族への⽀援に取り組みます。 

《施策内容》   
① 障がいを持つ⽅の働く場の確保（最重点プロジェクト） 
② ニーズに応じた障がい者福祉の充実 
③ 障がい者差別解消の推進 
④ 家族の精神的負担の軽減 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 障がい者就労⽀援
事業 新規 

地域における障がい者（児）等の⾃⽴の促
進と社会参加を⽬的とした地域活動⽀援セン
ターの運営を⾏うとともに、親亡き後においても、
住み慣れた地域で⾃⽴した⽣活を過ごせるよう
に、公共施設を活⽤した就労⽀援事業所の誘
致を図り、働くことによる⽣きがいづくりを醸成しま
す。 

H29〜H31 保健福祉部 
地域福祉課 

※「障がい者就労⽀援事業」は、H29 ⼀般会計当初予算において、「地域活動⽀援センター運営事業」として掲載していま
す。 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ５５，４７８ 千円 
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２－２ 高齢者・障がい者支援 

《施策⽅針》 

●⾼齢者や障がい者の外出を⽀援し、交通⾯から⽣活を⽀えていきます。 
 
《施策内容》   

① ⾼齢者・障がい者外出⽀援乗⾞証「とみぱす」の円滑な運営（最重点プロジェクト） 
② 交通弱者対策の推進（最重点プロジェクト） 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ ⾼齢者・障がい者
交通対策事業 継続 

⾼齢者の閉じこもり予防や外出⽀援・安全安
⼼な移動⽀援を図るため、70 歳以上の⽅を対
象として、申請により、⾝分証明付き IC 乗⾞証
「とみぱす」を交付するとともに、円滑な運営に努
めます。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

２ ⾼齢者・障がい者
交通対策事業 継続 

障がい者の外出⽀援・社会参加を図るため、
18 歳以上の障がい者⼿帳所持の⽅を対象とし
て、申請により、⾝分証明付き IC 乗⾞証「とみぱ
す」を交付するとともに、円滑な運営に努めます。 

H29〜H31 保健福祉部 
地域福祉課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額     １４９，７０４ 千円 
 

 



第３編 元気と温かい心で支えるまち！ 

第３章 身近なコミュニティがみんなの支えになるまちを創ります 

28 
 

３－１ 家族コミュニティ 

《施策⽅針》 

●三世代が安⼼して暮らせる環境づくりを進めます。 
 
《施策内容》   

① 三世代が同居・近居できる環境整備の推進 

② 待機児童ゼロなどの⼦育てをしやすい環境づくり（最重点プロジェクト） 
③ ⾼齢者が安⼼して暮らせる環境づくり  
④ 雇⽤の場の創出（再掲）（最重点プロジェクト） 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 認可保育所運営事
業（再掲） 継続 

認可保育所に対し、運営委託及び特別延
⻑・⼀時預かり保育の運営費を補助し、保育
需要が⾼まる中で、⼀層の保育の質の向上、
児童の安全を図ります。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

2 
認可外保育所運営
費補助事業 
（再掲） 

継続 

認可外保育施設の拡⼤と質の向上のた
め、運営費を補助するとともに、利⽤者に対
し、保育料の補助を⾏い、保育環境の向上
を図ります。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

3 保育所運営・維持
管理事業（再掲） 継続 

市⽴保育所（4 所）を適正に運営・管理
するとともに、待機児童ゼロを⽬指した施策の
検討を⾏います。 

H29〜H31 保健福祉部 
⼦育て⽀援課 

４ 
⾼齢者・障がい者交
通対策事業 
（再掲） 

継続 

⾼齢者の閉じこもり予防や外出⽀援・安全
安⼼な移動⽀援を図るため、70 歳以上の⽅
を対象として、申請により、⾝分証明付き IC
乗⾞証「とみぱす」を交付するとともに、円滑な
運営に努めます。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

５ 
⾼齢者・障がい者交
通対策事業 
（再掲） 

継続 

障がい者の外出⽀援・社会参加を図るた
め、18 歳以上の障がい者⼿帳所持の⽅を対
象として、申請により、⾝分証明付き IC 乗⾞
証「とみぱす」を交付するとともに、円滑な運営
に努めます。 

H29〜H31 保健福祉部 
地域福祉課 

６ 企業誘致事業 
（再掲） 継続 

企業⽴地促進奨励⾦及び雇⽤促進奨励
⾦などの活⽤や県等との連携により、企業の
誘致に努め、企業の⽴地を促進し、市の産業
振興を図ります。 

H29〜H31 経済産業部 
産業観光課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額    ２，８３０，０２６ 千円（全額再掲） 
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３－２ 地域コミュニティ 

《施策⽅針》 

●地域の⽅を地域の⽅が⽀える仕組みづくりを進めます。 
 
《施策内容》   

① 共に⽀える地域づくりの推進（再掲）（最重点プロジェクト） 

② 地域福祉ネットワークづくりの推進 
 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ ⾼齢者交流事業 
（再掲） 継続 

⾼齢者の⽣きがいづくり・仲間づくりの推進
を⽬指して、⾃⽴に向けた活動を⽀援すること
で健康保持増進を図り、⼼⾝の機能低下な
どを予防するため、ゆとりすとクラブ・サロンや地
域サポーター養成事業等を実施します。 

H29〜H31 保健福祉部 
⻑寿福祉課 

２ 地域コミュニティ助成
事業 継続 

宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニ
ティ活動に必要な備品や集会施設の整備な
ど、活⼒ある地域づくりに対して助成を⾏い、
地域のコミュニティ活動の充実・強化を図りま
す。 

H29〜H31 総務部 
市⺠協働課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ２７，３０２ 千円  
               うち再掲額  １２，３０２ 千円 
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３－３ 地域活動 

《施策⽅針》 

●地域福祉を⽀え、担う⼈材の育成を推進していきます。 
●地域で⽀援を必要としている⽅々が相談できる体制や事業推進体制を整備していきます。 
 
《施策内容》   

① 地域の⼈材の育成と活⽤ 

② 相談事業の推進 
③ 援助体制の強化 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ ⾃治振興事業 継続 
各⾏政区の事業活動への⽀援を⾏い、地

域住⺠相互の親睦により、地域の⼈材育成
を図ります。 

H29〜H31 総務部 
市⺠協働課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ５０，４８９ 千円 
 
 



第４編 市民の思いを協働でつくるまち！ 
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１－１ 防災・救急・消防 

《施策⽅針》 

●⾃助・共助・公助の連携体制を強化し、防災・減災体制を確⽴します。 
●救急・消防体制の連携強化を図り、安全・安⼼なまちづくりを推進します。 

 
《施策内容》   

① 地域コミュニティによる⾃主防災組織の育成推進（最重点プロジェクト） 

② 減災に向けた取り組み強化 
③ 耐震構造化への取り組み強化 
④ 消防⼒の強化 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 ⾃主防災組織育
成推進業務 継続 

町内会や⾃主防災組織を結成している地域
の防災活動を⽀援するため、備蓄物品の購⼊費
⽤や防災訓練に係る経費を⽀援するとともに、⾃
主防災組織の結成を推進・⽀援していきます。 

H29〜H31 総務部 
防災安全課 

2 住宅宅地震災対
策事業 継続 

地震による建築物の倒壊等の被害から住⺠を
保護するため、耐震診断⼠による⽊造住宅耐震
診断や耐震改修⼯事を実施する住宅に対する
助成を⾏い、住宅耐震化等を促進します。 

H29〜H31 建設部 
都市計画課 

 
上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １８，９６０ 千円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４編 市民の思いを協働でつくるまち！ 

第１章 日常生活が安全で包まれたまちを創ります 

 

32 
 

１－２ 防犯・交通安全・消費者保護 

《施策⽅針》 

●安全で住みよい地域づくりに向けて、防犯体制と交通安全対策を充実・強化していきます。 
●消費⽣活者の安全・安⼼の確保を促進していきます。 

《施策内容》   
① 地域主体の防犯体制の確⽴ 

② 地域ぐるみの交通安全運動の展開  
③ 交通危険箇所の改善措置 
④ 消費⽣活保護の充実強化 

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 防犯灯整備事業  継続 
既存の防犯灯を LED 仕様に交換し、地域

の防犯環境の向上と、電気料のコスト削減、⼆
酸化炭素排出量の削減を図ります。 

H29〜H31 建設部 
都市整備課 

2 防犯灯維持管理
事業 継続 

防犯灯の球切れや灯具の修繕など、適切な
維持管理を図り、良好な防犯環境の確保に努
めます。 

H29〜H31 建設部 
都市整備課 

3 
道路交通安全施
設事業（LED 関
係除く） 

継続 
道路区画線や道路照明灯（街路灯）、防

護柵、反射鏡等の整備と維持管路を⾏い、道
路交通安全の確保に努めます。 

H29〜H31 建設部 
都市整備課 

  

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ３８３，５１２ 千円 
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１－３ 人権尊重・男女共同 

《施策⽅針》 

●⼈権尊重の意識の啓発に努め、多様な絆で結ばれた地域の実現を⽬指します。 
●活き活きとした社会の実現に向けて、男⼥共同参画を進めていきます。 

《施策内容》   
① ⼈権教育と⼈権相談の推進 

② 異なる⽂化や⽣活習慣を持つ⼈達との交流の推進  
③ 市⺠の交流と融合の推進 
④ 男⼥共同参画の推進 

  
No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ ⼈権教育・⼈権
相談事業 継続 

各種相談所の開設、⼈権教室や街頭啓
発などの活動への⽀援を⾏い、⼈権を尊重し
た地域社会づくりができるよう努めます。 

H29〜H31 総務部 
市⺠協働課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  ２，３４１ 千円 
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２－１ 環境衛生 

《施策⽅針》 

●３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進が、豊かな⾃然環境や良好な居住環境として享受さ
れる資源循環型の環境にやさしい４Ｒのまちづくりを推進します。 

《施策内容》   
① ごみ処理の適正化 

② ごみの排出抑制と再資源化  
③ 環境美化の推進  

  
No 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ ⼀般廃棄物収集
運搬処理事業   継続 

⽣活系⼀般廃棄物の収集運搬等業務の委
託など、「⼀般廃棄物処理計画」に従い、効率
的な⼀般廃棄物の収集運搬・中間処理・処分
業務を⾏うことで、⼀般廃棄物を適正に処理し
ます。 

H29〜H31 市⺠⽣活部 
⽣活環境課 

２ 松森⼯場共同整
備事業   継続 

増⼤する⼀般廃棄物に対応するため、焼却
施設の広域化により仙台市と共同で建設した
松森⼯場の建設費及び維持管理費を負担し
ます。 

H29〜H31 市⺠⽣活部 
⽣活環境課 

３ リサイクル推進事
業 継続 

粗⼤ごみ、⽸、びん等の資源ごみから資源物
を回収し、適正なリサイクルを推進することで、
循環型社会の構築を図ります。 

H29〜H31 市⺠⽣活部 
⽣活環境課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １，０６８，９９２ 千円 
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２－２ 省エネルギー・再生可能エネルギー 

《施策⽅針》 

●環境にやさしいシティブランド化に向けて、環境負荷軽減への取り組みを推進します。 
●エネルギーを地域で⽣み出し、地域で活⽤するエネルギー地産地消について検討していきます。 

《施策内容》   
① 低炭素社会形成に向けた取り組み 

② 公害発⽣防⽌に向けた取り組み 
③ エネルギー地産地消を⽬指した取り組みの検討（重点プロジェクト）  

  
No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

1 防犯灯整備事業 
（再掲） 継続 防犯灯をＬＥＤ照明へと切り替えを⾏い、

⼆酸化炭素排出量の抑制を図ります。 H29〜H31 建設部 
都市整備課 

2 
道路交通安全施
設事業（LED 照
明関係） 

継続 街路灯をＬＥＤ照明へと切り替えを⾏い、
⼆酸化炭素排出量の抑制を図ります。 H29〜H31 建設部 

都市整備課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １２５，０２９ 千円 
               うち再掲額  １０４，６２９ 千円 
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３－１ 住民参加・協働 

《施策⽅針》 

●住⺠参加と官⺠協働を進めるため、市⺠と⾏政をつなぐ情報共有を徹底していきます。 
●市⺠と⾏政のパートナーシップを構築するとともに、住⺠主体の多様な活動を⽀援していきます。 

《施策内容》   
① 広報や広聴機能の充実 

② 計画づくりへの住⺠参加の推進 
③ まちづくりの基本となるルールづくりの整備検討（最重点プロジェクト） 
④ 地域コミュニティ活動の啓発と公益活動や団体への⽀援 

  
No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 広報・広聴事業 継続 

市⺠の市政への理解と、積極的な市政参加
を促すことを⽬標として、「ちょっと聞いて 私の
声」や「わくわく市⺠会議」を始めとした広聴業務
及び広報紙の発⾏、ソーシャルメディアと連携し
た情報発信による広報業務を⾏います。 

H29〜H31 市⻑公室 

２ まちづくり基本条
例調査事業 新規 まちづくりの基本となるルールの策定に向けた

調査・研究を⾏います。 H29〜H31 総務部 
市⺠協働課 

3 町内会館整備事
業 継続 

コミュニティ活動の拠点となる集会所の整備を
図ります。また、⽼朽化した町内会館は、計画
的に建替え及び⼤規模改修を⾏います。 

H29〜H31 総務部 
市⺠協働課 

 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額  １６１，１０１ 千円 
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３－２ 行財政経営 

《施策⽅針》 

●持続可能な⾏財政運営に向けて、健全で透明性のある⾏財政経営を推進していきます。 
●効率的で効果的な⾏政運営に向けて、市職員の意識改⾰と組織改⾰を進めていきます。 

《施策内容》   
① 税収⼊安定化の推進 

② 健全な⾏財政経営の推進 

③ 情報公開の推進 
④ 電⼦⾃治体の推進 
⑤ 継続的な⾏財政改⾰の推進 
⑥ ⼈材（職員）の育成と組織体制の整備（最重点プロジェクト） 

  
No. 事 業 名 新・継 事業概要 事業期間 担当課 

１ 徴収事業 継続 
納税意識の普及啓発とともに、コンビニエ

ンスストアでの納付など、納税者の利便性に
も配慮しながら、収納率の向上を図ります。 

H29〜H31 市⺠⽣活部 
税務課 

2 ⼾籍住基等事務 継続 

住⺠基本台帳、⼾籍等の記録の適正な
管理を図るとともに、コンビニエンスストアに設
置している多機能端末機での住⺠票の写し
や各種証明書の発⾏など、住⺠の利便性
の向上を図ります。 

H29〜H31 市⺠⽣活部 
市⺠課 

3 基幹系システム運
⽤事業 継続 

住⺠基本台帳・税などの基幹系システム
を適切に維持管理するとともに、本庁舎内
に設置あるシステムを他市町村とともに共同
調達することにより、調達・運⽤コストの圧縮
と BCP（業務継続）対応を図り、安⼼で
きるシステム運⽤を⾏います。  

H29〜H31 
総務部 
総務課 
情報化推進室 

4 ⾏財政改⾰推進
事業 新規 

市制施⾏及び住⺠ニーズに対応しなが
ら、着実な⾏財政運営を図るため、事務事
業の⾒直しなどを⾏い、効率的な⾏財政運
営を図ります。 

H29〜H31 
企画部 
企画政策課 
⾏政改⾰推進室

5 職員スキルアップ
事業 継続 

創造的かつ効果的な⾏政施策やサービ
スを市⺠に提供していくために、富⾕市⼈材
育成基本⽅針を基に職員を育成していきま
す。 

H29〜H31 総務部 
総務課 

6 組織マネジメント
事業 継続 

適切な給与、組織、勤務条件の下、公
務員としての責任と⾃覚を持ち、持てる能⼒
を充分に発揮できる環境整備を⾏うことによ
って、意欲の向上と、「⽣きがい」、「やりがい」
のある職場づくりを⽀援します。 

H29〜H31 総務部 
総務課 

※No.5 の「職員スキルアップ事業」は、H29 ⼀般会計当初予算の「職員研修事業」として、No.6 の「組織マネジメント事業」
は、「⼈事（給与）管理事業」として掲載しています。 

上記事業３カ年の事業費⾒込み額      ４６２，４４０ 千円  
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１ 財政計画の期間  

計画の期間は、平成29年度から平成31年度までの3ヶ年とします。なお、毎年度ローリング式で⾒直し、実態に即

した計画を策定していきます。 

また、対象とする会計は⼀般会計とします。 

 

２ 財政計画の趣旨  

持続可能な財政運営の実施を図るため、中期的な財政状況を把握することにより今後の課題を捉え、財源の確保

並びに無駄のない効率的な⾏政運営により適切な財政運営を⾏うための指針とします。 

 

３ 財政推計の⽅法 

（１） 歳⼊  

① 市税 

たばこ税及び⼊湯税は、平成29年度予算計上額を基準に算定し、それ以外の税⽬については平成29年

度地⽅財政計画での各々の伸び率により算定しています。 

② 地⽅交付税 

   ■普通交付税 

平成29年度予算計上額をベースに平成30年度以降については市税の状況により算定しています。 

   ■特別交付税 

平成29年度予算計上額と同額で算定しています。 

③ 国・県⽀出⾦ 

平成29年度予算計上額をベースに平成３０年度以降は社会保障経費のうち扶助費の伸びに相当する 

歳⼊を⾒込んで算定し、そのほかは平成２９年度予算計上額と同額で算定しています。 

④ 地⽅債 
建設債は、各年度の歳出事業費に⾒合う発⾏額を⾒込んで算定しています。 

⑤ その他の歳⼊ 
平成 29 年度予算計上額をベースに基⾦繰⼊⾦等を⾒込んで算定しています。 
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 （２） 歳出 
① 義務的経費 
■⼈件費 

平成 29 年度予算計上額をベースに退職補充、再任⽤制度を考慮し、平成 29 年度当初予算額をベース
に前年⽐ 0.5%伸びるものと⾒込んで算定しています。 

■扶助費 
⾼齢化や社会情勢の変化、国の社会保障対策などにより、平成 29 年度当初予算額をベースに前年⽐

2%伸びるものと⾒込んで算定しています。 
■公債費 

       既借⼊分に係る償還額に今後の事業実施に伴う地⽅債の償還⾒込額を加算して算定しています。 
② 投資的経費 

     ■普通建設事業費 
       総合計画、実施計画に掲げる事業及び計画期間内に予定されている事業を⾒込んで算定しています。 
     ■災害復旧費 
       平成 29 年度予算計上額と同額で算定しています。 
     ③ その他 
     ■物件費 
       物価上昇の状況や財政状況を考慮し、平成 29 年度当初予算額をベースに前年⽐ 0.5%伸びるものと⾒

込んで算定しています。 
     ■維持補修費 
       公共・公⽤施設の⽼朽化を考慮し、平成 29 年度当初予算額をベースに前年⽐ 1%伸びるものと⾒込んで

算定しています。 
     ■補助費等 
       平成 29 年度予算計上額と同額で算定しています。 
     ■その他 
       平成 29 年度予算計上額と同額で算定しています。 
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４ 財政推計の結果 
   上記の推計⽅法により財政推計を⾏った結果は、次のとおりです。 
  【歳⼊】                                                    （単位：百万円） 

 29 年度 30 年度 31 年度 

市税 5,739 5,866 5,989
地⽅交付税 1,430 1,346 1,266

 
 

普通交付税 1,350 1,266 1,186

特別交付税 80 80 80
国・県⽀出⾦ 2,493 2,528 2,562
地⽅債 864 671 635

 うち臨時財政対策債 620 581 545
その他の歳⼊ 2,495 2,719 2,530

 

うち財政調整基⾦繰⼊⾦ 509 821 650

うちユーマイタウン施設整備基⾦ 74 0 0
うち庁舎整備基⾦ 13 60 0

計 13,021 13,130 12,982
 
  【歳出】                                                    （単位：百万円） 

 29 年度 30 年度 31 年度 
義務的経費 5,461 5,554 5,622
 ⼈件費 2,575 2,587 2,601

扶助費 2,410 2,458 2,507
公債費 476 509 514

投資的経費 930 924 686
 普通建設事業費 924 918 680

災害復旧費 6 6 6
その他 6,630 6,652 6,674
 物件費 3,923 3,942 3,962

維持補修費 242 245 247

補助費等 1,385 1,385 1,385

その他 1,080 1,080 1,080
計 13,021 13,130 12,982
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  【基⾦の状況】                                                （単位：百万円） 

 29 年度 30 年度 31 年度 

財政調整基⾦ 3,108 2,488 2,039

ユーマイタウン施設整備基⾦ 1,805 1,805 1,805

庁舎整備基⾦ 379 320 320

その他の基⾦ 531 531 532

計 5,823 5,144 4,696
 
 【市債の状況】                                                （単位：百万円） 

 29 年度 30 年度 31 年度 

地⽅債残⾼ 7,689 7,901 8,075

 うち臨時財政対策債 3,696 4,086 4,415

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


