
整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

1 人事管理業務
職員採用、人事異動、昇格試験、勤務評定、人事ヒ
アリング、異動希望調査等の実施により、適正な職
員定数管理、人事管理を行う。

課長試験において、筆記試験を廃止して面接試験、
作文試験を実施し、その他の昇格試験（係長試験、
課長補佐試験など）の実施について検討する。
勤務評定制度、組織機構及び職員定数管理の見直
し、希望退職の募集について検討する。

20 208

2
給与管理業務・人事
給与システムの維持

人事給与システムの維持・運用により、効率的かつ
正確な給与の管理、支給を行う。

庁内メールを利用して給与明細書のペーパーレス
化を行う。
給与、各種手当の見直し（当面、現業職の給料表、
特殊勤務手当、通勤手当の見直し）を検討する。

未定 100

3
公務災害の認定・補
償

公務中に被った災害に対して、適正な認定、補償を
行う。

嘱託職員の雇用をできるだけ臨時職員（日日雇用職
員）とし、労働者災害補償保険に加入できるようにす
る。

20

4 職員互助会の運営
職員相互の親睦、福利厚生の増進のため、職員の
共済事業、福利厚生事業等を行う職員互助会を運
営する。

食堂運営補助を廃止する。 20

5
職員互助会の運営
（職員互助会事業補
助金）

職員の福利厚生事業を互助会を通じて行うにあた
り、補助対象事業を精査し、補助金を交付する。

食堂運営補助を廃止する。 20 1,200

秘書課

福利厚生事業

人事・給与管理事業

4-2　見直し事業・補助金一覧（点検の結果、見直すべきと判断した事業・補助金）

6
ふるさとアドバイ
ザー事業

ふるさと懇談会の開
催

大都市圏で活躍している関市出身者をふるさとアド
バイザーに委嘱し（１７人）、懇談会（年１回）を通じて
大都市圏での情報発信、情報収集を行うとともに、
関市政についての助言、提言をもらう。

ふるさとアドバイザー制度は維持しながら、ふるさと
懇談会の実施方法及びメンバーの見直しを検討す
る。

20

7
姉妹都市・友好都市
交流事業

市民訪問事業
氷見市、白川村を訪問する市民訪問団バスツアー
の実施と相互のイベント参加を行う。

平成２０年に東海北陸自動車道が全線開通して、氷
見市への交通アクセスも向上されることから関市民
にとって益々身近な都市であること、氷見市の魅力
等を広報でPRしていく。
氷見市と白川村と別々に計画していた市民訪問団
を一体化し、年１回の訪問にする。

20 24

8 秘書・表彰事業

秘書業務
（原水爆禁止世界大
会代表派遣事業補
助金）

関市は核兵器の廃絶や平和を願う平和都市宣言を
しており、毎年開催される原水爆禁止世界大会へ参
加する団体に対し、参加者の旅費等の一部として参
加補助金を交付する。

１団体４７，５００円（定額補助）を４０，０００円に減額
する。その後の減額も検討する。

21 15

9 広報課
多文化共生促進事
業

外国人相談員による
相談事業の充実

関市への定住化が進むブラジル籍住民の行政手続
や生活相談に応じるため、ブラジル人相談員を雇
用。通訳や翻訳業務、国際交流事業への協力など
を行う。  H15、１６は県国際交流センターより派遣。
Ｈ１７より市直接雇用。

市内在住のブラジル人数は毎年増加の傾向で、今
後も増えることが予想される。また定住化が進む中で
ブラジル相談員による生活相談業務は増加していく
ことが想定され、平成２２年度から相談員を２名体制
とする。

22
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

10 広報課 公聴広報事業 広報せきの発行
１８～２４頁の広報誌２９，０００部を毎月２回、各世帯
へ配付する。

平成２０年度は、１５日号を２色、１日号をカラー刷り
として全体事業費を抑えながら、発行回数を１回（元
旦号）増やし、増加する情報量に対応する。職員提
案等を受け入れて広報内容を見直すとともに「市長
コーナー」「市民参加コーナー」などを検討していく。
また、平成２０年度から（仮称）関市広告審査委員会
を設置し、有料広告の導入に向けて検討する。

20

11 鉄道交通事業 鉄道交通事業

沿線５自治体で長良川鉄道の利用増進と安全運行
を推進する。
・長良川鉄道再生計画の進行管理
・沿線自治体での経営安定対策（経常損失）等の支
援
・岐阜県鉄道基盤整備費補助金
・鉄道軌道近代化設備整備費補助金

長良川鉄道連絡協議会事業のうちソフト事業は協力
会事業とし、近代化施設整備事業は鉄道事業者の
事業とする。

20 690

12 公共交通事業
長良川鉄道協力会
の活動促進

・長良川鉄道の利用促進事業（機関紙の発行、長良
川鉄道企画イベントへの協力、レンタサイクル事業）
・環境整備活動（駅舎等の清掃、草刈、プラットホー
ム等の花飾り）

長良川鉄道協力会の事業を長良川鉄道協力基金
（1億円）の利息で実施。負担金支出を廃止するよう
調整する。

20 196

13 定住、移住事業
定住、移住を促進し、交流人口が増加することによ
り、旧町村地域の活力を創出する。

・移住、定住を促進するためには、公有財産の公
売、民間譲渡の基本的なルールを定め、遊休施設、
遊休土地を住民活動の拠点又は地域活力を生み出
す施設へ転換可能にする。
・定住・移住は、既存ストックや空き家活用へと地域
住民の理解が変わるような住宅施策の方針、計画を
明示する。
・勤労者住宅資金利子補給制度を改正し、過疎地
域への定住促進となる融資制度又は利子補給制度
の改正を実施し、定住誘導策とする。

20

14
地域振興基金活用
事業

地域振興基金の造成を行うとともにその運用益を活
用した市民活動の支援を行い、住民協働、地域活
性化を図る。

・助成金の申請、審査などの運営を効率よく行うた
め、助成金を要望する市民活動団体に対し、助成金
の趣旨や申請書の記入の仕方等について、事前説
明会を開催し理解を深める。

21

企画政策課

地域振興事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

15
地域振興事業
（わかくさまつり事業
補助金）

市の一体感醸成と地域間交流のための民間主導・
主体の交流イベントの開催のために補助金を交付
する。

民間の創意工夫を促すために、H19補助金額より一
部減額をする。（５００千円を４５０千円にする）

20 50

16
第４次総合計画策
定

地方が主役となる時代の総合計画にふさわしく、さま
ざまな段階におけるさまざま形態の住民参画を経た
総合計画を策定する。
（業者委託による市民アンケート並びに分析、市民
50名参加のワークショップ形式の分野別検討及び地
域審議会による地域課題の集約。その他に職員に
よる計画書執筆）

計画策定に伴う外部委託は、委託先として大学を検
討するほか、アンケートについては継続した住民定
点調査により、満足度の測定できるようなシステムを
組み込む。アンケート結果の納品については、分析
とともに他の計画策定にも利用できるデータ形式に
よるものとする。

22

17
実施計画による政策
的事業管理

計画と予算との間で事業体系を整え、実施計画への
予算配当を制御し、進捗を管理することで適正な予
算執行を伴う事業執行とする。

・行政評価票による事業点検を行い、事業への予算
配分の適否を見て、実施計画査定では予算配分を
コントロールする。・庁内オンライン上に実施計画シ
ステムを構築し、データ入力の作業コストを抑制す
る。システム構築費は、５年間程度の継続使用により
コスト回収が可能となるほか、短時間で同時処理が
可能となることで、準備期間が短縮できる。財源には
合併補助金充当が可能。・別途予算事業と計画事
業のコード、名称を揃える作業を行い、計画、執行、
評価が同じデータとして管理できる。

21 △ 1,998

企画政策課

総合計画運用事業

18 行政評価運用事業
施策、事務・事業評
価による評価の実施

総合計画（PLAN）ー事業実施（DO）－事業評価
（CHECK）－実施計画ローリング（ACTION）による
PDCAサイクルにおけるＣＨＥＣＫ機能の確立するた
めに、事業の適正な評価が下されるよう、評価票、評
価基準、評価レベル等を統一する。

本格実施に向け、Ｐ－ＤーＣ－Ａの年間スケジュー
ル、実施計画への反映ルール等を明らかにしたマ
ニュアルを整備し、配布する。客観性、透明性を確
保するため、外部評価体制の整備を検討する。

20

19 ＰＦＩの導入検討

公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資
金、経営能力及び技術的能力を活用し、利用者本
位の効率的なサービスの提供を実現するＰＦＩのス
ムーズな導入を図るため、マニュアルを策定する。

ＰＦＩについての基本的事項までをとりまとめたマニュ
アルを策定し、職員に周知することで、一定レベル
の知識の定着が可能となり、以降は業務所管課にお
ける導入に向けた具体的な検討に移行する。

20

20
包括的外部委託の
導入検討

公共施設の維持管理、公共サービスの提供等を一
括して契約し、一の事業者によりサービスを提供す
る包括的外部委託の導入を図るため、マニュアルを
策定する。

包括的外部委託についての基本的事項までをとりま
とめたマニュアルを策定し、職員に周知することで、
一定レベルの知識の定着が可能となり、以降は業務
担当課における導入に向けた具体的な検討に移行
する。

20

公民連携推進事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

21 公民連携推進事業
官民競争入札・民間
競争入札の導入検
討

公共サービスを行政と民間事業者が競争し、サービ
スの提供者を決定する官民競争入札や公共サービ
スを民間事業者どうしが競争し、サービスの提供者
を決定する民間競争入札の導入についての基礎的
な知識の定着を図るため、マニュアルを策定する。

官民競争入札等についての基本的事項までをとりま
とめたマニュアルを策定し、職員に周知することで、
一定レベルの知識の定着が可能となり、以降は業務
担当課における導入に向けた具体的な検討に移行
する。

20

22 統計事業
市独自集計の実施
と統計分析の公表

工業統計調査、商業統計調査について独自集計を
し、調査結果をホームページで公表する。

調査方法が全数調査である場合に市独自集計を
し、公表する。事業所･企業統計調査を追加する。

20

23
市民参画手続の制
度化事業

関市パブリックイン
ボルブメント手続実
施要綱の制定

成案である計画（案）や条例（案）等を公表し、これに
対する市民や関係者からの意見や情報を徴取し、そ
の意見などに対する市の考え方を明らかにするとと
もに、最終案に適正に反映することにより、住民参画
を実現する。

パブリックインボルブメント制度の施行に向けた検討
を始め、早期に施行することにより、政策形成過程の
ごく初期段階における市民参画の機会が確保され、
広く市民の意見を取り入れる機会が生まれ、本市の
公民協働を進めるきっかけにもなる。

21

24 広域連携推進事業
中濃地方拠点都市
地域整備推進協議
会事業

中濃地方拠点都市の連携による人的交流事業、ＰＲ
事業の実施により、広域的な観光振興、企業誘致等
の産業振興を図る。
・中濃圏域のバスツアー
・「日本公園村づくり」助成金の交付
・中濃拠点ホームページの運用
・「日本公園村」発行　２回/年

・平成２１年度から関市が事務局になることを機に事
務の簡素化を図る。
・ふるさと市町村圏基金の運用益の活用は、構成市
町村への助成金を中心とした事業とし、バスツアー
事業は廃止を検討し、ＨＰの管理は簡素化を図る。

21
企画政策課

日本公園村」発行 ２回/年
・第２期中濃地方拠点計画の執行管理(H19～　概
ね１０年間）

事業は廃止を検討し、ＨＰの管理は簡素化を図る。

25 せきＣＩ推進事業

ＣＩプロジェクトチー
ム会議、ビジュアル
ＣＩの普及啓発、ＣＩ
推進委員の任命

・ビジュアルＣＩ…かわせみ、若草色などの市の鳥、
色などの啓発
・若手職員の発想による新たな業務転換
（ＣＩ・ＰＴ会議　…　庁内　月１回、ＣＩ推進会議　年１
回）

・ＣＩ・ＰＴ会議は、毎月（半日程度）主査・係長級職員
を１５人招集しており、特定目的がある場合に限り、
任命し招集するものとする。

20

26
山村振興計画運用
事業

山村振興計画運用
事業

国土保全、水源涵養、自然環境の保全等に重要な
役割を担っている山村の、山村振興計画を策定し、
山村地域の住民の福祉向上と地域格差の是正を図
る。

実質的に平成２０年度から計画を策定し、本格的に
事業推進を図るものである。なるべく既存の計画の
データー等を活用し業務を簡素化する。

20

27
辺地総合整備計画
運用事業

辺地総合整備計画
運用事業

辺地に係る公共施設の計画的な整備を促進するた
めに適正な辺地計画の管理運用を行い、辺地と他
地域との著しい格差の是正を図る。

現在は、辺地地域の事業推進にあたり、過疎対策債
で対応をしているが、過疎計画は時限立法であるた
め（H21年度まで）、その後の辺地地域の振興を考
慮して、現段階から過疎計画の変更と歩調を合わせ
て辺地計画を変更又は新規の辺地計画を策定して
おく。

20
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

28
市内巡回バスの路
線と運行形態を再
構築

わかくさ号・メロディー号・板取線・牧谷線の運行方
法を変更する。板取線は路線系統を分断して欠損
補助金を削減。メロディー号は定時定路線を廃止し
て、デマンド運行とする。わかくさ号は路線系統を分
け、デマンド系統と幹線系統に区分し委託費を削減
する。牧谷線は利用状況からも廃止を含めて検討す
る。

平成２１年４月を抜本的再編時期と定め、公共交通
会議を設置して各地域の実情に見合う運行方法の
導入に向け、地域審議会及び懇談会を開催して、利
用者とともに利用しやすいバス交通システムを検討
している。デマンド運行の採用や乗合タクシーの導
入、長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統の
見直しにより、利用者増と経費の削減を実現する。

21 30,000

29
基幹バスと連携する
支線バスの運行を
促進

現在は基幹バス的な運行をしている巡回バス・自主
運行バスの長大路線を分割し走行距離を短くする。
合併地域に多く見受けられる洞や谷筋、利用者が少
ない地域や幹線バス停留所まで距離がある地域に
ついて、デマンド運行や乗合タクシーによる方法や
ＮＰＯによる運営輸送とすることで、支線運行を可能
にする。

平成２１年４月を抜本的再編時期と定め、公共交通
会議を設置して各地域の実情に見合う運行方法の
導入に向け、地域審議会及び懇談会を開催して、利
用者とともに利用しやすいバス交通システムを検討
している。デマンド運行の採用や乗合タクシーの導
入、長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統の
見直しにより、利用者増と経費の削減を実現する。

21 20,000

30
バスステーションの
改修

バス利用者にとってわかりやすいバス停留所、乗り
継ぎやすい情報を記載することで利用者の利便性を
向上し、利用者の増加を図る。（市内設置の全ての
バス停３２１箇所）

平成２１年４月を抜本的再編時期と定め、公共交通
会議を設置して各地域の実情に見合う運行方法の
導入に向け、地域審議会及び懇談会を開催して、利
用者とともに利用しやすいバス交通システムを検討
している。デマンド運行の採用や乗合タクシーの導
入 長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統

21

企画政策課 バス路線整備事業

バス停３２１箇所）
入、長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統の
見直しにより、利用者増と経費の削減を実現する。

31
主要都市間の運行
を促進

大都市を結ぶ長距離路線バス（夜行高速バス等）や
路線バスの運行を促進する。
（東京、大阪、京都等の大都市へ乗り入れる都市間
高速バスの運行及び岐阜行きの路線バスの増発並
びに快速運行の実現）

都市間路線バスについては、コミュニティバス再編時
に検討し、事業者と協議する。岐阜関線の快速運行
や増便について、事業者に要望していく。

21

32
高速バスの利用促
進

都市間高速バス、高速名古屋線をはじめ京都・大
阪・東京方面の利用を促進する

市の広報等でＰＲする。また利用者の声を聞きダイヤ
改正や増便を実現して利用者増を図る。

20

33
支線バス、巡回バ
ス、運行補助

住民福祉の観点から、交通弱者である高齢者、障害
者、小学生について運賃補助する。巡回バスのない
地域ついて、営業路線バスとの差額を補助する。

高齢者の無料補助は廃止し、高齢者専用定期や１
日乗り放題券を発行する。岐阜上之保線は路線を
営業路線からコミュニティ路線へ変更し、運賃差額
補助等を解消する。

21
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

34 財政計画事業
財政計画、財政状
況公表事務

市の財政状況をホームページ、広報、窓口において
公表することにより、市民などに市の行財政を身近
に感じられるようにする。

閲覧の際、閲覧名簿の記入を廃止する。 20

35
予算編成事務
（予算査定事務）

各課から要求のあった予算又は補正予算につい
て、総務部長が第１次査定を行い、副市長査定を経
て、市長査定を実施し、予算を編成する。

平成21年度当初予算から、現在は個々に実施して
いる当初予算及び補正予算の副市長と市長の査定
を統合することにより予算編成期間を短縮する。

20

36
予算編成事務
（主要事業ヒアリン
グ）

当初予算編成のため、各部ごとの主要事業につい
て、ヒアリングを行う。

平成21年度当初予算から、現在、実施している主要
事業のヒアリングを総合計画の実施計画のヒアリング
のなかで行うことにより、予算編成事務量を削減でき
る。

20

37
予算編成事務
（当初予算編成業
務）

各部局からの予算要求に基づき財政部門で調整を
行い、最終的に市長が査定を行うボトムアップ方式
で当初予算（案）を編成する。

財源不足が懸念される中、更なる市民サービスの向
上を図るため、各部局への枠配分方式を導入する
検討を行う。
限りある財源を各部局が主体性を持って予算編成を
行うことにより、多様化する市民ニーズに対応するめ
の、よりきめ細かい予算を編成することができる。
また、各部局、職員においても、市財政に対する経
営意識の向上につながる。

21

予算管理事業

総務財政課

38
予算編成事務
（予算書閲覧事務）

予算書の閲覧希望者に窓口で氏名、会社名等を名
簿に記載してもらい、総務財政課の執務室内で閲覧
に供する。

・閲覧の際の閲覧名簿を廃止する。予算書をデータ
化し、ホームページに掲載する。

20
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

39
投票区見直し事業
（投票所の投票時間
の繰り上げ）

現在の５５投票所の内、８箇所の投票所で投票時間
の繰上げを行っている。この繰上げは、合併前の市
町村ごとに選挙人の数や地理的条件、交通事情等
を勘案して決定されたもので、統一的な基準で見直
す必要がある。

【洞戸地域】　市場、菅谷、下洞戸、奥洞戸投票区の
４投票所の閉鎖時間を午後８時から１時間繰り上げ
て午後７時とする。
【板取地域】　門出、上ヶ瀬、中切投票区の３投票所
の閉鎖時間を午後８時から１時間繰り上げて午後７
時とする。
【上之保地域】　河合、宮脇投票区の２投票所の閉
鎖時間を午後８時から１時間繰り上げて午後７時とす
る。
【武儀地域】　富之保第二投票区の１投票所の閉鎖
時間を午後８時から１時間繰り上げて午後７時とす
る。

20 283

40
投票区見直し事業
（投票区見直し事
業）

現在の投票区は、合併前の市町村ごとに選挙人の
数や地理的条件、交通事情等を勘案して決定され
たもので、投票区によって選挙人の数にバランスを
欠き、また、合併によって従来の行政境が廃止され、
その地域の投票区を見直す必要があることなどの観
点から投票区の見直しを行う。

同左 未定 1,958総務財政課

選挙執行事業

41 文書管理事業
広報配布手数料
（「広報せき」の配
布）

市政に関する必要な事項を市民に周知する。

案１　　　民間企業に広報配布業務を委託する（全戸
配布）
案２　　　新聞折り込みによる配布委託する
・現在行っている「広報と同時配布する文書（班回覧
等）」の受付は廃止とする。（広報に掲載する）

上記2案のいずれかを実施に向けて検討する。

21
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

42
会議録検索システム
保守

市議会定例会及び臨時会の会議録を市ホームペー
ジ及び庁内イントラネットにおいて公開するために、
会議録検索システムの新規データの追加更新及び
公開に伴う保守管理を行う。

会議録の電子化には予算を伴うため、会議開催時
期とデータの更新頻度等も検討した上で次のとおり
検討する。現在の会議録システムには、市議会のみ
の掲載となっているが、市議会以外の会議録への利
用（他の審議会等の会議録としての利用）を検討で
きないか。また、その際の事前の市民への周知（開
催時期等）の検討（会議の公開ができるかどうかも含
めて検討）ができないかを検討する必要がある。

21

43
文書管理の適正な
運用

文書の受領、収受、起案、保管、保存、廃棄を電子
データ化し、文書管理の効率化を図る。

電子決裁導入にあたり、従来の業務手順の見直し
等、検討が必要。
従来通り紙による管理が最適と思われる文書（業務）
についてはシステムへの無理な移行をしない等、シ
ステム運用の検討が必要。

22

44 管財課 公有財産管理事業 取得財産の登記
取得土地の権利移転に関する登記申請を行い、市
が取得した財産の所有権を確保する。

不動産登記法の改正により、分筆登記においては、
土地の境界確定時点からの拠証資料、また精度の
高い測量図の作成等、より専門的かつ高度な技術を
要することとなったため、各事業課において土地家
屋調査士への委託により分筆登記を行い、その後所
有権移転登記を管財課で行うこととする。

20 △ 1,200

情報公開事業総務財政課

45 税務課 市民税賦課事業 個人市民税の賦課

個人への適正、公平な課税のため、事業所が提出
する給与支払報告書や個人からの申告書受付など
の課税資料をもとに税額を確定、賦課することによ
り、安定した財源としての個人市民税の確保を図る。

①　課税資料の管理を紙ベースからデジタル化への
見直しが必要。
　現在、行政情報センターが構築した住民情報シス
テムによって、課税資料の入力をしているが、このシ
ステムの再構築をセンターが考えている。再構築に
あわせて課税資料のデジタル化（イメージファイリン
グ）の導入を検討し、事務処理の効率化と住民サー
ビスの向上を図る。なお、情報センターは２３年度か
らの再構築を目指している。
②　２１年度から年金受給者の年金からの特別徴収
が実施されることから、これに対応するためにはエル
タックスの導入は必須の環境整備である。このため、
岐阜県市町村行政情報センターが導入する共同利
用方式によるエルタックスを平成２1年１2月3１日まで
に導入する。なお、それまでの間の年金からの特別
徴収については、LGWAN文書交換システムで対応
する。

21
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

46 市民税賦課事業 法人市民税の賦課

法人への適正、公平な課税のため、確定申告書、予
定申告書等の申告書をもとに税額を確定、賦課する
ことにより、安定した財源としての法人市民税の確保
を図る。

 法人市民税の申告は現在紙ベースにより行われて
いるが、エルタックスの導入により平成23年3月まで
に電子申告制度(償却資産の申告、給与支払報告
書の提出)を整備し納税者の利便を図る。

23

47
固定資産税賦課事
業

償却資産の賦課
（償却資産評価、調
査業務）

会社、個人で工場や商店を経営している事業所の
申告受付、評価入力を行い、償却資産税の公平な
課税を行う。

税務署調査や現地調査には手間がかかるため現在
は行っていないが、このような調査は公平、適正な課
税には欠くことのできない作業である。平成２１年度
から件数は少しでも可能な限りこの作業を行うことと
する。また、これらの業務が外部委託できるよう土
地、家屋調査の外部委託と同様に調査研究を進め
る。

21

48 収納事業

市民税、法人市民
税、固定資産税・都
市計画税、軽自動
車税(国民健康保険
税を除く。)の徴収

納税者が市税（国民健康保険税を除く。）を納付し
やすくするとともに、納付が円滑かつ正確に行われ
るようにする。

　納税者の納税機会の拡大を図り利便性を向上させ
るため、コンビニ収納は平成２０年４月から導入した。
　クレジットカード、ネットバンキング等の収納につい
ては、費用対効果、他市の導入状況等を参考に導
入に向けて研究・検討していく。ただし、これらは住
民サービスの向上にはなるが手数料等が新たに発
生し、銀行等で納付されていたものがコンビニ等で
の納付となるもので、事務量の軽減には繋がらな
い。

20

税務課

。

49
機能別消防団員の
確保

消防団員が定数に満たないための、消防力の不足
を解消するため、機能別消防団員を採用して消防団
活動を活性化する。
機能別消防団員のうち、消防団員OBや消防職員
OBによる災害支援団員を採用する。

２0年度から災害支援団員を採用する予定である。
機能別消防団員には、予防広報や後方支援を行な
う女性団員、音楽による予防活動を行う消防音楽隊
などさまざまな機能別団員が考えられる。
消防団の定員は１，３１５名となっているが現在団員
数は１，２０１名であり、年々減少傾向にあることから
その定員に満たない数を目標に機能別消防団員の
確保を行っていく。

20

50
関市消防団運営補
助金

辞令交付式、操法大会、消防出初式などの市主催
行事の会場設営費や消防団の各種訓練の運営費、
各方面隊、分団の活動費、訓練強化費、県、中濃ブ
ロック、中濃連合各消防協会負担金、福祉共済加入
負担金などに対する補助金を交付する。

新旧役員懇親会、新年合同懇親会費は、その分の
補助金削減を行う。
H21年度より補助金削減の折衝を行っていく。

20

消防団活動推進事
業

交通防災課
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事業費削減
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51
消防団活動推進事
業

関市消防友の会補
助金

元消防団員である会員が、現役消防団員の支援、
協力し、また、市民への防災意識の高揚、啓発を活
動としている関市消防友の会に対し補助金を交付す
る。

会費と補助金で運営しており、補助率の見直しをす
る。
補助金は、合併後585,000円の定額となっている。ま
た、会費収入は、約820,000円とないる。活動内容も
補助金減額に合わせられることから３年間で３割程
度の減額を行う。

20

52 火災予防事業

少年(幼年)消防クラ
ブへの防火意識の
普及啓発（関市少年
消防クラブ連絡協議
会補助金）

少年期における、正しい火の取り扱いに関するしつ
けを研修会等を通じて行い、家庭をはじめ地域の防
火意識の高揚に努めるとともに市内少年消防クラブ
の交流を図ることを目的として活動している連絡協議
会に補助金を交付する。

中学生の活動内容を防災バスの利用に見直すこと
により、補助金額を見直す。
少年消防クラブの補助金は、廃止する。

21

53

消防団消防車庫の
建設（年２棟）
消防用ホース乾燥
塔の建設（年１基）

消防団消防車庫とホース乾燥塔の更新のための建
設を行う。消防車113台、本部指揮広報車1台の計
114台の車庫（うち木造１６棟、ﾌﾞﾛｯｸ造２棟、その他
は鉄骨造）
耐用年数50年として年２棟の建設が必要

全てを更新するためには、車庫の耐用年数が50年と
しても、年に2棟以上の更新が必要である。
車庫・消防車の配置の見直し（廃止・統合)をすること
により、経費の削減をする。
団員の減少により消防設備の維持が困難となってい
ることから、車庫の耐用年数等による建て替え時、あ
るいは 車両の更新時に随時 統合の検討実施を

20交通防災課

るいは、車両の更新時に随時、統合の検討実施を
行っていく。

54

消防団消防車両の
購入(年ﾎﾟﾝﾌﾟ車,積
載車計3～4台)
可搬式小型ポンプ
の購入（年３～４台）

防災施設のうち消防団消防車両と小型動力ポンプ
の更新をする。

車庫・消防車の配置の見直し（廃止・統合)をすること
により、経費の削減をする。
同上

20

55
消防施設管理経費
一式（燃料、電気、
電話、消耗品）

消防車庫などの消防施設を管理するために必要な
経費を支出する。

電話の設置してある車庫の見直し・・・関１２箇所、武
儀３箇所の拠点車庫のみ(その他の車庫は電話がな
い)
電気の基本契約の見直し・・・旧市町村の時代の契
約が今もそのままで、車庫により基本契約が大きく違
う。
車庫・消防車の配置の見直し（廃止・統合)をすること
により、経費の削減が可能と思われる。
同上

20

防災施設整備事業
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56
自主防災組織研修
会による強化

研修会等を通じ、自主防災組織の重要性、役割等
について認識を深め、自分たちのまちは自分たちで
守るという「共助」の考えのもと、地域防災力の向上
を図る。

自治会単位で自主防災会を編成するよう検討する。
H２１年度より自治会単位での自主防災会を立ち上
げるよう進めている。

20

57
自主防災会連絡協
議会の設置

現在２２８の自主防災会が結成されているが、組織
化が図られていないことから、それぞれの自主防災
会のつながり、連携は皆無に等しい。また、災害時
等における連絡体制も確立されていない現状にあ
り、支部を単位とする連絡協議会を設立して組織化
を図り、災害時等における情報伝達体制の万全を図
る。

多くの自主防災会は２～４の自治会で組織されてお
り、会長等も自治会長が兼務しているところが多く、
単年度で役員を替わってしまうため、活動内容に差
が生じている。また、自治会役職に防犯防災部長の
職もあり、自主防災会との区別がしにくい面があるこ
とから自主防災会そのもののあり方について検討す
る。
自治会単位での自主防災会の編成を進めているた
め連絡協議会立上は編成終了後検討する。

22

58
防災ホームページ
の充実

防災に関する情報は、リアルタイムで最新のものを
提供しなければならず、ホームページによる掲載は
必要不可欠である。防災ホームページは、市民の地
震防災、風水害などに対する更なる意識高揚と防災
対策の一層の推進並びに防災に関する自由で広範
囲な情報交換と交流を図ることを目的に掲載、提供

本市の情報は、他市町村と比較しても情報量が明ら
かに少ないので、他の防災サイトへのリンクをはじ
め、災害時における市民向け情報提供用ホーム
ページの充実を図る。そのため、作成の方法につい
て県や他市町村からそのノウハウ等を提供してもら
う。また、管理業者との調整を行う。
日々ホームページの充実に努めていく

20

交通防災課
自主防災組織支援
事業

囲な情報交換と交流を図る とを目的に掲載、提供
する。

日々ホームページの充実に努めていく。

59
関市自治防犯防災
会補助金

防犯、防災知識の啓発及び活動支援のため補助金
を交付する。
＜対象事業＞
・毎月１、１５日交通安全の日及び交通安全運動期
間中における啓蒙パトロール実施
・青色防犯パトロールの実施（毎週木曜日、花火大
会、年末夜警等）
・地域安全運動期間中における地域防犯診断の実
施（神明町１～４丁目）
・関市総合防災訓練に参加（防犯パトロール実施）

自治会連合会からの活動費援助があること、会が自
立して活動できるようになりつつあることから、市の援
助を縮小することができるので補助金を削減する。
全体事業費約3,900,000円　補助金150,000円となっ
ている。金額は定額補助となっているが全体事業費
の４％弱となっていることから補助金減額を行っても
影響が少ないと思われることから５年間をかけ補助
金０とする。

21

111



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

60 防犯事業 防犯灯の設置

犯罪防止効果を高めるととも歩行者等の安全な通行
を確保するための防犯灯を設置する。
防犯灯の設置数は年間４０～５０灯、主に自治会要
望により設置するが、設置数は各自治会１、２灯であ
る。

防犯灯の設置及び管理については、市が設置し市
がその電気料を支払っているものと、自治会が市の
補助（１基１０千円）を受け設置し、電気料も市の補
助を受けて支払っているものとの二通りある。これに
より、市が直接管理するもの、市が電気料補助する
もの、その両方が今後も増え続けることから、それに
伴う経費の増大が見込まれる。このため、設置費及
び電気料に対する補助を廃止し、これに替わり、要
望により市が設置する防犯灯の数を増やすこととす
る。また、要望により設置したものの電気料も自治会
等で負担してもらう。なお、自治会で対応できない箇
所（自治会間を繋ぐ道路、山中の通学路など）につ
いては、従来どおり、市が設置及び管理（電気料の
負担を含む。）するものとする。
自治会負担の電気料補助金の廃止及び設置補助
金の廃止をH21年度より自治連等を通し説明を行い
H22度より両補助金廃止の方向で進める。

21 130

61
消火対応能力強化
事業

火災初動時の消防
力強化

職員定数条例改正に伴い増員計画に基づく職員採
用を行い、消防活動の強化を図る。

条例定数の１６５名を満たすよう計画的に増員する。
（現在１５５名）
また、更なる増員のために条例改正する。
増員する方向で作業を進める。

20

交通防災
課

62 福祉政策課
人権教育基本計画
推進事業

人権教育基本計画
推進事業

 平成１８年度に策定した、平成１９年度を初年度とし
て平成２８年度までの１０年間を計画期間とする、人
権教育及び人権啓発に関する基本計画の総合的か
つ計画的な推進を図る。
（女性、子ども、高齢者、障害のある人、同和問題、
アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者、ハンセン病患
者等、刑を終えて出所した人の問題、犯罪被害者
等、インターネットによる人権侵害、その他の人権問
題について、課題別に施策を推進する。）

計画書に掲げる課題別施策の推進状況を評価する
ため、有効性、効率性、必要性の観点からの評価設
定と、実施事業の抽出、集計、分析を平成２１年度よ
り合わせて委託する。

21 △ 2,000
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

63 人権啓発事業 人権啓発事業

差別意識を排除し、互いに人権を尊重し合える社会
を形成するため、恒常的に人権について考え、差別
問題、人権問題の実情やその取り扱いについて学
習する機会を提供し、市民一人ひとりの人権意識を
高める。
（人権問題講演会は、市民、福祉関係者、企業、教
育関係者、市職員を対象に、年１回開催。人権街頭
啓発は、各地域で開催されたイベント会場で来場し
た市民を対象に、また、市内大型量販店では来店者
を対象に、それぞれ１回実施。）

人権問題についての基礎知識の習得、人材育成は
容易にできない。人権教育・啓発の推進を担う中核
的な組織の設置が必要である。施策の企画は行政、
運営は民間でといった体制の整備を図る。

21 △ 8,000

64 福祉医療運営事業
乳幼児医療費助成
制度

就学前児には受給者証を発行し、岐阜県内の医療
機関で提示することにより窓口での医療費が無料と
なる。ただし、小学生、中学生の入院については、一
旦、医療機関で医療費を負担してもらい、後から申
請してもらうことにより、払い戻す。

市民の要望も多く、近隣の市町村も対象年齢を拡大
しているところも多いので、小学生の通院分につい
て、検討を行う。

21

県下の社会福祉協議会に対する支援の状況を調査

福祉政策課

65
地域福祉団体活動
支援事業

社会福祉事業補助
金

社会福祉協議会の事務局に所属する職員の人件費
１７名分（委託事業で人件費相当分が市から支払わ
れている場合はその金額を除く。）を補助し、地域福
祉の推進を図る。

県下の社会福祉協議会に対する支援の状況を調査
し、支援に対する考え方について整理する中で、見
直しを図っていく必要がある。平成２０年度の人件費
補助については、社協に財政調整積立金が平成１８
年度現在9千万円あるため、助成対象職員の平均給
与のⅠ名分（５，８３５千円）の減額を行う方向で調整
中。

20

66
障がい者および障
がい福祉計画推進
事業

障がい者および障
がい福祉計画推進
事業

障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、施設入所者の地域生活への移行
や一般就労への移行等に関する数値目標を設定
し、その達成に必要な障害福祉サービスや相談支
援サービス等が地域において計画的に提供されるよ
う計画を策定し、同計画の着実な推進を図る。

障がい者計画及び障がい福祉計画の推進は、関係
機関の連携による推進体制の整備、機能強化が必
要で、その体制を地域自立支援協議会に求める。平
成２０年度に協議会を立ち上げ、運営、平成２１年度
には地域自立支援協議会の運営を相談事業と合わ
せて委託することについて検討する。

21 △ 1,000
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

67
つくし作業所運営事
業

つくし作業所運営事
業

心身に障がいのある者に対して自活と、福祉就労か
ら一般就労の移行支援を目的に、生活訓練、作業
訓練を行い、障がい者の在宅生活と社会参加を支
援する。関市に住所を有する通所可能な義務教育
年齢を超えた心身障がい者が利用する定員２０名の
施設で、現在は知的障がいに合わせて複数の障が
いをもった１６名が利用している。社会福祉法人関市
社会福祉事業団に運営を委託し、所長１名、指導員
３名体制で運営している。

小規模作業所は地方交付税と県の運営補助金を財
源として運営してきたが、障害者自立支援法が施行
され、小規模作業所に対する地方交付税、県の運
営補助金が交付されないため、地域活動支援セン
ター又は個別給付事業への移行を決定しなければ
ならない。
平成２１年度に障害者自立支援法に基づく個別給
付事業に移行し、就労継続支援（非雇用型）事業と
して運営する。

21 17,403

68

機能回復、生活作
業訓練の実施
（わかば共同作業所
運営）

精神障がいのために社会に復帰することが困難な
精神障がい者を通所させ、社会生活における基本
的習慣の自立に必要な訓練を行い、作業能力及び
就労意欲を向上させることにより社会復帰を促進す
る。精神障がいのために復帰することが困難な精神
障がい者を対象とし、定員は概ね２０名で、現在は２
０人が通所している。

小規模作業所は地方交付税と県の運営補助金を財
源として運営してきたが、障害者自立支援法が施行
され、小規模作業所に対する地方交付税、県の運
営補助金が交付されないため、地域活動支援セン
ター又は個別給付事業への移行を決定しなければ
ならない。平成２１年度４月に地域活動支援センター
若しくは障害者自立支援法に基づく個別給付事業
への移行について、平成２０年度中に協議し、方向
を決定する。

21

機能回復 生活作

障害者自立支援法が施行され、小規模作業所に対
する地方交付税、県の運営補助金が交付されない

福祉政策課

69

機能回復、生活作
業訓練の実施
（わかば共同作業所
運営補助金）

精神障がい者の社会生活における基本的習慣の習
得、社会参加の促進のため、精神障害者小規模作
業所運営助成を行う。

する地方交付税、県の運営補助金が交付されない
ため、地域活動支援センター又は個別給付事業へ
の移行を決定しなければならない。平成２１年度４月
に地域活動支援センター若しくは障害者自立支援
法に基づく個別給付事業への移行について、平成２
０年度中に協議し、方向を決定する。

21

70

機能回復、生活作
業訓練の実施
（心身障害者小規模
授産事業運営）

重症障がい者の就労機会と日常生活を営む状況は
きわめて厳しい。障がいのある人の発達と自立・社会
参加を支援する施設事業をすすめ、自立した生活を
地域社会において営むことができるように支援する。
また特別支援学校卒業生の受け入れ先、地域の児
童・生徒の実習先として施設を開放し、地域に開か
れた施設活動を展開する。重症心身障がい者を対
象とする小規模訓練施設で定員は１２名、現在は６
名が通所している。

小規模作業所は地方交付税と県の運営補助金を財
源として運営してきたが、障害者自立支援法が施行
され、小規模作業所に対する地方交付税、県の運
営補助金が交付されないため、地方交付税の対象
となる地域活動支援センターに移行しなければなら
ない。平成２０年４月に地域活動支援センターに移
行する。

20

障がい者自立支援
事業

114



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

71

機能回復、生活作
業訓練の実施
（心身障害者通所授
産事業補助金）

重症心身障がい者の社会生活における基本的習慣
の習得、社会参加の促進のため、特定非営利活動
法人　あおぞら会に心身障害者通所授産事業補助
金を交付する。

障害者自立支援法が施行され、小規模訓練所に対
する県の運営補助金が平成２０年度より交付されな
いため、地方交付税の対象となる地域活動支援セン
ターに移行しなければならない。平成２０年４月から
地域活動支援センターとして委託により運営する。

20

72
自立支援法による支
援

障がい者の福祉サービス（居宅介護、児童デイサー
ビス、生活介護など）の利用料の９割を助成して、本
人の生活サポートや介護者の負担軽減につなげる。

授産所へ通所する者にとって受領する工賃より高い
利用料を払うことに大きな抵抗感があり、かねてから
支援の要望がある。よって、授産施設、更生施設、
通所（作業訓練を行う者に限る）に係る自己負担金
（利用料）を助成する。

未定

73
高齢者保健福祉計
画など運用事業

第４期せき高齢者プ
ラン２１の策定

高齢者のニーズの把握とそれに対応した計画を策
定し、平成２１年度から平成２３年度までに実施すべ
き高齢者に対する具体的な保健、福祉サービスを具
体化する。

平成２２年度に第５期せき高齢者プラン２１の策定に
向けた高齢者実態調査を行なうに際し、これまで蓄
積されたデータの活用することで調査対象者範囲と
対象者数を縮小して実施し業務委託費を節減する。

22 400

74
老人福祉センター
（６箇所）の運営

生きがいと健康づくりの場として老人福祉センターを
多くの方に利用してもらい、介護予防促進を図る。
管理運営委託　　わかくさ、板取、洞戸、武芸川、上
之保 武儀老人福祉センター

・平成２１年度、老人福祉センターの風呂を料金徴
収員を配置し有料化（２００円）することで現在のサー
ビスを維持する。概算見積　利用料収入　２００円×
４４，０００人＝８，８００，０００円、　人件費　１，８２４，
０００円、　差し引き ６，９７６，０００円（収入増）

21

福祉政策課
障がい者自立支援
事業

之保、武儀老人福祉センター
０００円、　差し引き ６，９７６，０００円（収入増）
・施設の入替え制導入　　娯楽室（カラオケ）、卓球、
囲碁の利用は時間（２時間）を区切る入替えを行う。

75
デイサービスセン
ター（５箇所）の管理
運営委託

要介護者に通所介護サービス（食事、入浴、機能訓
練等）を提供する。
管理運営委託　　関、板取、洞戸、上之保、武儀デ
イサービスセンター

関地域において、通所介護サービスの提供は多くの
民間事業者が行っているので、市が行う必要性は低
い。このため、関デイサービスセンターを廃止する。
また、併せて、他のデイサービスセンターの運営を民
間事業者に譲渡することも検討する。

24

76 元気な高齢者事業 敬老事業

祝金・品を贈呈し長寿者に敬意とお祝いの意を表す
る。
１００歳祝金　５００，０００円
９０歳以上、８８歳、金婚祝品　３，０００円程度

１００歳祝金を５００，０００円から１００，０００円に減額
し、誕生月に贈呈する。
９０歳以上高齢者への祝品贈呈を廃止する。

20

高齢福祉課 高齢者福祉施設整
備事業

115



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

77
保育園施設管理事
業

公立保育園の統廃
合を実施

公立保育園園長を中心に「保育園適正配置検討委
員会」を組織して、「関市公立保育園統廃合等実施
計画（案）」をまとめ、公立保育園の統廃合を進め、
適正配置による効率経営を目指す。
平成２３年度を目途に、１園を廃止し２園を１園に統
合する。統廃合に伴う受け皿として、関市民間保育
連盟と協議する。

・日吉ヶ丘保育園　　　　　２２年度から新規募集を停
止し、年少児が卒園する２４年度末で廃園する。
・武儀やまゆり西保育園　２２年度から新規募集を停
止し、年少児が卒園する２４年度末で、武儀やまゆり
東保育園へ統合し、廃園とする。
・武儀やまゆり東保育園　平成２５年度から、武儀や
まゆり西保育園を統合し、「武儀やまゆり保育園」とし
て保育を継続する。

24 39,593

78 保育事業
市立保育園12園の
保育経費

各公立保育園（１２園）において適正な保育事業が
実施できるように保護者のニーズや児童の保育環境
の考慮をしながら、また、近隣市町村の動向を踏ま
えつつ、予算の管理・運営をし、効率的な予算執行
に努める。

経費削減策として１９年度に「保育園適正配置検討
委員会」を組織し、統廃合計画（日吉ヶ丘の廃園、や
まゆり西とやまゆり東の統合）を、庁内行革組織であ
る「組織・機構及び民間委託に関する検討委員会」
に上程した。
今後、推進本部会議　→パブリックコメント　→関市
行政改革推進審議会を経て、父母の会等関係者へ
の説明会を開催し、２２年度新規募集停止し２４年度
末に廃園及び統合する。

24

留守家庭児童教室

市内１５小学校下で、子育てと就労の両立を応援す
るため、放課後から午後６時まで預かり保育を行って
いる。入室児童も６５０名と年々増加しており、基本

かぎっ子対策として小学校低学年を預かり保育を
行っているが、保育希望者の増加で適正規模を超
えるなど、安全面等の問題が発生している。、更に近
隣市町村に比べ格段に安い保育料のため、本来の
目的から離れた安易な利用も増えるなど 運営に支

子育て支援課

79
子育て支援事業

留守家庭児童教室
事業

いる。入室児童も６５０名と年々増加しており、基本
額月３，０００円の保育料（兄弟入室や低所得者など
は更に減額）では、指導員の確保など大幅な赤字状
態が続いているため、受益者負担として保育料を改
定し、適正運営に努める。

目的から離れた安易な利用も増えるなど、運営に支
障を来たしていることから、近隣市町村と比較し適正
な保育料に改正する。　また、対象が小学生低学年
であり空き教室の確保など教育委員会の協力が不
可欠なことから、放課後子どもプランへの統合を図
る。

22

80 国保年金課 健康相談事業

人間ドック、脳ドック
助成の実施
（関市国民健康保険
健診料助成金）

市民の健康保持、疾病予防のため、人間ドック、脳
ドック検診料に対して助成金を交付する。
人間ドック検診料　２万円以上　助成金　１万５千円
脳ドック検診料　２万５千円以上　助成金　１万円
人間・脳ドック検診料　５万円以上　助成金　２万円

４０歳から７４歳の方は特定健康診査・特定保健指導
の対象になるため、人間ドック検診料に対する助成
は４０歳以上の方は廃止し、４０歳未満の方を対象と
する。

20 1,180

116



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

81 国保年金課
診療施設経営安定
化事業

医師（看護師）の確
保

医師、看護師を安定的に確保し、へき地中核病院
（中濃厚生病院）との連携強化を図り、医療分野で
の住民サービスに努める。

平成２１年度から上之保診療所と武儀診療所を指定
管理者制度を利用して運営の安定を図る。
管理運営委託をすることで、施設の統廃合を含め医
師の安定確保を図るとともに運営の効率化、安定化
を図ることができる。
安定的な事業運営を目指すため、診療所自らの事
業評価、原価計算の実施さらに第三者等による評価
を加える。

21

82 保健施設運営事業 保健施設運営事業
保健センターを適正に管理運営する。
無料による貸出し。（地方自治法第２３８条の４第２項
第4号による。）

関市保健センターは昭和56年の開設以来、当セン
ターの２Fの会議室をそれぞれ武儀医師会、関歯科
医師会、関薬剤師会に地方自治法２３８条の４第2項
第4号により無料で貸し付けているが、今後は有料
化に向けて検討する。

21

関市保健センターは、改築。洞戸保健センターと板
取保健センターを統合 武儀保健センターと上之保

現在の洞戸、板取の保健センターのように、国保診
療所と併設して運営されているものもあるので、洞
戸 板取 武儀 上之保の保健センターの整備は

83
地域保健健康セン
ター整備事業

地域保健健康セン
ター整備事業

取保健センターを統合。武儀保健センターと上之保
保健センターを統合。現在６保健センターを４つにし
て、保健センターの機能を高め、効率的運営を図
る。

戸、板取、武儀、上之保の保健センターの整備は、
国保診療所との併設を含め進める。また、包括支援
センターも含めて検討すれば、高齢者等の情報を共
有でき、地域連携が図れた行政展開が今以上に効
率化できる。

25

84 健康プール事業 健康プール事業
健康な市民の増加を目指して、温水プールを利用し
た水中運動教室を開催し、プールの利用者の増加
を図る。

　平成１８年度から指定管理者制度を活用し、平成２
０年度で3年間の期間満了となる。この２年間の入場
者数の増加、水中運動教室の充実及び参加者数の
増加からみる実績は、指定管理者制度活用の成果
と考え、引き続き指定管理者制度の活用による管
理、運営をするため平成２０年度に公募、選定をする
予定。
　今後は、健康プールの管理･運営にかかる経費と
入場料等収入からみた採算性、受益者負担の適正
などをみながら、将来的には民営化をめざす。

未定

市民健康課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

85
健康づくりスタンプラ
リー事業

市民一人ひとりの自発的な健康づくりを支援するた
めに、平成19年度中に開催される健康づくりのウ
オーキングや講演会を対象とした健康づくりスタンプ
ラリーを実施し、より多くの市民の参加を得られるよう
にする。

健康づくりスタンプラリーを実施することにより、各課
にまたがる事業をスタンプラリー対象事業として市民
に周知でき、健康づくりの支援を行っていけると考え
るため、来年度以降も実施する。
ただし、スタンプラリー実施にあたり毎回配布してい
る参加賞の見直しや実施方法の工夫による経費の
削減など、より効率的に事業が実施できるよう今後内
容を検討する。

21

86
自治会主催のウ
オーキングへの補助

要綱に定める団体が実施するウオーキング事業（概
ね４キロメートル以上のコースを歩き、対象者を限定
せず広く参加できるウオーキング事業）を対象に補
助金を交付する。

ニコニコ生き生きプラン（健康せき２１計画）が平成1６
年度～２５年度の10年計画であり、平成20年度が中
間の見直しの時期であるが、本補助金交付に関して
は、ようやく定着してきたところで来年度の見直しで
は時期尚早であると思われるため、Ｈ25年の計画期
間終了時に廃止も含め検討する。

25

87 食生活改善事業 食生活改善事業

自らが自身の健康について客観的に理解して食を
はじめとする生活習慣を振り返り、問題点の明確化と
改善点を対象者と共に考え、生活習慣病の予防改
善に向けて健康的な生活を実践し続けられるよう支
援する。
乳幼児健診・健康相談･･･222回
一般成人対象の健康相談･･･12回　　　　　　　　　電
話相談 随時

平成20年度より管理栄養士職員を1名から2名に増
員し、増加する保健指導業務に対応するとともに、
各事業の内容を見直し、栄養士の賃金の適正化に

20

市民健康課

健康づくり事業

話相談･･･随時
個別健康教育（健診要指導者対象）･･･12回
健康づくり食生活改善推進ボランティア養成教室･･･
10回
食生活改善講習会（妊婦、一般市民、食生活改善
推進員、出前講座等）･･･70回

各事業の内容を見直し、栄養士の賃金の適正化に
努める。

88 保健訪問指導事業
在宅指導〔高齢者）
の実施

高齢者のみで構成される高齢者世帯の者に対し、
家庭への訪問指導を行い、日常の健康状態や生活
の様子などの把握や健康に関する相談などを行い、
高齢者と職員が直接接する機会を増やし、高齢者の
「健康面」や「心配事」、「安全」の確認などをすること
により、健康で安心、安全に暮らせる環境づくりをめ
ざす。

　高齢者への関わりを実施している他課（高齢福祉
課）との連絡調整を行い、重複したサービスの実施
を避け高率のよい業務とするよう見直しを実施する。
　２０年度からの健診制度の変更に伴い、健診事業
との関連が少なくなる「後期高齢者」に対する訪問指
導が効率よく実施できるようにする。

20
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

89 保健訪問指導事業 赤ちゃん訪問事業

母子保健法第９条「知識の普及」、第10条「保健指
導」、第11条「新生児の訪問指導」、第17条「妊産婦
の訪問指導等」及び次世代育成支援対策交付金要
綱に基づき、訪問指導を行うことにより育児不安を軽
減し、安心して出産・育児に望むことができるよう支
援する。（年間出生児800人を対象に生後早期に家
庭訪問を実施）

次世代育成支援対策交付金要綱にて、虐待予防の
観点から赤ちゃん訪問全戸訪問を平成21年度まで
に１００％実施するよう通知あり。市保健師のみでは
対応しきれないため、平成20年度より保健師・助産
師の有資格者へ出生児800人の約半数を委託して
実施する。（平成20年1月より試行的に実施）

20 △ 928

90 妊婦検診の実施

対象者：妊婦　年間約800人
妊婦一般健康診査（HBｓ抗原検査含む）7,325円×1
回
妊婦一般健康診査　6,375円×1回
超音波検査（35歳以上の妊婦）　5,300円×1回

厚生労働省からの通知「妊婦健康診査の公費負担
の望ましいあり方について」にて妊婦中の健康診査
の費用負担軽減が求められており、経済的理由にて
受診をあきらめる者を生じさせないために、最低限
必要な妊婦健康診査の5回分を公費負担を実施す
ることが原則とされており、それに向けて検討する。

20 △ 30,500

91 予防接種の実施

定期予防接種
BCG　：　生後3ヶ月～6ヶ月未満に１回　　集団接種
３６回
ポリオ　：　生後3ヶ月～90ヶ月未満　6週間以上の間
隔をおいて2回　　集団接種26回
DPT　：　Ⅰ期初回　生後3ヶ月～90ヶ月未満　3～8
週間隔で3回　Ⅰ期追加　初回3回接種後1～1年半
後に1回　　　Ⅱ期　小学6年生に1回
MR ： Ⅰ期 生後12～24ヶ月未満に1回

平成２０年度からBCG予防接種を個別接種とし武儀
医師会へ委託する。（地域保健センターは集団接
種）
平成２０年度からMR予防接種Ⅲ期（中１）、Ⅳ期（高
３）を武儀医師会 委託し実施する

20 △ 13,659

市民健康課

保健検診指導事業
MR ：　Ⅰ期 生後12～24ヶ月未満に1回
Ⅱ期　就学前の1年間（年長児）に1回
日本脳炎　：　Ⅰ期初回　生後36ヶ月～90カ月未満
1～4週間隔で2回　Ⅰ期追加　初回終了後1年後に
1回　Ⅱ期　小学4年生に1回
高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ　：６５歳以上

３）を武儀医師会へ委託し実施する。

92
母子保健相談の実
施

乳幼児各期における疾病、障害の早期発見、早期
対応を行う。
乳幼児の健康、育児知識の普及を行う。
個別相談を行い親の育児不安の軽減や適切な育児
環境での子育て支援を行う。
母性・父性を育み、子どもが心身共に健やかに育つ
ための支援を行う。
（乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、健康教室）

健診受診率向上のため、未受診者のﾌｫﾛｰを徹底す
る。
健診事後管理を充実する。
健診の精度管理や受けやすい健診を実施するため
健診回数、1回あたりの受診者数を見直す。
　・4か月健診の回数増加（１回あたり約２５人）
　・すこやか相談（県の事業、H20年度廃止）を市の
事業として継続する。
　・軽度発達障害の早期発見のため健診問診票の
内容を見直す。

20 △ 300

保健検診指導事業
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事業費削減
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93 ヤング健診の実施

若年層の市民の生活習慣病の早期発見・早期治療
を図るとともに、健康増進に関する意識の向上を図
る。
対象：今年度19歳～39歳を迎える者
　受信者数　１，２７７人
実施方法：集団健診(３２回）

･平成20年度から対象者を19～39歳から30～39歳
に変更し、生活習慣病の予防を効果的に行う。（生
活習慣病の指標となる主な項目の有所見者が30歳
代から増加し、有所見項目の重複状況も増加する傾
向がある。）
・平成20年度から、受診者の増加を目的に、受診券
の発行方法を変更し、ヤング健診単独受診券を対
象者に送付する。
・平成20年度から検査項目を見直し、40歳からの特
定健診の内容と同程度にしていく。
Ｈ１９年度項目　身長、体重、体脂肪、腹囲、尿検
査、血液検査（総コレステロール、ＨＤＬ、ＨｂＡ１ｃ、
中性脂肪、赤血球、血色素、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γＧＴＰ）
Ｈ２０年度項目　身長、体重、体脂肪、腹囲、尿検
査、血液検査（ＬＤＬ、ＨＤＬ、ＨｂＡ１ｃ、中性脂肪、赤
血球、血色素、ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γＧＴＰ）

20 553

94 がん検診の実施

がんの早期発見・早期治療により、がん死亡の減少
とがん罹患者のＱＯＬの向上を図る。
胃がん検診、　大腸がん検診、　肺がん検診、　子宮
がん検診 乳がん検診 前立腺がん検診

･平成20年度から、乳がん検診にて視触診単独検診
を廃止。
・平成20年度から、受診者数の増加と精検受診率を
向上するように、周知方法や事後管理を検討する。
・平成21年度委託業者の選定からは、入札とし、精

21 14,645

市民健康課

保健検診指導事業

がん検診、　乳がん検診、　前立腺がん検診
・平成21年度委託業者の選定からは、入札とし、精
度管理の基準等も選定基準とし明確にしていく。
・平成21年度から、すべてのがん検診にて受益者負
担を検討する。

95
医師会救急医療体
制支援事業

一次救急医療体制
（休日在宅当医制）
の促進／歯科休日
在宅当番医制事業
補助金

休日・年末年始に、関歯科医師会の歯科医師が在
宅当番医制により９時から１６時まで診療することに
より、歯科治療の円滑な運営を図ることを目的として
補助金を交付する。〈年間７１日程度・患者さんの1
日の平均5人程度））

1月1日の歯科休日在宅当番医制事業を実施する。 20 23

96
市民による救命救急
活動促進事業

関市献血推進協議
会補助金

事業所、学校、郊外型にスーパーで移動献血車に
よる献血事業を行い、献血者に対して１８０円程度の
粗品を贈呈する。年間の献血日数は４６日６２会場
程度で、２，８００人程度（受付）の協力を得ている。
（採血者は約２，２５０人）

献血事業を市政から離して、日本赤十字社岐阜県
支部関市地区（現在、献血協推進協議会は１５万円
の補助を受けている。）に移管する。現在の献血は、
事業所、学校、スーパーでの街頭献血と限られてお
り、民間団体でも調整できる。そのため、事務局の費
用や推進費を補助金として交付する。

22

97 商業観光課 濃州関所茶屋事業 濃州関所茶屋事業
特産品販売及び観光情報発信の拠点としての施設
を、市民及び観光客の利用に供し観光の振興に資
する。

指定管理者制度を導入し、コスト削減、サービス向
上を図る。

22

120



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

98
中小企業資金融資
制度の充実

　関市小口融資については、小規模零細企業の運
転資金、設備資金について、無担保、原則無保証
人で全額信用保証の融資を行うことによって、また、
関市中小企業資金融資については、充実した事業
資金の融資を円滑に行うことで、市内中小企業の経
営の安定を図る。

関市小口融資については、その必要意義から今後
も情勢にあった適切な改正を加えながら存続させる
が、関市中小企業資金融資については、平成20年
度においては存続させ、同年度中に平成21年度より
廃止の方向を金融機関に説明、平成21年度からの
当融資制度に係る預託金契約は締結しない。

21 32,000

99
運転資金の信用保
証料補給

市又は県の制度融資を受けた市内中小企業者等の
信用保証料を補給することで、市内中小企業の事業
の振興及び経営の安定に資する。

信用保証料補給の対象である県の制度融資のうち、
経営安定資金等の運転資金は、その内容が県の制
度融資以外の融資を受けている者の運転資金と比
べて何ら変わらないが、単に県の制度融資という理
由だけで運転資金全てを補給対象とする理由に、不
公平が生じているばかりでなく、政策的に意義が薄
いと思われるので、補給対象の融資を真に必要な融
資に限定するべきである。具体的には、平成21年度
からの施行の規則改正により、県の制度融資のう
ち、経営安定資金等をその補給対象から外し、対象
融資を関市小口、関市中小企業資金融資、県小規
模企業資金、県経営安定資金のうちの同和地区小
規模事業資金、県元気企業育成資金及び県特別経
済対策資金に限定する。

21 6,000
商業観光課

関市中小企業融資
制度事業

100 勤労者福祉事業
勤労者住宅資金の
融資、利子補給金
の支給

市内に居住し、又は居住しようとする勤労者に対し
住宅資金を融資するほか、住宅資金に係る利子ほ
補給することで、住生活の改善を促進し、もって市内
勤労者の住宅取得促進を図る。

当制度の「市内に１年以上居住し、又は市内の同一
事業所に１年以上勤務している者」という要件につい
て、市外居住者についても市内に住宅を新築した場
合には対象とする。補給期間を3年間としていること
について、申請手続きを毎年行うことは申請者にとっ
て負担があるので、補給対象融資額を500万円から
1,000万円に引き上げ、補給対象期間を3年から1年
間に、その他事務の円滑に必要な限度において規
則改正を行う。

21 5,000

121



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

101 就労就業支援事業

女性、障がい者及
び若年未就職者の
雇用促進、職能開
発並びに就労支援

(財)２１世紀職業財団との共催により、セクハラ防止
セミナーや女性の再就職準備に関するセミナー等を
開催。障がい者、若年未就職者及び外国人労働者
の適正雇用に関しては、法改正や支援策のほか、
国、県等で開催されるＩＴ関連をはじめとする技術講
習会、セミナー、各種資格試験等の日程を広報、パ
ンフレットにて周知。

　平成20年度からの若年未就職者を対象とした就職
相談室の設置
　市民及び市内事業所への就職を希望する若年未
就職者を対象に、市内の雇用機会を増進し、もって
市内産業の雇用確保の推進を目的とする。就職指
導に関するアドバイザー（岐阜県人材チャレンジセン
ター）の個別面談による、気軽に相談できる窓口を
設置し、市民及び市内事業所への就職を希望する
若年未就職者のメンタル面のケアに併せて、就職活
動に関する実務的な指導及び情報提供を行うことに
より、若年者の市内の雇用機会を増やし、市内産業
の雇用確保を推進する。

20

102
勤労者福祉厚生事
業（商業観光課管理
分）

勤労者福祉厚生事
業（商業観光課管理
分）

勤労者をはじめ、広く市民の文化、教養の向上及び
福祉の増進を図るため、アピセ・関、関市勤労会館
における施設の充実を図る。

平和通会館は、耐震性が無く老朽化しているため取
り壊し、アピセ・関の駐車場にする。
目的外使用団体との調整が必要。（関市土地改良
協会、中濃わかば会（共同作業所）、関たばこ販売
協同組合）

23 5,200

103 消費生活保護事業 消費生活保護事業

消費生活にかかわる不当な契約、悪質商法の排除
のため、関市消費生活モニター（10人）による消費者
物価動向調査を年１２回実施、計量法に基づく立ち
入り検査等を年５回実施、消費生活相談を随時実施
することにより 消費者保護を推進した

平成２０年度から多重債務問題について、司法書士
の協力により無料相談の実施する。

20 △ 156

商業観光課

することにより、消費者保護を推進した。

104 観光資源整備事業 温泉の整備

安全かつ快適な温泉施設を整備することにより、市
民の健康増進、地域の活性化及び利用客の増加を
図る。（関市板取川温泉バーデェハウス、関市武芸
川温泉ゆとりの湯、関市上之保温泉ほほえみの湯）

　温泉施設営業は民でもできる業務であり、民営化
に向けて検討を進める。
　ただし、用地問題、整備財源問題等により、当面
（H21～23）は指定管理者制度の活用により現在の
サービスを維持する。
　一方で、指定管理者制度の安定化を図るために
は、燃料高騰による経営圧迫を緩和する対策（入湯
税の見直し等）を進める必要がある。

24

105
関市中小企業融資
制度事業

運転資金の信用保
証料補給
（関市信用保証料補
給）

市内の中小企業者で、市及び県の融資制度を利用
し、借入元金1,000万円又は500万円以内の運転資
金で、県保証協会の保証料率１％以内に相当する
額を補給する。

補給対象融資の見直し。
・県の融資度の対象融資を、小規模企業資金、同和
地区小規模企業資金、元気企業育成資金及び特別
経済対策資金に限定する。（整理番号99と同じ事
業）

21

122



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

106 商業観光課 勤労者福祉事業

勤労者住宅資金の
融資、利子補給
（勤労者住宅資金の
利子補給）

勤労者の住宅建築促進と福祉の増進のため融資に
係わる利子補給をする。（市内の勤労者で、借入元
金500万円以内、年１％以内に相当する利子額を３
年間補給）

当制度の「市内に１年以上居住し、又は市内の同一
事業所に１年以上勤務している者」という要件につい
て、市外居住者についても市内に住宅を新築した場
合には対象とする。補給期間を3年間としていること
について、申請手続きを毎年行うことは申請者にとっ
て負担があるので、補給対象融資額を500万円から
1,000万円に引き上げ、補給対象期間を3年から1年
間に改正する。その他事務の円滑に必要な限度に
おいて規則改正を行う。（整理番号100と同じ事業）

21

107

産地ブランド・地域
ブランドの普及促進
（関市の工業の発
刊）

「関市の工業」を発行し、関市の刃物に関する統計
資料等により産地のＰＲを図る。（作成部数：５００部、
市内小中学校、高等学校及び一般希望者に配布）

集計項目を簡素化するとともに、ホームページによる
閲覧方式のみとする。

21

108
販売促進人材育成
環境対策事業補助
金

刃物産業の振興を積極的に推進し、産地の活性化
につなげるため、岐阜県関刃物産業連合会が行う
販売促進事業、地域ブランド構築事業、環境対策事
業に対して補助金を交付する。

他の事業（地場産業等販路開拓支援事業補助金）と
一体化して補助拡大する。

20 500

109
企業競争力強化支
援事業

地場産業等販路開
拓支援事業補助金

見本市に出展し、多くのバイヤーとの商談を進めるこ
とで販路の拡大、開拓を行う岐阜県関刃物産業連
合会に補助金を交付する。

２０年度から補助金額を1/2に縮小し、販売促進人
材育成環境対策事業と統合する。

20 △ 500

工業振興課

刃物産業振興事業

110 食肉センター事業
食肉センターの運
営・管理

畜産振興を図り肉畜の増殖を促し、食肉が安定供給
されることを目的に食肉センターを管理、運営する。

食肉センターを運営している岐阜市、関市、養老町
と今後の運営に関する協議会を設置し、統合等につ
いて検討している。広域的な事業主体による運営に
より、統合、再編されるのが理想的であると意見は一
致をみるものの、具体的なことは何も決定していな
い。また、再編されるにしても、その間の費用負担に
ついても、受益者負担として他市町村等に求めるこ
とが可能か検討している。

20

111 畜産一般経費
肉牛導入・改良事業
補助金

関市肉牛枝肉研究会が実施する事業（肉質を向上
させるための技術を構築するため、１農家あたり４頭
について血液検査を実施する。全国大会をはじめ各
種共進会や研究会に参加する。）に対する補助金を
交付する。

現在実施されている血液検査は、当面の間実施す
ることで、飼養技術の確立を目指すこととするが、そ
れ以降は農家個々の取組へ移行すべきである。しか
し、肉質向上のための新たな取組が展開されるなら
ば、事業として継続する検討を行う。

22

112
農業経営安定化事
業

ふるさとクリーン村推
進事業の実施

ふるさとクリーン村モデル事業を実施し、有機農業を
推進する。

県事業の廃止により他事業へ組み替えをする。 20

農務課

123



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

113
関市園芸特産振興
連絡協議会補助金

安心、安全、健康に良い農産物の生産拡大のため、
農産物残留農薬検査料（９検体）に対して補助金を
交付する。

安全、安心な農産物の生産、出荷のため補助金交
付は廃止できないので、他の補助と一体化する。

21

114
奨励作物作付助成
事業補助金

奨励作物(ｲﾁｺﾞ、ﾅｽ、ｻﾄｲﾓ、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、ゆず、ス
イートコーン)の生産、出荷拡大のため、関市農事改
良組合連絡協議会へその作付に対する補助金を交
付する。

ブルーベリーなど新たな品目を助成対象に加え、奨
励作物作付助成事業を拡大する。

21

115
里芋産地育成事業
補助金

里芋の生産拡大のため、中濃里芋生産組合へ里芋
種購入費に対する補助金を交付する。

新規生産者の加入促進をするほか、選別機を導入
し生産を拡大に努め、補助金の効果をあげる。

20

116
農業施設管理運営
事業

農業施設の管理運営業務を行う。（対象施設　１５箇
所）

農業施設管理運営事業の地区への移管を進める。 25 3,133

117 農地保全事業
農業振興地域整備
計画の見直し

社会情勢など変化に応じて関市の農業振興地域整
備計画の変更を行うための基礎調査をおこなう。

職員による調査を実施し、委託調査項目を減らす。 未定

118
担い手経営安定対
策事業補助金

認定農業者に導入機械施設の融資残補助を行う。 担い手経営安定対策事業の補助を拡大する。 20

119
農業経営改善支援
活動事業

認定農業者の経営安定化のため、指導、相談を実
施する。

支援メニューを増やし、パソコンを利用した経営方法
の導入を支援する。

20

農地利用集積助成

農務課

農業経営安定化事
業

120

農地利用集積助成
事業
産地づくり交付金
（関市農地利用集積
助成交付金）

利用権設定期間に応じて補助金を交付する。（３年
～６年　５，０００円、６年～１０年　１０，０００円、　１０
年以上　１５，０００円）

農地利用集積助成事業の補助を拡大する。
（H２１年度までは、中濃地域水田農業推進協議会
から交付する。）

21

121
農業女性活動育成
事業補助金（関　ふ
いごグループ）

農家女性グループの所得向上のため、グループ活
動の経営に補助を行う。

経営状況を見ながら削減する。 21

122
農業女性活動育成
事業補助金（日本平
成村特産品組合）

農家女性グループの所得向上のため、グループ活
動の経営に補助を行う。

経営状況を見ながら削減する。 21

123
集落営農組織育成
支援事業補助金

集落営農組織の経営改善のため、集落営農組合に
対する補助により農業機械の導入支援を行う。

担い手の育成のため、その生産性を高めて経営の
安定化が図れるよう補助を拡大する。

20

124
農地情報システム整
備事業

農地情報を更新することにより、生産調整作業の円
滑化を図る。（対象農地、４０，０００筆）

関市GISを利用して税務課の業務と一体化する。 21

農業構造改革事業

124



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

125
関にし秋の祭典事
業補助金

イベント開催費（洞戸、板取、武芸川）に対する補助
金を交付する。

開催内容を検討し費用を削減する。 20

126
津保川産業祭事業
補助金

イベント開催費(武儀、上之保）に対する補助金を交
付する。

開催内容を検討し費用を削減する。 20

127
里山の保全と再整
備

倒木、土砂流出等の災害から市民の安全を守るとと
もに、野生鳥獣との棲み分けゾーンを形成するた
め、居住域、道路等に面した里山において伐採、下
刈り、間伐等を行い森林の健全化を図る。

里山整備に係る費用に対し、森林所有者の費用負
担を求めることを検討する。

22

128
河川域倒木などの
搬出処理事業

倒木流出による被害を防ぐための倒木搬出に対す
る補助金を交付する。

倒木流出に係る費用に対し、森林所有者の費用負
担を求めることを検討する。

22

129 林業経営強化事業

森林経営体の育成
強化
森林整備地域活動
支援事業

森林組合を中心とした市内の林業経営体や森林整
備を担う林業関係者の育成強化のため、座談会等
を開催し支援を進めるとともに、森林整備地域活動
支援事業により森林所有者等による適正な森林施
業の実施に必要な森林の状況把握やゆ歩道の整備
等を行なうことにより、森林整備の推進を図る。

森林整備地域活動支援事業について、２１年度に事
業の効果を検証して、事業の内容、方向性を検討す
る。

21

農務課

林業振興課

農業体験支援事業

多様な森林作り事業

130 公衆便所管理事業
公衆便所（８箇所）
の管理

公衆便所を衛生的に管理する。（関口駅、洞戸大
野、洞戸阿部、洞戸栗原、洞戸小坂、上之保川合
下、板取島口、板取白谷）

平成２１年度より関口駅公衆便所を長良川鉄道に移
管する。

22 208

131
ISO認証取得普及
事業

14001サーベイラン
ス

ISO14001を維持するために、民間のサーベイランス
機関による監査を受ける。

ISO14001同等の環境監視システムを維持するため
には、外部からの監査が不可欠であり、県、他市の
援助が必要となる。また、岐阜県においては独自の
システムを構築中であり、市もその動向を見ながら共
同のシステムを考えていきたい。ただし、ISO14001と
同等の効果をもたらす独自システムの維持のために
は専門の職員の配置が新たに必要となり、経費の節
減にはならない。

未定

132 貴重生物保護事業
身近な生き物や貴
重な野生生物の保
全と保護

貴重な生物を絶滅から守る。（「うしもつご」、「二枚
貝」に対し、市内生息地の保護、拡大）

市民団体と協調しながら計画的に行動する事によっ
て簡素化（現地立合回数の半減）する。

20

133 環境教育事業
自然体験・観察など
の環境教育の実施

自然体験・観察などの環境教育の実施。（市内の小
学生を対象に環境施設等の見学、学習会を開催す
る。）

現在、学校教育課の総合学習と共同で行っている
事業であり、見学バスの手配は教育委員会で行い、
生活環境課は講師派遣等の補助的な業務を行う。

未定

生活環境課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

134
地域密着型の環境
教育の実施

自然に関する知識の普及のため、地域性を生かした
野外での自然体験教室を開催する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

135
環境に携わる指導
者の育成

環境に関する専門家の育成のため、大学教授クラス
の講師による環境指導者養成講座を開催する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

136
民間の知識を活用
した環境学習の推
進

環境に関する知識の普及のため、環境講座を開催
する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

137
環境省・岐阜県の学
習プログラムの導入

環境に関する知識の普及のため、環境講座を開催
する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

138
市内３０校に対する
カワゲラウォッチング
の実施

市内小中学校３０校を対象に環境学習講座を開催
する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

139
指定ごみ袋の制作、
販売

市内世帯（３４，０００世帯）に対し、直接あるいは小
売店を通して、指定ごみ袋約４，５９４，０００枚を販売
等する。

枚数制限方式（一定枚数以上有料化方式）から一
般有料化方式（受益者負担方式）への転換すること
により、受益者負担を上げ、業務内容を簡素化す
る。

23 3,880

140

生ごみ堆肥化装置・
小枝破砕装置等購
入支援

生ごみ処理機、小枝破砕装置、コンポストの購入費
に補助を行う

開始当初はごみの減量化を目的に当制度が機能し
ていたが、耐用年数が過ぎた等により買い換え需要
が増してきたため、補助条件の見直し（補助後１０年
経過で同一世帯で再度補助を認める ）に伴い補助

22 600

生活環境課
一般廃棄物抑制事
業

環境教育事業

入支援
（生ごみ堆肥化装置
購入補助金）

に補助を行う。 経過で同一世帯で再度補助を認める。）に伴い補助
額を縮減（補助上限を２０，０００円から１５，０００円に
縮減）する。

141
一般廃棄物収集事
業

可燃ごみ収集車維
持、燃料費など

車両の日常的な維持管理、車検・整備等の委託を
行う。

中濃地域広域行政事務組合の業務としてごみ収集
を行う。

未定

142
廃棄物処理場管理
運営事業

クリ－ンプラザ中濃
の管理運営の見直
し及び支援

資源ごみ（ペットボトル、缶、ビン、白色トレー、その
他プラスチック）のリサイクルを推進する。

その他プラスチックの分別梱包業務について、現有
施設の老朽化及び能力不足のため、新たな施設の
設置、現有施設の更新あるいは民間委託を行う。

未定

143
廃食用油の再利用
事業

廃食用油の再利用
によるBDF製造（ご
み収集車１台へ給
油）

BDF製造装置の適正運転を行い、給食センターの
廃油からBDFを製造する。

関市シルバー人材センターに業務を委託する。 20 △ 965

144 公害防止事業
継続的で多様な環
境調査の実施

市民の要望等に応え環境汚染及び不安を防ぐ。（河
川生物調査５箇所２回/年、廃棄物処理場下流河川
等調査１回/年）

河川生物調査については事業を中止し、環境ネット
せきの活動として依頼する。

20 326
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事業費削減
額（千円。
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145 街路景観整備事業
屋外広告物の監視
の実施

屋外広告物の規制や指導を行い、地域の美観を守
り、広告物の倒壊、落下等の危険を防ぐ。
道路等公共施設に掲示された違反広告物を簡易除
去することにより、良好な景観を保つ。
違反広告物は、性風俗や消費者金融に関する内容
で電柱等に設置されることが多いため、青少年の健
全育成、道路管理などの面から安心、安全なまちづ
くりを行う。

景観条例等の制定に合わせ、簡易除却事務委任要
綱を策定し、委任を受けた簡易除却協力団体により
除却事務を行ってもらう。その際、ボランティア保険
の加入や腕章、身分証の費用が必要になってくる。

24 △ 60

146

耐震診断に対する
助成
（建築物耐震診断補
助金）

建築物の耐震診断を実施する建物所有者に対して
必要経費の一部を補助する。
・木造住宅の耐震診断補助金は年間800千円、件数
は40件
・非木造建築物の耐震診断補助金は年間2,000千
円、件数は2件

木造住宅の耐震診断については、市が事業主体と
なり建物所有者の負担金をなくし、診断及び補強計
画の作成までを行う。

20 △ 750

147

耐震補強に対する
助成
（建築物耐震補強工
事費補助金）

木造住宅の耐震補強工事を実施する建物所有者に
対して必要な経費の一部を補助する。
・木造住宅の耐震補強工事費補助金は年間8,400
千円、件数は、10件

要綱の基準緩和により補助対象を拡大し、地震につ
よいまちづくりを促進する。

20 △ 3,000

主要地方道北野乙狩線は、本市の武芸川地域と洞

都市計画課

建築物耐震診断補
強助成事業

148 県道整備促進事業
主要地方道北野乙
狩線（武芸川地内）
の整備促進

主要地方道北野乙狩線は、本市の武芸川地域と洞
戸地域及び板取地域を結ぶ基幹道路として、また、
合併地域から市街地へのアクセス道路としても重要
な幹線道路でもある。しかしながら、この道路には急
勾配、急カーブで危険な箇所が多く、交通の利便性
を欠く通行しづらい道路となっている。よって、地域
間を結ぶ関市内の重要幹線としてその機能を果た
すことができるよう道路整備の促進を図る。

トンネル案は、地権者の了解が困難であるため、現
道の一部を改良する案で県に要望する。
同時に寺尾集落内のバイパス計画も併せて要望す
る。

20

149 高賀線整備事業 高賀線整備事業
高賀地区唯一の生活道路の拡幅による利便性の向
上と、高賀神社、円空館の観光振興を図る。延長=
4,020m　　幅員=　5m

バイパス案から現道改良案へと見直しを行う。
中電が管理する水管橋と交差する箇所は中電から
応分の負担を求める。

20

150
下有知東山線整備
事業

下有知東山線整備
事業

市街地周辺の市道環状道路網整備を推進する。延
長=５６０m　　幅員=１８m

建物移転が３０件以上あり事業費が莫大となりため、
計画を再検討する必要がある。現道の交差点改良
を行うことで、当面は自動車交通の推移を見守る。

20

151
西本郷塔ノ洞線（1-
512号線）整備事業

西本郷塔ノ洞線（1-
512号線）整備事業

市役所、わかくさプラザ、中濃厚生病院北側の東西
道路の整備により、周辺交通の円滑化を図る。延長
=１，５９０m　　幅員=９．７５m

庁舎以東は、交通量の推移を見守りながら実施時期
を検討する。なお、当路線に接続する境松西本郷線
と県道関美濃線との交差点を先に整備する。

20

土木課
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152
小宮祖父川線整備
事業

小宮祖父川線整備
事業

小宮祖父川線は、小宮集落から祖父川集落を経て
キャンプ場（八滝ウッディランド）結ぶ市道として重要
な道路である。キャンプ場の最盛期には通行車両が
増え、時には大型バスも通行するため、安全な市民
生活を守る目的で、一部狭隘な所を解消する。延長
=　410m　　幅員=　5m

全線にわたる狭少区間改良ではなく、まず、待避所
の設置を行い、１．５車線的な整備を行う。

25

153
本郷少合線整備事
業

本郷少合線整備事
業

本路線は、上之保地域の本郷地区と少合地区を結
ぶ基幹道路である。しかしながら、この道路には急勾
配、急カーブと崩落危険箇所が多く危険な道路と
なっているので安全性のある道路整備を図る。また、
地域住民から要望による地域巡回バス通路として、
機能を果たす利便性のある道路整備の促進を図る。
延長=　１０８３　m　　幅員=　５．０　m

全線にわたる狭少区間改良ではなく、まず、バスが
通行できるように避難所の設置も含めた、１．５車線
的な整備を行う。

20

154
上野若栗線整備事
業

上野若栗線整備事
業

上野若栗線は、上野集落から戸丁、柳瀬集落を経
て若栗集落を結ぶ市道として重要な道路である。さ
らに、主要地方道関金山線の津保川対岸を走る道
路であり、交通事故等で県道が通行不能となった際
には唯一の迂回路線としての役目をはたしている
が、一部狭隘な所があり交通渋滞が発生するためこ
れを解消する。延長=　１，７００m　　幅員=４m

幅員４ｍを確保できている区間もあり、計画区間をし
ぼり込む必要がある。１．５車線的な整備を行う。

21

土木課

155
関市水防計画運用
事業

関市水防計画運用
事業

台風等の異常降雨の際に適切な対応が取れるよう
水防上必要な事項を具体的に定め、これによる被害
を軽減するとともに人命及び財産の保護を図る。

交通防災課所管の関市地域防災計画との一元化を
進める。

20

156 関川整備事業 関川整備事業

関川の洪水被害の軽減に向けて、流域の治水安全
確保と環境整備を図る。延長＝２，０６０ｍについて
河積を拡大し、４ｍ以上の市道兼用管理道路を確
保、整備する。

両岸にわたり用地を買収して河川管理道を整備する
計画であったが、右岸だけとし、左岸は当面現状の
ままとする。また、改修区間も本町までとする。

21 1,192,000

157
都市下水路管理事
業

都市下水路管理事
業

地域住民のために、安全な都市排水を確保するた
めに適正な維持管理を図る。（都市下水路管理延長
Ｌ＝３，２３０ｍ）

都市下水路の維持管理を都市整備課、下水道課、
土木課がそれぞれの路線を管理しているので統一し
効率化を図る。

21

158
土地区画整理補助
事業

小瀬長池土地区画
整理組合

関市小瀬長池土地区画整理事業（組合員40名、
A=5.6ha)に対し補助金を交付する。

土地区画整理事業を着手する上での問題は「減歩」
であり、事業を早期に着手し効果を上げるためには
補助金を増額し「減歩率」の軽減を図る。

20

159 教育総務課
学校施設管理運営
事業

小中学校の維持管
理（机椅子更新）

机、椅子を更新することで、児童生徒が快適に教育
を受けられるようにする。（机　７４０台　椅子　７４０台
各学校１学年分を隔年で更新）

隔年で１学年分更新するのではなく、損傷がひどく
使用が困難な物のみ買換えする。

20 12,605

都市整備課
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160
小中学校の維持管
理（窓ガラス清掃）

窓ガラスを清掃することで、児童生徒が快適に教育
を受けられるようにする。（市内小学校１９校窓ガラス
１５，４９２㎡　市内中学校１１校窓ガラス１１，７３０㎡）

毎年行っている専門業者へのガラス清掃の委託を、
隔年にする。

21 2,200

161
小中学校の維持管
理（空調設備の設
置）

地球温暖化等による気温の上昇や一般家庭への空
調設備の普及に伴い、空調設備のない教室等では
夏場の授業等に支障をきたしていることから、空調設
備を整備し学校環境の改善を図る。（普通教室308
教室、特別教室322教室、管理諸室179教室）

エアコン整備から扇風機設置へ変更することで、少
ない経費で迅速に整備することが可能になる。

未定

162
小中学校の維持管
理（学校施設の降雪
対策）

降雪の多い地域の学校施設において、適正かつ迅
速な除雪作業等を実施し円滑な学校運営を実現す
る。（市内小中学校３０校へ凍結防止剤の配布、板
取小中学校の除雪委託業務）

教育委員会所管の施設について、業務発注および
支払い業務の事務軽減を図る。（一括発注）

未定

163 学校耐震化事業

校舎などの耐震改修を計画的に行い、児童生徒の
安全効果を高め、安心して学校生活を送れるように
する。また、体育館は関市の避難所に指定されてい
るため、耐震補強を実施することにより、災害に強い
街づくりを目指す。（小学校　11校　　校舎　17棟
体育館　8棟　　中学校　 7校     校舎 　9棟　　体育
館　3棟　　　計　　18校　　37棟 ）

平成２０年度からの業務拡充の推進にあたり、県が
定める有資格者の配置増を進める。
「公立学校施設担当者会議」耐震診断チェックリスト
より
①診断者（市町村）は、１級建築士であること。
②（財）日本建築防災協会の講習を受講しているこ
と。

20

学校施設管理運営
事業

教育総務課
館 棟 計 校 棟

164 学校改築事業

校舎などの耐震改修による耐震化が、施設の老朽
化等により行えない校舎等について、児童生徒の安
全効果を高め、安心して学校生活を送れるようにす
る。また、体育館は関市の避難所に指定されている
ため、本事業を実施することにより、災害に強い街づ
くりを目指す。

平成２０年度からの業務拡充の推進にあたり、県が
定める有資格者の配置増が必要である。
「公立学校施設担当者会議」・耐震診断チェックリス
トより
①診断者（市町村）は、１級建築士であること。
②（財）日本建築防災協会の講習を受講しているこ
と。

20

165
学校プール整備事
業

老朽化した学校プール改修を計画的に行い、児童
生徒の安全効果を高め、安心して学校生活を送れ
るようにする。また、学校は避難場所として指定され
いるため緊急時の水源確保として機能させる。小学
校プール改築　3校・下有知小・富野小・富岡小
中学校プール改築　2校・旭ヶ丘中・緑ヶ丘中
小学校プール改修　4校・武儀西小・博愛小・武儀東
小・上之保小

全面取り壊し改築計画を、必要最小限の改修に振り
分けて、計画の見直しを行った。なお本計画をすす
めるには人員が必要である。

21

学校耐震化事業
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166 総括事務事業

全国の小中高及び特別支援学校の児童生徒を対
象に、準備年の１１月ごろから開催年の９月まで応募
をしてもらうためのPR活動（要項配布、報道機関訪
問など）を実施する。また、これと並行してコンクール
作品展開催に係るPRは開催年の９月、１０月に重点
的に行う。

子どもたちを対象にした子ども文化事業は、廃止せ
ずに継続していくことが望ましい。事業内容について
全体的な見直しを行い、準備年から事業にあった最
小限の予算で進める。

20 1,440

167
「木の造形作品の
部」事業

全国コンクールを目標にしている子どもたちを対象
に、毎年夏休みに木の造形創作教室を行う。また、
学校現場においても図工の時間や総合学習の時間
の中での創作活動に対し、講師の派遣をして子ども
たちの造形学習を支援する。

事業内容について全体的な見直しを行い、準備年
から事業にあった最小限の予算で進める。

20 1,066

168 「俳句の部」事業

全国コンクールを目標にしている子どもたちを対象
に、毎年５月から８月にかけて俳句教室を行う。ま
た、学校現場においても国語の時間や総合学習の
時間の中での俳句への取り組みに対し、講師の派
遣をして子どもたちの俳句学習を支援する。

　「俳句の部」事業は基本的に現状維持ではある
が、「木の造形作品の部」との同時開催を見直し「俳
句の部」を十分にPRしていく必要がある。また、現在
の事務事業費について過去の実績を再度精査し、
スリム化を進める。

20 △ 527

169
高等学校教職員人
事・給与管理事業

高等学校教職員人
事給与管理

関市立関商工高等学校の教職員の人事給与の適
正な管理に努める。

県立高校に準じた管理を行う。 21 5,000

関市子ども文化事
業

教育総務課

170
教育委員会会議開
催事業

円滑な教育行政の運営と民意の反映（教育委員5名
による合議制　　年間12回程度開催）

会議開催の定例化。毎月下旬に定例会を開催し、
計画的に、議案を上程したり、協議案件を準備でき
るようにする。教育委員の現地視察や研修の機会を
増やす。提言がしやすい仕組みを作る。
委員報酬については、他市の状況をふまえ見直しを
行う。

20

171 校務員配置事業
学校内の清掃、美化、給食準備、使送等を業務とす
る校務員を配置する。

正職員から臨時職員への切替　　平成１９年度現在
小学校･･･正職員１５人、嘱託２人、臨時２人
中学校･･･正職員６人、嘱託３人、臨時２人　　平成２
０年度より嘱託職員（元職員）を別単価の臨時職員
へ切替予定であるが、同じ業務の中に２種類の単価
ができることに問題はある。

21

教育委員会事務局
事業
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172

児童生徒、団体等
への報償（新入学児
童生徒への市長祝
品贈呈、激励金支
給、クリーン活動謝
礼）

教育委員会より祝品、報償金を支給する。　　　<祝
品の内訳>　通学用帽子（＠４８３円）、おけいこセット
（＠１，３６５円）、さんすうセット（＠１，８６７．３円）　自
転車用ヘルメット（＠２，０３７円）　単価は１９年度の
もの　　<激励金>市内在住の児童生徒1人あたり５，
０００円　<清掃活動>１団体１００，０００円

清掃活動については、実施団体がスポーツ少年団
のみとなっており、補助金の二重交付的なことにもな
りかねないため廃止する。また、市長祝品について
は、本来保護者負担するものを市がどこまで支援す
るかが課題となっている。（清掃活動は平成２０年度
より廃止する。祝品については、他市の状況を調査
し見直しをする。）

20

173
スクールバスの管理
運用

小・中学校スクールバスを管理運用する。
洞戸小学校･･･１台　　板取小学校･･･１台　　武儀東
小学校･･･３台　　洞戸中学校･･･１台　　板取中学
校･･･１台　　　　　計７台

遠距離通学者の通学手段がなくなるため廃止は不
可能。　現在、運転手は地域在住の日日雇用職員
で対応しており、民間委託すれば今よりコストがかか
るため、現状維持が望ましい。
上之保地域は現在市内巡回バスとスクールバスを併
用しているが、市民の意見もあり区別することが検討
課題。また、今後、学校の統廃合によりスクールバス
を増やすことも必要となってくる。

21

174
「関市の教育」編集
発行事業

「関市の教育」を編集発行し、市内小中学校及び教
育関係機関等に配布する。

教育基本法及び地方教育行政の組織及び運営に
関する法律の改正により、市の教育委員会の基本計
画策定や事業評価が義務付けられたことにより、こ
の教育冊子を編集するが発行を大幅に削減する。

20
教育総務課

教育委員会事務局
事業

175
モンゴル国立大学
交換留学事業補助
金

留学生への奨学金、渡航費用の支給及び宿舎の提
供を行う。

教育委員会として直接の効果はあまり期待できな
い。平成２１年度からの執行を検討する。

21 2,320

176 わかあゆプラン事業
わかあゆプランの充
実

小学校低学年で1クラス33人以上の学級に非常勤講
師を配置する。非常勤講師は、1日5時間以内で、
TTで授業等を行ったり、学級を2つに分け少人数で
学習したりして、学校生活に慣れ、学習内容を確実
に身につけられるようにする。

平成16年度より岐阜県の小学校1年生の定数が35
人となった。2年生は平成17年度より実施された。し
かし、県への再三の要望にもかかわらず、県では事
業の拡大を見込めない状況である。小学校3年生よ
りが40人学級となり、「小三プロブレム」は発生してお
り、児童が落ち着いて生活できない状況が生まれて
いる。平成20年度より、小学校1～3年生の33人以上
の学級に「わかあゆプラン非常勤講師」を配置する。
現在、関市内では、社会の世相を反映して、大変指
導困難な児童の増加や中一ギャップへの対応が課
題となっている。他市においても市単独で35人学級
の実現や非常勤講師の配置など対応が進められて
おり、関市においても子どもたちが健全に育成でき
るよう、充実する。

20
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177
特別支援教育の運
営

障がいのある児童生徒に対して適切な指導及び必
要な支援を行うことができるよう、特別支援学級の新
設、復級を行う。

現在開設されている特別支援学級の活動内容をより
一層充実させ、障がいのある児童生徒一人一人が
もっている力を高め、自立や社会参加ができる力を
確実に身につけさせていくようにする。そうした特別
支援学級の役割を明確にし、現在該当児童生徒が
在籍する学校で保護者も希望しながら特別支援学
級が開設されていない学校については、新設できる
よう強く要望していく。

20

178
外国人指導教育相
談員の配置

ポルトガル語や中国語など外国人児童生徒の母語
を理解でき、かつ学校の教育活動に十分協力できる
教育相談員を、在籍する外国人児童生徒人数に応
じて小中学校に派遣する。
（日本語指導を必要とする外国人児童生徒の人数
が１～９名の場合：週１回、１０名以上の場合：週２回
の訪問を原則とする。）

小学校入学時において、日本語を理解できないた
めのトラブルが発生している。入学前の幼児期から
の指導が必要であり、そのためには他課との連携を
図る。（学習支援指導する専門の部署が必要）

21

179
特別支援教育アシ
スタントの配置

軽度発達障がい児童生徒に対して特別支援教育ア
シスタントを適切に配置したり、研究会を開催したり
して、充実を図る。

現在、特別支援教育アシスタント配置の希望は各学
校現場のみならず、多くの保護者からの要望があ
る。児童生徒の実態を把握しながら、適切に配置し
ていく。

20

180 言語通級教室
言葉の教室を設置し、言葉の教室に通級が必要で
ある児童の通級に関する事務手続きを行う。また 言

言葉の発音に障がいのある全児童が早期治療を受
けることができるよう、洞戸、板取、武芸川、武儀、上
之保 各地区 小学校に言葉 教室を設置して

22

学校教育課

特別支援ふれあい
教室事業

180 言語通級教室 ある児童の通級に関する事務手続きを行う。また、言
語指導に必要な備品、教材の充実を図る。

之保の各地区の小学校に言葉の教室を設置してい
くことを検討する。

22

181
特別支援ふれあい
教室事業

心のサポーターの配
置（小学校）

学校の実態に応じて相談員（心のサポーター）を配
置し、不登校やいじめなど心の悩みを持つ児童や保
護者への教育相談を行うことにより、学校や学級に
おける集団生活や授業への参加意欲を高める指導
援助を行う。また、地域社会や関係機関等との連携
を図る。

小学校における相談活動は、不登校児童の早期発
見、早期対応に不可欠である。ますます、悩みを持
つ児童の増加とともに、家庭環境の悪化に伴い、相
談活動の充実が急務となっている。小学校への相談
員（心のサポーター）の配置を拡充していく。

20

182
研究校、モデル校
事業

研究指定校補助金
研究指定校に補助金を交付する。
補助事業：指定を受けた内容について、開発研究を
行い、最終年に研究成果を公表する。

全小中学校の教育水準を平均して向上させるため、
小中学校を研究指定し、底上げを図っている。平成
２５年度までに、ほとんどの学校が指定を受けるの
で、平成２５年度より、研修校各小中１校、研究開発
校各小中１校、課題研究校各小中１校の計６校へと
縮小を図る。

25
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183 総合学習補助事業 総合学習補助金
総合学習の充実を図るため、市内小中学校３０校に
対し１校一律１００，０００円の補助金を交付する。

指導要領改定に伴い、小学校は平成２３年度から、
中学校は平成２４年度から完全実施されることによ
り、総合的な学習の時間が削減される。そこで、特色
ある学校経営補助金と統合する。

23

184

私立幼稚園適正運
営支援（８園）
（関市私立幼稚園運
営事業補助金）

幼稚園の運営事業に要する経費について補助金を
交付する。
　補助金算出基礎　・幼稚園割　300,000円
　　　　　　　　　　　　・教諭数割　1人　42,000円

私立保育園に対する助成とのバランスを考慮し、水
準を合わせる。

21

185

私立幼稚園適正運
営事業（８施設）/私
立幼稚園賠償責任
保険

賠償責任保険加入の推進のため助成する。
1人295円×園児数

「小中高及び市立、私立保育園との整合性を図る」と
いう観点から、見直しを図る。

21

186
市内巡回バス運行
料金補助

遠距離通学（片道4キロ以上）の児童生徒のバス通
学代金を負担する。

市内巡回バスの利用及びスクールバス導入の検討
を含め、他課との連携を図る。

21

優良な児童生徒を表彰し、歯科保健や健康づくりに

学校教育課

幼児教育補助事業

187 学校保健事業
各種優良児童の表
彰

優良な児童生徒を表彰し、歯科保健や健康づくりに
対する理解と関心を高める。
表彰対象
歯の優良児童・・・小学校６年生　人数の制限なし
健康優良児童・・・小学校６年生、中学校３年生　各
校男女とも１名

健康優良児童表彰にかかる予算の削減
（健康優良児童表彰については、平成１９年度より廃
止）

19 △ 27

188
小中学校教職員人
事管理事業

小中学校教職員健
康診断

人間ドック受診者を除き、小中学校職員の各種検査
の希望を各学校へ確認し、業者へ委託する。結核健
診等早期に実施しなければいけない健診は、全教
員対象に実施する。
（胃検診、大腸がん検査、血液検査、聴力検査、心
電図健診、結核健診、尿検査）

平成２０年度より人間ドック受診者を除く４０歳以上の
教職員の健康診断を業者へ委託し、特定保健指導
の実施に必要なデータを公立学校共済組合へ提供
する。
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平
成２０年度より４０歳以上の職員に特定健康診査及
び特定保健指導の実施が義務づけられたことによる
ものである。

20

189 生涯学習課
生涯学習情報提供
事業

生涯学習ガイドブッ
クの作成

市民にできるだけ多くの学習情報を提供できるよう、
講座やイベント、学習施設の情報を掲載したガイド
ブックを市民に配布する。

平成20年の生涯学習情報提供システムの運用開始
に合わせて、ガイドブックのデザインや掲載内容を簡
素化し、広報紙への組み込む。

21 90
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190
生涯学習施設活用
促進事業

洞戸ネットサロン事
業補助金

洞戸ネットサロン事業の目的を遂行するために要す
る経費として補助金を交付する。

ネットサロン事業を直営事業とし、施設の指定管理
者に業務を委託して実施することで、効果的な運営
を行い、補助金を廃止して予算の削減を図る。

21

191
青少年健全育成事
業

自然体験事業の開
催

大自然の中で自然体験活動を通じて心の豊かさや
たくましさを育むこと、家庭や学校ではできない経験
を積むことで、たくましさや信頼感等を培う。

多数の参加希望があり、参加者の教育効果もある
が、人的負担が大きいため、直営での開催は止め
て、ＮＰＯ法人等への委託等による継続の可能性を
検討する。

21

192 公民館講座事業

20歳以上を対象とし
た専門講座・成人大
学の開講
（成人大学講座）

国際理解や一般教養など幅広い知識を獲得するた
めに、その道の専門的な講師を招いて学習する。
（市内在住または在勤の２０歳以上の成人を対象に
講座の開催　定員５０人　年間１１回）

内容を充実させ、成人学校と同様に受講料を徴収
する。

22

193 成人式事業
成人式の開催を支
援

成人としての自覚を持ち、自らの努力で人生を切り
開こうとする新成人を祝い励ますために「成人式」を
開催する。

成人式の開催は、いままでどうり地域の会場で実施
し、地域の方が地域の成人を祝う方式を継続する。
板取、上之保　１０：００　洞戸、武儀　 １１：００　武芸
川　１２：００　関　１３：００

23
中央公民館

生涯学習課

194 結婚相談事業 結婚相談事業
男女の出会いをお手伝いするため、結婚相談所を
運営する。

現在は、中央公民館、洞戸生涯学習センター、武儀
生涯学習センター３箇所で結婚相談を実施している
が、洞戸生涯学習センター、武儀生涯学習センター
での相談件数が少ないことから、今後開催会場の集
約を検討していく。

22

195 中央公民館 社会教育施設事業 地区公民館の整備
・西部地区公民館、東部地区公民館の管理、運営、
受付業務を行う。
・地区公民館の施設の修繕を行う。

東部地区、西部地区にふれあいのまちづくり推進委
員会を設立させ、各種事業等を自主的に開催し、地
域の生涯学習の拠点になるよう指導する。
地域で自主的に事業を計画・実施できるため、より
発展的な学習形態が期待できる。

22
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196 図書館管理業務 図書館の図書貸出
本館、分館で来館者に図書・ビデオテープ・CDの貸
出、分室で図書の貸出する。

施設改修等が困難で蔵書点数、利用者が少ない
為、分室の廃止、分館の設置場所等を見直す。分
室蔵書は、郷土資料を除き、ふれあい文庫に移管。
市外在住者の貸出で１カード１０点の貸し出しを改め
本人カードのみ使用可の厳格運用を実施する。同
一本の購入は３冊を上限とし、ＤＶＤの貸し出しを在
住関市民限定で開始を検討する。H２６にカード更
新を行い利用者ﾃﾞｰﾀｰ等の整理を行う。　業務の指
定管理委託化を検討する。

21

197
支所、ふれあいセン
ターの蔵書管理

旭ヶ丘・桜ヶ丘・田原・下有知・倉知・千疋ふれあい
センター、東部・西部支所、柳町公民館利用者を対
象とした図書貸出し委託並びに蔵書管理をする。

現在配架されている図書（ふれあい文庫）は古書と
入れ替えるか、施設維持担当課で予算計上し配架
する。各ふれあいセンター、公民館、東・西部支所の
図書は引き上げ、新た設置する（ふれあい文庫）の
図書とする。なお、業務見直しをH２２　２箇所Ｈ２３
２箇所　H２４　２箇所　H２５　２箇所　H２６　２箇所を
廃止、３箇所の図書館分室をH２４からふれあい文庫
とし、施設管理担当課に業務移管を検討する。

24

協議会運営 購入

図書館管理業務

図書館

198

協議会運営、購入、
貸し出し、整理、職
員育成、閉架書庫、
広報などの業務・活
動一切

蔵書の購入、開閉架書庫・蔵書整理、職員育成、岐
阜県・美濃地区公共図書館協議会、広報掲載文の
作成、自主事業（おりがみ教室、ふるさと講座、読書
週間講座、読み聞かせ講座、図書館祭り等本館５
回、分館分室８回）の開催を行う。

本館、分室、分館の平成１９年度自主事業１４を見直
し、平成２１年度までに自主事業の統廃合を検討す
る。また、日々の書架整理は委託業務として検討す
る。

21

199 ブックスタート

保健センターで実施される７ケ月検診時に、幼児、
母親を対象にボランティアの力を借り、絵本の読み
聞かせを実践、図書活用、館利用のＰＲ並びに読み
聞かせの重要性のＰＲを行うと同時に絵本の寄贈を
行う。

２冊の絵本とパンフレット、カバンのスタートパックを
進呈しているのを見直し、対象者が増加した場合等
を考えスタートパックの単価削減をする。

22 336

200
図書予約リクエスト
事業

予約リクエストカード、インターネットで借りたい本、
読みたい新刊、貸し出し中の蔵書、蔵書の貸し出し
予約を受け付け後日、電話等で予約者に連絡し図
書館で貸し出す。

予約、リクエストは、同一用紙を使用しているため、
予約、リクエストをそれぞれに分け、リクエスト（要望）
は、要望をいただくだけに留め広報等を通し入荷
後、新着新刊とし広く市民に知らせ新着図書開架書
架から貸し出す。また、１人の予約点数を１０点として
いるが、限定１回予約５点までとし、待ち時間の解消
をはかるとともに予算を適正に執行する。なお、ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄ予約点数は従前のままとする。

21

図書館機能高度化
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

201
読書活動事業の推
進

読書サークル活動を通し、または、図書館事業に参
加するなどの機会を通し読書の大切さを啓発したり、
研修を行いそして会員を募集しボランティアを育成
する。

寄贈等で収集した古本全量を図書館まつりで市民
等に配布しているのを改め、一部を公共施設に配架
し読書活動推進を図ることを検討する。

20

202
レファレンス・情報提
供の充実

来館された利用者の問い合わせ、質問による本の紹
介または、貸出・返却カウンターでの話しかけから行
う。

図書案内業務の資質向上を図るため、岐阜県主催
事業等への参加を行う。また、業務は今後、指定管
理を検討する。

21

203
図書館検索システム
借り上げ料

図書館利用者に蔵書、ＡＶ等備品を貸し出すため
に、蔵書検索予約するコンピュターシステムの借り上
げをする。

現在使用しているコンピュター機器・システムの機器
補修部品のストック期間が過ぎ部品供給がH２０年度
後半より危ぶまれる。このため、機器更新をしなけれ
ば図書館運営に支障が生じる。機器更新によりリー
ス料の減額を行う。

20

204
郷土芸能・伝統技術
保全事業

関伝日本刀鍛錬保
存会事業・古式日本
刀鍛錬の実演（補助
金）

古式日本刀鍛錬及び研磨外装等技術一般公開の
実施、刃物まつりなど各種イベントに参加協力に対
して補助を行う。

各種観光イベントの実施や刀剣の展示は、商業観
光課が管理する関鍛冶伝承館で行われており、同
課が事務局となっている観光協会からも補助金を得
ている。補助金交付の統合を検討する。

21

図書館機能高度化図書館

205
郷土芸能・伝統技術
保全事業

市指定無形文化財・
伝統芸能などの記
録作成

無形文化財や伝統芸能・技法を後世に残すため、
それらを映像化する。
・獅子舞、獅子芝居の撮影
・わら細工製作工程の撮影

記録映像の作成方法を今後検討していく必要がある
が、どこまでの内容を記録するのか（獅子舞の場合
各種演目があり、それぞれ１時間以上かかる）、どう
やって記録するのか（映像製作会社へ委託するの
か、またどこで撮影するのか）によって経費が増大す
る可能性もあり、慎重に協議する必要がある。

21

206
歴史資料・民俗資料
収蔵庫の整備

旧関市、旧武儀郡各町村の歴史資料及び民俗資料
を保存し、活用に向けて整備する。（民俗資料、歴史
資料を寄附採納の要望があった時に、貴重な物で
あれば、収集・保存・活用を行う。）

ほとんどの民俗資料は、使用しなくなった体育館等
の施設に臨時的に収納されているだけで、１つ１つ
の資料についての記録や台帳類も整理されていな
い状況である。保管されている建物も壁の剥がれ、
雨漏りなど老朽化が著しい施設もある。市内に散在
している民俗資料について保管・利用方法の検討を
進める。

21

207
上之保研修セン
ターの維持管理

上之保研修センター（旧上之保東小学校校舎）を古
民具の収蔵庫として管理する。

適正に管理するためには、現在収蔵している古民具
の移動・整理補修・処分作業が必要である。

21

資料館・展示施設管
理運営事業

文化課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

208
わかくさ・プラザ特別
陳列室の維持管理

関市にゆかりのある文化資料（惟然、日本刀、円空、
鵜飼、遺物）を常設展示する。年数回の企画展も開
催する。

条例等根拠がなく、文化財に固執した展示を取りや
め、本来の施設管理担当課（生涯学習課）が施設利
用について検討し（他の展示スペースと同様に公募
により一般に貸し出すなど）、展示等を実施するよう
検討する。

21

209

新長谷寺有形文化
財の補助金交付業
務／新長谷寺防災
設備事業補助金

国指定重要文化財（建造物）を火災から守るための
消化設備（防火水槽２００㎥、放水銃８基、炎感知器
３個、火災通報装置１台等）と防犯設備（電動カメラ、
照明付人感センサー）の設置に対する助成を行う。

市指定文化財の補助金限度額及び補助率の設定
を早急に検討し、決定していく。

21 33,804

210 文化財保護事業 名木、古木の保全

名木、古木は、先祖伝来多くの人たちによって神宿
る木として、また、生きた歴史として守られ、現代の私
たちに受け継がれ保全されてきた。こうした、生きた
名木、古木を人間の歴史と同じように保全する。（名
無木、宗休寺サザンカ、正武寺サザンカ等保護）

一般所有の名木、古木の保護については、関市指
定文化財に限り決裁によって保護経費の一部を補
助している。地域住民の保護活動が必要であるの
で、協力を求めていく。

22

211 埋蔵文化財の調査
開発によって失われる埋蔵文化財を調査によって記
録保存する。

大規模開発に伴う発掘調査が多いため、発掘調査
の専門職員が不足している。また、日々の調査に追
われ、報告書作成のために十分な時間を確保でき
ず、未刊行の報告書が年々累積している。専門職員
の確保を行う。

20

資料館・展示施設管
理運営事業

文化課

212
出土品の整理、埋
蔵文化財調査報告
書作成

出土した遺物を整理し、広く知っていただくために発
掘調査報告書を刊行し、調査成果を市民に還元す
る。

大規模開発に伴う発掘調査が多いため、発掘調査
の専門職員が不足している。また、日々の調査に追
われ、報告書作成のために十分な時間を確保でき
ず、未刊行の報告書が年々累積している。専門職員
の確保を行う。

20

213 現地説明会の開催

発掘の成果を広く知らせると共に周辺地域住民に周
知の遺跡範囲であること知らせる。市民に埋蔵文化
財発掘調査事業を実施した場合には、成果の説明
会を開催する。

発掘調査のできる人材が不足しているため、調査成
果を十分に市民に還元することができない。人材の
確保を行う。

20

214
弥勒寺史跡公園整
備事業

弥勒寺官衙遺跡群
の保存と活用

弥勒寺官衙遺跡群の保護（発掘調査を実施し、学
術的成果をまとめて、国史跡の追加指定申請をす
る。）

保護すべき遺跡の範囲を、発掘調査の進捗によっ
て、その都度、整備計画を勘案して見直しを図る。そ
のためには、埋蔵文化財の調査、保護の業務に携
わることのできる人材の確保を行う。

20

埋蔵文化財保全事
業

137



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

215 文化課 文化活動支援事業
文化イベントの開催
（名月と萩の夕べ補
助金）

市役所周辺が市民の憩いの場となるよう、また、芸
術、文化、交流の場として積極的に活用されることを
願って、初秋の夕べを体感するにふさわしい心落ち
着くコンサートを中心に、名月や萩の題で予め募集
した短歌、俳句、俚謡、川柳、狂俳の入選作の発表
などを行う。このような活動に対し補助金を交付す
る。

市庁舎に気軽に訪れることができるよう市主導で企
画された事業であり、庁舎建築後１４年が経過し当
初の目的は達成したと思われる。今後の開催につい
ては、市民主導で企画運営できるように見直す。

21

216 文化会館運営事業

文化会館の管理運
営／文化活動の拠
点、文化会館を適正
に運営

大・小ホールの舞台設備、照明設備、音響設備に故
障または事故が発生しないよう、利用者に安心して
使用して貰う。

会館管理、貸館業務について指定管理を導入す
る。

21～23

217 市民の劇場事業
優れた芸術文化を
鑑賞できる「市民の
劇場」の開催

一定水準の市民生活を確保するために「市民の劇
場」を開催する。

民間イベント会社との共催を図り、チケットの販売力
の増強や、宣伝告知などの充実を図る。

21～23

218 文化会館運営事業
文化会館の管理運
営

中庭に芝山、噴水を設置し、樹木が植栽され自然に
恵まれた環境のを整備する。

中庭にある芝山、噴水を撤去し、整地・舗装し、災害
時の避難所として整備をする。また、平常時の会館
駐車場の不足を補うため、会館駐車場として利用す
る。

23 1,000

子どもから高齢者まで年齢、性別、体力に関係なく
誰もが気軽に参加できる軽スポーツである。カローリ
ング協会を立ち上げたことにより 関市がこの競技の

文化会館

219

カローリングジャパ
ンカップ（武儀）
（カローリングジャパ
ンカップ補助金）

カローリングジャパンカップの開催にかかる費用に対
し補助金を交付する。

ング協会を立ち上げたことにより、関市がこの競技の
メッカとして全国に情報発信できる可能性が大であ
る。しかし、現在、武儀地域教育事務所１８セット（９
コート分）、上之保地域教育事務所２セット（1コート
分）、スポーツ振興課5セットしかなく、大会の時は日
本カローリング協会で借りて来なければ運営が出来
ない状況であるため、今後、備品の充足が必要であ
る。このため、補助金を拡大する。

20

220
市民スポレク祭
（つぼがわスポレク
祭事業補助金）

つぼがわスポレク祭の開催にかかる費用に対し補助
金を交付する。

参加者が武儀，上之保地域に留まらず拡大してお
り、今後も増加することが考えられる。
スポーツの日常化を目指すのに、ふさわしい事業と
いえる。このため、補助金を拡大する。

20

221 市民軽登山
軽登山を通した健康づくりの推進と市民の健康意識
の向上を図る。

市民健康ウオーキングと目的が類似しており、登山
の要素をウオーキングに取り入れ一体化する。

20

スポーツ活動事業
スポーツ振興
課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

222 国民体育大会事業

大会運営促進事
業、選手受入対策
事業、競技施設整
備事業

安全で安心し利用できる競技施設の整備を推進し、
市民と行政の協働による受入、支援体制を確立す
る。
（国民体育大会の37競技中、「剣道」、「ラグビーフッ
トボール」、「ゴルフ」、「ライフル射撃（センターファイ
アピストル）」の４競技種目を開催）

２０年度　市準備委員会設立　市：庁内準備（推進）
組織
２１年度　実行委員会設立（切替）　市：推進事務局
設置（切替） → 庁内推進本部設置（切替）
２２年度　市：プレ国体実施本部設置
２３年度　プレ国体開催
２４年度　国体開催　市：本大会実施本部設置
　　　　　　障害者スポーツ大会開催
２５年度　事業の総括、事務処理を完結する。（後催
県への情報提供）

20

223
バイクトライアルテー
マ館管理運営事業

バイクトライアルテー
マ館の管理運営

テーマ館の管理運営（板取BMX・MTBコース維持管
理含む）
（自転車の展示や今までの大会の記録映像を放映
しバイクトライアルの普及啓発を行う。）

（仮称）「板取・文化スポーツ交流の館」のような他用
途への転換をする。併せて指定管理者制度導入の
検討をする。

21

224
体育指導委員の研
修会開催

体育指導委員の資質向上（熱意ある指導ができるよ
うに）のため、文部科学省、岐阜県教育委員会、体
育指導委員連絡協議会等が主催による研究大会に
積極的に参加する。

研修会の内容を充実すること、各種研究大会につい
て、積極的な参加を呼びかけることにより、資質の向
上に努める。

20

225
体育協会の育成
（関市体育協会補助

加盟団体の育成と組織強化、技術力の向上を図る
国体を契機に、更なる市民のスポーツ振興と健康づ
くりに寄与するため、組織の確立・体制づくりの充実

20

体育指導者育成事
業

スポーツ振興
課

225 （関市体育協会補助
金）

加盟団体の育成と組織強化、技術力の向上を図る
関市体育協会に対し補助金を交付する。

くりに寄与するため、組織の確立 体制 くりの充実
に努める。今後も、取り組みに対して、指導・助言を
行っていく。補助金については削減に向け見直す。

20

226
中池公園スポーツ
施設の管理運営

施設を充実させ、スポーツに親しむ環境を整える。

中池公園　　中池体育館　　鮎の瀬公園グラウンド
十六所公園グラウンド　　無料グラウンド（稲口、本
郷、松原、下有知、肥田瀬、肥田瀬第２、片倉）
地区グラウンド（保戸島、植野、広見、小屋名、下白
金、池尻、田原、千疋）

指定管理者制度の導入の検討（平成２１年度）
　中池公園及び鮎の瀬、十六所を指定管理者制度
に移行するための調査研究を行う。

21

227 市民球場改良

市民球場は昭和52年に建設され3１年が経過してい
るため本部席やベンチ、トイレ等は老朽化が著しく、
更衣室等もないため、改修し利用者の利便性及び
快適性の向上を図る。

１　事業の維持
　（１）トイレを改修する。(平成21年度)
　（２）更衣室を整備する。(平成21年度)
　（３）本部席及びスコアボードを改修する。（平成22
年度）
２　事業の拡大
　（１）シャワー施設を整備する。(平成21年度)
　（２）夜間照明施設を整備する。(平成25年度)

21

中池公園スポーツ
施設整備事業

運動公園課

139



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

228
レストラン「かわせ
み」の冷暖房器修繕

中池公園内レストハウスの冷暖房機は平成6年に設
置され14年が経過していることから、近年では故障
が多く発生し、レストハウスの営業に支障をきたす恐
れもあり、交換をする。

事業の見直し
　冷暖房機修繕についてレストハウス使用者と調整
する。

22

229 弓道場の管理
弓道場及び武道場の管理運営を行い、市民の心身
の健全な発達を促し、明るく豊かな地域社会の形成
に寄与する。

事業の見直し（平成22年度）
　弓道場を利用団体の管理に移行するよう調整する
とともに、必要に応じて改修する。

22 80

230
中池体育館耐震補
強

中池体育館は、耐震診断において補強が必要との
判定がなされているため、補強工事を行うことによ
り、利用者の安全を図る。

事業の見直し（平成21年度）
　中池体育館の利用状況をみながら、施設廃止に向
け検討する。

21

231
本郷テニスコート及
び松原テニスコート
の管理

本郷テニスコート及び松原テニスコートの管理運営
を行い、市民の心身の健全な発達を促し、明るく豊
かな地域社会の形成に寄与する。

事業の見直し（平成22年度）
　本郷テニスコート及び松原テニスコートの管理方法
について、検討調整を行う。

22

屋外スポーツ施設の管理運営を行い、市民の心身
健全な 達 促 豊 な 域社会 形成

中池公園スポーツ
施設整備事業

運動公園課

232
屋外スポーツ施設
整備事業

管
の健全な発達を促し、明るく豊かな地域社会の形成
に寄与する。
（洞戸運動公園　　洞戸テニスコート　　板取運動公
園　　板取テニスコート　　武芸川南ふれあいの広場
武芸川西グラウンド　　武芸川テニスコート　　武芸川
スポーツ公園　　富之保グラウンド　　中之保グラウン
ド　　中之保テニスコート　　下之保グラウンド　　上之
保ふるさと広場　　上之保鳥屋市山村広場　　上之
保船山山村広場　　明ヶ島運動公園）

中之保児童プールを、将来的に廃止する方向で調
整する。

21

233
洞戸テニスコート地
盤および人工芝を
改修

洞戸テニスコートの4面のうち、2面の地盤が沈下し、
コート面にくぼみができたことにより使用に支障をき
たしている。よって、地盤の改良及び人工芝の張替
えをし、利用者の快適な利用を図る。

見直し（平成23年度）
　経済的な工法に変更し、工事費を削減する。

23

234
板取白谷船艇倉庫
管理

板取白谷船艇倉庫の管理を行う。
事業の見直し（平成21年度）
　利用がなく、また、指導を行う体制も整備されてい
ないため、事業を廃止する方向で検討調整する。

21

屋外スポーツ施設
整備事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

235
地区体育館管理運
営事業

地区体育館の管理
運営

利用者が安全快適に利用できるように施設の管理を
行い、多くの人に利用されるようにする。

廃止の検討（平成21年度）
　板取島口体育館、板取白谷体育館、板取保木口
体育館の廃止について地域との調整を行う。

21

236
少年自然の家の管
理運営

少年自然の家の管理運営少年を自然に親しませ、
集団生活を通して心身の健全な育成を図るため、少
年自然の家の管理運営を行う。

少年自然の家は昭和51年に建設され老朽化が進ん
でおり、将来の方向をみながら、施設廃止に向け検
討する。

21

237
少年自然の家耐震
補強

耐震診断において補強が必要との判定がなされた
ため、補強工事をすることにより、利用者の安全を図
る。

少年自然の家は昭和51年に建設され老朽化が進ん
でおり、将来の方向をみながら、施設廃止に向け検
討する。

21

238
高賀山自然の家運
営事業

高賀山自然の家の
管理運営

青少年が社会人として成長できるよう、環境を整備
し、自立を促すことを目指し、自然体験を通じ青少年
を育成する高賀山自然の家を適正に運営する。

事業の見直し
　すでに指定管理を導入しているが、民間への売却
を含めた検討を行う。

21

学校施設管理 産 車両の整備 点検（車検等） 日常点検 清掃等を行 普通貨物（バン） トラ クに いては使用形態から

運動公園課 少年自然の家運営
事業

239
学校施設管理、産
業教育備品リース
（公用車管理）

車両の整備・点検（車検等）、日常点検、清掃等を行
い安全な運行管理をする。（普通貨物（バン）、トラッ
ク、マイクロバス各１台）

普通貨物（バン）、トラックについては使用形態から、
買い替えが必要になったとき、軽車両に移行し維持
費を削減する。

21

240
学校施設管理、産
業教育備品リース
（定時制バス管理）

定時制生徒の通学に使用するバスの運行管理を行
う。（中型バス）

買い替えが必要になったとき、現在の中型バスから
マイクロバスに縮小する。

25

241 部活動奨励補助金

部活動育成会に補助金を交付する。
県大会出場：交通費補助、東海大会出場：交通費補
助、全国大会出場：交通費、宿泊費補助、部活動補
助：各部の運営補助

平成２４年に開催される岐阜国体に向け強化する。 20

242
学校給食セン
ター

管理運営事業
給食センターの統廃
合・民営化の検討

合併後６給食センターあったものを最終的に３セク
ターに統合する。また、施設改修を見据え民間委託
を含み最善の事業手法を検討し更なる経費節減を
図る。

給食センターの統廃合については、平成２０年度
武儀、上之保給食センター、平成２２年度　洞戸、板
取給食センターを統廃合するよう進める。また、民営
化については、関市においてどのように進めるか施
設改築を見据え早急に最善の事業手法を選定し取
り組む。

20

関商工高等学
校

職業教育事業
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