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●歳入

●歳出

●市民1人当たりの主な収入　394,159円

●市民1人当たりの主な支出　394,159円

用語の

説 明

用語の

説 明

区　　　分 平成27年度 平成26年度 増減額
増減率
（％）

市 税 125億8,100万円 126億6,070万円 △7,970万円 △0.6

地方交付税 90億円 92億5,000万円 △2億5,000万円 △2.7

国･県支出金 56億4,469万円 56億5,675万円 △1,206万円 △0.2

市 債 28億  500万円 32億7,630万円 △4億7,130万円 △14.4

地方消費税
交 付 金

14億円 9億7,500万円 4億2,500万円 43.6

繰 入 金 13億8,125万円 17億8,833万円 △4億  708万円 △22.8

そ の 他 32億4,806万円 32億4,092万円 714万円 0.2

歳 入 合 計 360億6,000万円 368億4,800万円 △7億8,800万円 △2.1

区　　　分 平成27年度 平成26年度 増減額
増減率
（％）

民 生 費 110億4,996万円 111億1,876万円 △6,880万円 △0.6

教 育 費 55億3,992万円 56億7,221万円 △1億3,229万円 △2.3

総 務 費 46億4,261万円 48億5,121万円 △2億  860万円 △4.3

公 債 費 45億4,095万円 44億4,266万円 9,829万円 2.2

土 木 費 30億6,924万円 35億  811万円 △4億3,887万円 △12.5

衛 生 費 29億2,353万円 29億2,921万円 △568万円 △0.2

消 防 費 16億4,438万円 16億9,100万円 △4,662万円 △2.8

そ の 他 26億4,941万円 26億3,484万円 1,457万円 0.6

歳 出 合 計 360億6,000万円 368億4,800万円 △7億8,800万円 △2.1

市　　税 地方交付税 国･県支出金 市　　債 地方消費税交付金 繰入金

137,518円 98,376円 61,700円 30,660円 15,303円 15,098円

民生費 教育費 総務費 公債費 土木費 衛生費 消防費

120,783円 60,555円 50,747円 49,635円 33,549円 31,956円 17,974円

市 　 　 　 税
地 方 交 付 税
国 ･ 県 支 出 金
市 　 　 　 債
地方消費税交付金

繰 　 入 　 金

市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市たばこ税などの税金
国が所得税、法人税などの国税の一定割合を一定の基準により交付するもの
国、県が目的を達成するために交付するもの
道路、学校などを整備するための市の借入金
消費税（８％）のうち、地方分（１.７％）の１／２が県、残りの１／２を
「人口」と「従事者」の割合により市町村に交付されるもの
基金（市の貯金）の取崩し

民　生　費　福祉や子育てなどに必要な経費
教　育　費　学校教育、生涯学習、文化・スポーツ振興などの経費
総　務　費　庁舎管理、戸籍管理、税金徴収などの経費
公　債　費　市債（借入金）を返済する経費	
土　木　費　道路や河川、公園などを整備する経費
衛　生　費　ごみ処理、環境保全、健康づくりなどの経費	
消　防　費　消防・救急、防災対策などの経費

市税

34.9％

民生費

30.6％

その他

7.4％

教育費

15.4％

総務費

12.9％

公債費

12.6％

衛生費

8.1％

土木費

8.5％

消防費

4.5％

地方交付税

25.0％

国･県支出金

15.6％

市債

7.8％

繰入金

3.8％

その他

9.0％

地方消費税交付金

3.9％

歳入合計
360億

6,000万円

歳出合計
360億

6,000万円

■ 一般会計の状況
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※関市第4次総合計画における

　まちづくり政策です。

新規、重点事業は★、

継続事業は○・印で表しています。
※まちづくり政策における

　個別施策の分野です。

「支え合える家族、地域があるから、自らの力で頑張ろう」

 とする人々であふれるまちをめざします。

人権

健康・医療

人権 地域福祉 高齢者 公的年金

健康・医療 子育て 障がい者 コミュニティ

事業一覧の見方

○こころとからだの健康づくり事業

【572万円】 保健センター

　生活習慣予防に関する講演会や教室・
相談を充実し、こころとからだの健康づ
くりを促進します。
★健康づくりの推進
　（運動教室・健康相談ほか）
★自殺予防対策
★メンタルチェックシステム　ほか

○国民健康保険事業（直診勘定）  

【7億200万円】 国保年金課 

　健康増進から医療まで対応できる地域
医療体制整備を促進します。平成27年
度は、洞戸診療所を整備します。 
★洞戸診療所整備　ほか 

★子育て支援事業（留守家庭児童教室） 

【6,723万円】 子ども家庭課 

　留守家庭児童教室での常時4年生受入
れを実施するために教室運営の充実を図
ります。平成27年度からは、開室時間
を30分延長します。
・指導員賃金　ほか

○市民協働推進事業 

【4,129万円】 市民協働課

　地域づくりの担い手となる住民自治組
織、ＮＰＯ法人やボランティア団体等の
公益的な活動を支援します。
★市民活動センター運営委託
★地域づくり支援金
★ときめき・きらめき・いきいき市民活動助成金   ほか

○元気な高齢者事業（生きがいと健康づくり）

【1,484万円】 高齢福祉課  

★高齢者自立支援事業（在宅老人福祉） 

【4,887万円】 高齢福祉課 

　高齢者が住み慣れた地域で安心して自
立した生活が送れるよう、在宅福祉サー
ビスなどを充実します。
・虚弱高齢者ホームヘルパー派遣事業
・配食サービス事業
・生きがい活動支援通所事業 
・地域支え合い体制づくり 

○健康づくり推進事業 

【1,058万円】 保健センター

★子育て支援事業（託児サービス）  

【1,630万円】 子ども家庭課

　託児サービス（あゆっこ）の実施によ
り、働きながら安心して子育てできる環
境を充実します。
・託児サービス運営委託　ほか

★障がい者福祉事業  

【8,906万円】 福祉政策課

　特別障害者手当や重度障がい者タクシー
券等、障がい者に対するサービスの充実を
図ります。平成27年度は、障がい者の就労
を支援する障がい者相談専門員を配置しま
す。
・（仮称）障がい者基本計画策定
・特別障害者手当等 
・重度障がい者タクシー等利用助成
・障がい者スポーツ教室　ほか 

★保育所整備事業 

【2億9,424万円】 子ども家庭課

　保護者・園児ともに安心して保育を受
けることができるように施設の整備を推
進します。
・施設整備、仮設園舎借上　ほか
　（西部保育園、南ヶ丘保育園）

★障がい者自立支援事業

【9億129万円】 福祉政策課 

　障がい者総合支援法に基づく福祉制度
を適切に運用し、障がい者の自立を支援
します。
・障がい者のための介護給付費及び訓練   
　等給付費
・補装具給付費　ほか 

★ふれあいセンター整備事業

【2億7,407万円】 総務管財課

　地域の公益活動拠点である「ふれあい
センター」の整備を推進します。
・西部ふれあいセンター 
・（仮称）瀬尻ふれあいセンター

★生活困窮者自立支援事業

【2,350万円】 福祉政策課 

　生活困窮者への相談窓口を設置し、就
労その他の自立に関する相談支援を行う
ほか、住居確保給付金の支給により、自
立支援を推進します。
・自立相談支援
・住居確保給付金　ほか

○健診推進事業

【1億8,661万円】 保健センター

　がん検診の受診促進を図ることによ
り、早期発見・早期治療に努めます。
★各種がん検診等委託
★新健康管理システム更新　ほか

　ミリオンウオーキングや健康講演会な
どの「しあわせヘルスプロジェクト」を
実施します。また、安桜山展望台の実施
設計をします。 
★しあわせヘルスプロジェクト推進
★安桜山展望台整備（実施設計ほか）
★健康講演会　ほか

○★ 事業名
事業費【000万円】 担当課

事業の内容

　★主な事業内容を簡単に説明しています。

平成２7年度当初予算の主要な事業を、関市第４次総合計画の

まちづくり政策体系に沿って紹介します。

　高齢者の生きがいと健康づくりを応援し
ます。
・生きがいと健康づくり事業
・いきいきふれあい入浴事業
・老人クラブ助成
・高齢者溜まり場創造事業　ほか
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人に伝わる技、地域に伝わる業（わざ）が受け継がれるとともに、

地域経済を活性化する産業が定着するまちをめざします。

農業

伝統産業・新産業 商業・消費 林業

労働力 観光

市の隅々まで人、物、情報が交流し、新たな広がりが

生まれるまちをめざします。

道路

公共交通

情報通信

地域振興

○バス路線整備事業 

【3億9,035万円】 市民協働課

　自主運行バスを運行し、通学、通院、
買い物に必要な生活交通を確保します。
平成27年度は、洞戸バス乗継所を整備
します。
・自主運行バス、地域内バス運行助成
・デマンドバス運行委託 
・デマンド乗合タクシー運行委託 
★洞戸バス乗継所整備　ほか

★（仮称）池尻・笠神工業団地開発基本調査 

【242万円】 商工課

　（仮称）池尻・笠神工業団地の開発を
検討するための基本調査を実施します。
・基本調査（基本設計、地質調査ほか） 

○商工業活動支援事業

【2,409万円】 商工課 

○観光助成事業 

【5,070万円】 観光交流課 

　商工会議所、商工会、商店街振興関係
団体の運営を支援します。平成27年度
は、創業希望者向けのセミナーなどを行
うほか、販路開拓力の弱い小規模事業所
の特産品をインターネット媒体により全
国へ情報発信し販路開拓を図るために助
成します。
★創業支援
★インターネット販売支援　ほか

　刃物まつり、鵜飼維持保存対策、観光
協会、花火大会などに対して助成しま
す。平成27年度は、「第21回全国鵜飼
サミット」を関市で開催します。
・鵜飼維持保存対策
・観光協会（円空川まつりほか） 
・刃物まつり
★第21回全国鵜飼サミット関大会

★ビジネスプラス展事業 

【100万円】 商工課

　「ものづくりのまち・関」を積極的に
発信します。企業の高い技術力や高品質
な製品づくりなどを発表する場を提供
し、企業の連携、取引の活性化及び雇用
確保を進めるとともに、さらなる技術力
の向上と販路拡大の支援につなげるため
の企業展（ビジネスプラス展）を開催し
ます。 

○刃物ミュージアム回廊整備事業 

【2,700万円】 観光交流課

　春日神社、関鍛冶伝承館、濃州関所
茶屋、岐阜県刃物会館の周辺を「刃物
ミュージアム回廊」として整備します。
平成27年度は、道路及び遊歩道を整備
します。

★シティプロモーション事業

【1,889万円】 観光交流課

　「刃物のまち・関市」としてのブラン
ド力を向上させるためのプロジェクト
で、専門家による戦略的ＰＲ活動などを
展開します。また、関市に出生届を提出
された方に出産祝いとして「ファースト
爪切り」をプレゼントするなど、地域の
魅力を内外に発信します。 

★定住促進プロモーション事業

【2,082万円】 企画政策課 

　子育て世代をターゲットに定住者増を
図るため、関市の魅力を積極的にＰＲす
る定住促進プロモーションを展開しま
す。
・定住促進奨励金　ほか 

★農業の魅力発見ナビ事業 

【70万円】 農務課

　市内の農家を会場として、収穫体験、
加工体験、食味体験などを通して、農業
の魅力を体で感じてもらう「農業体験事
業（農業の魅力発見ナビ）」を実施しま
す。 

★関の工場参観日事業

【500万円】 商工課

　「ものづくりのまち・関」を積極的に
発信します。企業の高い技術力や高品質
な製品づくりを直接見て、触れて、職
人・経営者と接することで製品の知識を
深め、「ものづくりのまち・関」をより
知っていただくための工場見学（関の工
場参観日）を開催します。

○地域振興事業 

【901万円】 市民協働課

　均衡ある新市の建設と過疎地域の活力
を創造するための振興施策を推進しま
す。「せき・ふるさと応援寄附金（ふ
るさと納税）」、イメージキャラクター
「関＊はもみん」を積極的にＰＲしま
す。
・集落支援員設置
★「関＊はもみん」ＰＲ
★「せき・ふるさと応援寄附金」促進

★世界農業遺産登録推進事業  

【202万円】 農務課

　「清流長良川の鮎」の世界農業遺産登
録を目指して、プレゼンテーションや啓
発イベントを実施します。 

★橋りょう維持事業 

【1億1,300万円】 土木課

　「長寿命化修繕計画」に基づく補修や
耐震補強など安全確保のために必要な修
繕工事を実施します。
・調査設計（橋りょう補修設計・点検） 
・耐震補強、補修工事 

★社会資本整備総合交付金事業 

【4億9,300万円】土木課・都市整備課

　国土交通省が所管する社会資本整備総
合交付金の交付を受けて、道路改良を実
施します。
・東山西田原線　　・東本郷鋳物師屋線
・西本郷一ツ山線
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市民が描く夢の実現のため、改革と協働を進めます。

都市間交流・広域行政

行財政改革 協働

人の安全・安心を守るための最低限の土地利用、資源利用を進め

ることで、人と地球の共生が持続できるまちをめざします。

景観・緑化・公園

都市計画・土地利用

交通安全 下水道 斎場・墓地 環境・美化

治山・治水 防犯・防災 水道 住宅・宅地

○一般廃棄物管理事業（廃棄物対策）

【4,464万円】 生活環境課 

　廃棄物の排出量の抑制と分別を徹底す
るため、各種助成制度を実施します。平
成27年度は、ゴミステーションの適正
な維持管理のための整備を助成します。
・ごみ減量化報償金
・資源ごみ集団回収奨励金
★ゴミステーション整備補助金　ほか 

★行財政改革推進事業

【42万円】 秘書広報課 

　限りある経営資源を最大限に活用して
行政サービスの質を高めることを目的
とし、新たなアクションプラン（3年計
画）に基づき行財政改革を推進します。

　職員の資質向上を図り、職員一人ひと
りの可能性や能力を最大限に引き出し、
組織としての活力の向上を図ります。 

★公共施設等再配置推進事業 

【603万円】 秘書広報課 

★職員研修事業   

【642万円】 職員課 

　持続可能な公共施設サービスの実現に
向けて、公共施設等の全体の状況を把握
するとともに、公共施設等総合管理計画
を策定し、インフラを含めた公共施設の
最適な配置を推進します。 

★総合計画運用事業

【178万円】 企画政策課 

　市民のまちづくりに対する意識を把握
するために、「まちづくり市民意識アン
ケート調査」を実施し、総合計画運用に
役立てます。

★自治基本条例運用事業

【105万円】 市民協働課

　地方分権時代にふさわしい自治体とし 
て、自治体の基本理念、市民の権利や役
割、市民と行政の関係などのまちづくり
の基本ルールを定めた自治基本条例の周
知を進めます。 

★消防車両更新事業 

【6,273万円】 危機管理課 

★消防団車庫整備事業

【1億817万円】 危機管理課 

　消防車両の更新を計画的に実施しま
す。
・消防ポンプ自動車　1台
・小型動力ポンプ積載車　1台
・小型動力ポンプ軽積載車　4台　ほか

　建築基準法の新耐震基準制定（昭和
56年6月）以前に建てられた消防団車
庫、詰所を順次整備します。 

○水道事業 

【22億1,600万円】 水道課

　水道事業を適正に運営し、安定した水
の供給に努めます。老朽化した送配水管
を長寿命で災害に強い管への布設替えを
実施します。
★建設改良費（老朽管対策ほか） 

○市営墓地管理補修事業

【1,103万円】 生活環境課

　市営墓地の適正管理に努めます。平成
27年度は、第3区画整備のための設計を
実施します。
★第3区画修正設計
★合葬式墓地設計　ほか

★土地区画整理事業

【1億962万円】 都市整備課 

　土地の区画を整え宅地利用の増進を図
るため、区画整理事業を促進します。 
・笠屋土地区画整理事業
・平賀土地区画整理事業　ほか

★防災備蓄倉庫設置事業

【1,403万円】 危機管理課  

　指定避難所となる小中学校に避難所型
の防災備蓄倉庫を設置し、指定避難所機
能の強化を推進します。また、各地域に
おける既存の防災備蓄倉庫を順次更新し
ます。

○下水道事業

【22億4,630万円】 下水道課

　管路施設が布設後50年経過する時期
になり、老朽化に伴い維持管理費用の増
大が懸念されるため、管路施設の延命
化・長寿命化を実施し、計画的な管路整
備に努めます。
★管路施設整備（長寿命化対策ほか）
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学力だけでなく、郷土をよく知り、郷土を誇りに思い、豊かな感性、

理性を持ち、志を持ち力強く生きる市民が育つまちをめざします。

社会教育

生涯学習

図書館

スポーツ

学校教育 文化・文化財

青少年

★学校教育夢プラン事業  

【1,270万円】 学校教育課 

　「学校教育夢プラン」として、多様
な教育の充実を図ります。平成27年度
は、新たに「夢教室」を実施します。
・夢教室、寺子屋
・中学生海外研修
・古式日本刀鍛錬見学、小瀬鵜飼観覧
・中学生英語スピーチコンテスト
・中学生理科数学コンテスト
・21世紀中学生リーダー養成　ほか 

★高等学校施設整備事業  

【4億1,077万円】関商工高等学校 

○文化振興事業  

【671万円】 文化課 

　校舎等の耐震補強整備を計画的に進め
ます。
・第2体育館　新築
・建設実習棟　耐震補強　ほか 

　市民が参加できる芸術文化活動の促
進を図ります。平成27年度からの2年間
で、「関市文化振興計画」を策定しま
す。
★どこでもギャラリー
★やすらぎの家利活用促進
★文化振興計画策定
　（文化振興計画策定講演会　ほか）

★中学校再編事業  

【2,082万円】 教育総務課 

　平成28年4月1日の洞戸・板取中、武
儀・上之保中の学校再編が適切に行える
ように準備を進めます。 
・学校旗等備品
・閉校式・記念式典事業補助金　ほか

★中学校空調設置事業 

【3億800万円】 教育総務課

　生徒の学習環境向上のため、中学校に
空調設備を設置します。
・空調設置
　（旭ヶ丘中、桜ヶ丘中、富野中、
　 小金田中、武儀中） 

○生涯学習推進事業

【529万円】 生涯学習課 

　市民ひとり　1学習・1スポーツ・1ボ
ランティアの啓発、推進に努めます。大
学連携講座市民セミナーの開催、地域づ
くり型生涯学習コーディネーターを養成
します。

★スクールバス購入事業  

【2,614万円】 教育総務課

　平成27年度は、小中学校であわせて5
台のスクールバスを購入します。
・小学校　1台 
・中学校　4台 

○文化財保護事業 

○中池公園スポーツ施設整備事業 ○スポーツ推進事業 

【5,375万円】

【1億2,230万円】 【4,811万円】

文化課 

スポーツ推進課 スポーツ推進課 

　文化財保護体制の強化と文化財保存事
業の拡充を図ります。平成27年度は、
洞戸円空記念館開館20周年を記念して
「円空シンポジウム」を開催します。 
★円空館進入路・駐車場舗装整備
★円空シンポジウム
★小瀬鵜飼の調査・普及啓発　ほか

　中池公園スポーツ施設の整備を計画的
に進め、市民のスポーツ推進に努めます。
★中池スポーツ施設整備　ほか
　中池ファミリーパークトイレ新築設計
　　　　　　〃　　　　　　　新築
　中池幼児用プール塗装 
　陸上競技場管理棟等改修計画策定

　市民ひとり　1学習・1スポーツ・1ボ
ランティアを推進するため、スポーツ大
会やスポーツ教室の拡充を図ります。
★第70回全国レクリエーション大会準
　備（リハーサル大会開催等）
・スポーツ教室、スポーツイベント
★健康ウオーキング 
★事業補助
　刃物のまち関シティマラソン
　ほらどキウイマラソン大会
　せきサイクル・ツーリングほか
★ＦＣ岐阜応援
　（パブリックビューイングほか） 

★学校耐震化・改築事業（小中学校）

【2億8,189万円】 教育総務課 

　小中学校の施設の耐震化を進めます。
平成27年度は、小学校14校、中学校8校
の屋内運動場非構造部材耐震補強工事な
どを実施します。 
・トイレ改修設計
　（小学校3校、中学校1校）
・屋内運動場非構造部材耐震補強
　（小学校14校、中学校8校）
・校舎大規模改修（田原小） 

★読書推進事業

【46万円】 生涯学習課 

　ボランティア団体と連携して立ち上げ
た実行委員会が主体となって読書推進事
業を行うほか、読書手帳を発行し読書推
進を図ります。
・読書推進イベント「ほんのいっせき」

★就学支援事業（新規分のみ）  

【1,085万円】 学校教育課

　経済的理由などにより、就学が困難な
児童生徒の保護者に、クラブ活動費、生
徒会費、ＰＴＡ会費を援助します。

○弥勒寺史跡公園整備事業  

【2,056万円】 文化課

　弥勒寺官衙（かんが）遺跡群を保全す
るため、史跡公園として整備します。 
★弥勒寺東遺跡・弥勒寺跡活用 
　基本設計、実施設計
★散策路整備　ほか
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関市総務部財政課　　
〒501-3894  岐阜県関市若草通3丁目1番地

●  Phone　 0575-22-3131（代）　
●  FAX 　 　0575-23-7744
●  URL　 　 http://www.city.seki.lg.jp
●  E-mail 　 zaisei@city.seki.lg.jp

※関市は、行財政運営に関する情報を積極的に公開しています。
　詳しくは、関市ホームページ（http://www.city.seki.lg.jp）をご覧ください。
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