
○会計別 （単位：千円）

平成３１年度
要求額

一般会計 39,471,392
国民健康保険特別会計（事業勘定） 9,723,478
国民健康保険特別会計（直診勘定） 392,776
下水道特別会計 2,459,021
財産区特別会計 5,800
中小企業従業員退職金共済事業特別会計 123,000
食肉センター事業特別会計 95,400
農業集落排水事業特別会計 890,204
公設地方卸売市場事業特別会計 18,300
介護保険事業特別会計 7,499,610
有線放送事業特別会計 0
後期高齢者医療特別会計 991,967

合　　　　　　　　　　計 22,199,556
水道事業会計 2,943,000

64,613,948

○一般会計（目的別） （単位：千円）

平成３１年度
要求額

1 議会費 272,774
2 総務費 5,263,105
3 民生費 11,528,114
4 衛生費 2,900,205
5 農林水産業費 1,681,053
6 商工費 1,641,709
7 土木費 3,519,405
8 消防費 1,720,290
9 教育費 6,568,056
10 災害復旧費 362,650
11 公債費 3,984,031
12 予備費 30,000

39,471,392

○一般会計（室部局別） （単位：千円）

平成３１年度
要求額

1 議会事務局 272,774
2 市長公室 4,915,491
3 協働推進部 1,930,338
4 財務部 5,304,465
5 健康福祉部 10,943,044
6 市民環境部 3,369,333
7 産業経済部 2,764,473
8 基盤整備部 5,076,679
9 教育委員会 4,891,493
10 会計 3,302

39,471,392

平成３１年度当初予算要求額一覧表
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①【議会事務局】

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

議員報酬 100080 議会事務局 議会事務局
市議会議員の報酬、手当などの費
用です。 208,234

議会運営事業 100100 議会事務局 議会事務局 会議録の作成などの費用です。 11,991

議員活動事業 100200 議会事務局 議会事務局
行政視察、政務活動費などの費用
です。 9,995

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



②【市長公室】

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

渉外・交流事業 100400 市長公室 秘書課
市政功労者表彰に関する経費や市
長等の旅費、市が加入している団体
等の会費などです。

10,158

福利厚生事業 100610 市長公室 秘書課
職員の福利厚生のための費用で
す。 17,981

職員研修事業 100620 市長公室 秘書課 職員研修のための費用です。 5,857

職員退職手当基金積立事業 100630 市長公室 秘書課
職員退職手当基金への積立金で
す。 355,436

臨時職員等管理事業 100635 市長公室 秘書課 臨時職員の賃金等の費用です。 51,439

人事・給与管理事業 100640 市長公室 秘書課 人事や職員管理に必要な費用です。 3,579

行政改革大綱推進事業 100510 市長公室 企画広報課
行政改革を進めるための行政改革
推進審議会委員への報酬や事務経
費などです。

442

広報・広聴事業 101100 市長公室 企画広報課
広報紙の作成経費やテレビ・ラジオ
の番組制作、放送料などです。 22,748

総合計画運用事業 102700 市長公室 企画広報課 第５次総合計画にかかる費用です。 1,801

行政評価運用事業 103020 市長公室 企画広報課
行政評価に関する有権者からの指
導、研修等に要する費用です。 328

子育て世代定住促進事業 103033 市長公室 企画広報課
子育て世代の定住促進を図るため
の費用です。 32,100

子育て応援券事業 103035 市長公室 企画広報課
子育て世代への負担軽減を図るた
めの費用です。 19,300

企画調整事業 103040 市長公室 企画広報課
定住促進プロモーションや特命事項
の企画調整に必要な経費です。 5,093

ふるさと納税事業 103325 市長公室 企画広報課 ふるさと納税にかかる費用です。 1,103,553

移住定住プロモーション事業 103326 市長公室 企画広報課 定住促進を図るための費用です。 10,704

移住定住促進事業 103328 市長公室 企画広報課 移住促進を図るための費用です。 2,979

事務改善事業 101700 市長公室 行政情報課
事務改善に係る職員研修などの費
用です。 45

文書管理事業 101750 市長公室 行政情報課 郵便、広報配布の費用などです。 58,542

情報公開事業 101800 市長公室 行政情報課
公文書公開及び個人情報保護の審
査会実施に係る委員報酬などです。 610

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

法制事務事業 101900 市長公室 行政情報課
例規集検索システムの利用及び
データ更新に係る費用等です。 4,538

事務機器管理事業 102000 市長公室 行政情報課
コピー機、印刷機のリース費用など
です。 11,525

行政不服審査事業 102060 市長公室 行政情報課
行政不服審査会実施に係る委員報
酬等です。 122

不当要求行為等対策事業 102080 市長公室 行政情報課
岐阜県暴力追放推進センター賛助
会員としての負担金です。 40

行政情報基盤整備運用事業 102520 市長公室 行政情報課
行政情報システムを維持・運用する
ための費用です。 205,460

地域情報化支援事業 102540 市長公室 行政情報課
ブロードバンド施設の管理費用など
です。 29,483

統合型ＧＩＳ整備事業 102600 市長公室 行政情報課 統合型ＧＩＳの管理費用などです。 1,441

交通安全教育普及事業 103500 市長公室 危機管理課 交通専任指導員の人件費などです。 6,354

防犯事業 104200 市長公室 危機管理課
中濃地区防犯協会への負担金など
です。 2,775

公平委員会事業 105600 市長公室 行政情報課
公平委員会実施に係る委員報酬等
です。 386

固定資産評価審査委員会 105650 市長公室 行政情報課
固定資産評価審査委員会実施に係
る委員報酬等です。 136

選挙管理委員会 106800 市長公室 行政情報課 選挙人名簿作成などの費用です。 3,223

選挙執行事業（県議会議員選挙） 106900 市長公室 行政情報課
県議選の執行のための人件費・委託
料等の費用です。 28,132

選挙執行事業（市議会議員選挙） 107000 市長公室 行政情報課
市議選の執行のための人件費・委託
料等の費用です。 62,608

選挙執行事業（参議会議員選挙） 107115 市長公室 行政情報課
参議選の執行のための人件費・委託
料等の費用です。 34,791

選挙執行事業（市長選挙） 107115 市長公室 行政情報課
市長選の執行のための人件費・委託
料等の費用です。 34,848

統計調査一般経費 107100 企画部 行政情報課
統計書の発行、統計調査員研修な
どのための費用です。 950

工業統計調査 107200 市長公室 行政情報課
県委託統計事業(工業統計調査)の
ための費用です。 2,133

国勢調査 107500 市長公室 行政情報課
県委託統計事業(国勢調査)のため
の費用です。 694

農林業センサス 107800 市長公室 行政情報課
県委託統計事業(農林業センサス)の
ための費用です。 6,860

全国消費実態調査 107810 市長公室 行政情報課
県委託統計事業(全国消費実態調
査)のための費用です。 950



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

経済センサス 107870 市長公室 行政情報課
県委託統計事業(経済センサス)のた
めの費用です。 2,459

統計事業（経済センサス調査区管
理）

107880 市長公室 行政情報課
県委託統計事業(経済センサス調査
区管理)のための費用です。 40

監査事務経費 107890 市長公室 監査委員事務局
監査事務を適正に行うための費用で
す。 1,484

常備消防事業 135000 市長公室 危機管理課 中濃消防組合に対する負担金です。 1,273,457

消防団活動支援事業 135100 市長公室 危機管理課
関市消防団の運営費用で、主に、消
防団員に対する報酬、退職報償金な
どです。

144,407

消防施設整備事業 135200 市長公室 危機管理課
防火水槽、消防団車庫などの消防
施設の整備費用です。 37,114

消防施設管理事業 135300 市長公室 危機管理課 消防車庫等の管理費用です。 8,647

消防車両管理事業 135400 市長公室 危機管理課
消防ポンプ自動車などの更新、維持
管理費用です。 75,508

防災対策事業一般経費 135500 市長公室 危機管理課
防災対策のためのマニュアル作成
等のの費用です。 40,059

自主防災事業 135520 市長公室 危機管理課
自主防災会への補助金等の費用で
す。 27,578

防災施設整備事業 135600 市長公室 危機管理課 防災備蓄倉庫の整備費用です。 50,507

防災訓練事業 135700 市長公室 危機管理課 防災訓練を行う費用です。 926

防災無線整備事業 135800 市長公室 危機管理課
防災行政無線の維持管理のための
費用です。 60,581



③【協働推進部】

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

国際交流事業 101200 協働推進部 市民協働課
ブラジル人相談員の人件費や国際
交流協会への補助金などです。 3,432

地域おこし協力隊活用事業 103320 協働推進部 市民協働課
地域おこし協力隊の活動にかかる費
用です。 18,139

地域振興一般経費 103321 協働推進部 市民協働課
地域振興全般にかかる一般経費で
す。 38,372

集落支援員活用事業 103322 協働推進部 市民協働課
集落支援員の活動にかかる費用で
す。 4,526

男女共同参画事業 103360 協働推進部 市民協働課
男女共同参画セミナー開催などの費
用です。 344

女性活躍推進事業 103363 協働推進部 市民協働課
女性活躍推進セミナー開催などの費
用です。 1,135

ＬＧＢＴ支援事業 103366 協働推進部 市民協働課 ＬＧＢＴ啓発などにかかる費用です。 996

自治会活動支援事業 103380 協働推進部 市民協働課
自治会のコミュニティ活動を支援する
費用です。 80,903

自治基本条例運用事業 103390 協働推進部 市民協働課
自治基本条例の調査、研究及び啓
発のための費用です。 451

市民活動団体支援事業 103480 協働推進部 市民協働課
市民活動の促進を図るための費用
です。 9,625

若者活躍推進事業 103490 協働推進部 市民協働課
若者が地域での活躍推進を図るた
めの費用です。 547

市民協働推進事業 103460 協働推進部 市民協働課
市民によるまちづくりの推進を図るた
めの費用です。 9,741

地域づくり支援事業 104410 協働推進部 市民協働課
住民主体の地域づくりを支援するた
めの費用です。 45,670

洞戸地域振興一般経費 103410 協働推進部 市民協働課
洞戸地域の振興を図るための費用
です。 2,800

板取地域振興一般経費 103420 協働推進部 市民協働課
板取地域の振興を図るための費用
です。 2,700

武芸川地域振興一般経費 103430 協働推進部 市民協働課
武芸川地域の振興を図るための費
用です。 3,600

武儀地域振興一般経費 103440 協働推進部 市民協働課
武儀地域の振興を図るための費用
です。 3,100

上之保地域振興一般経費 103450 協働推進部 市民協働課
上之保地域の振興を図るための費
用です。 2,800

地域の宝磨き上げ事業（板取地
域）

103451 協働推進部 市民協働課
板取地域の魅力ある資源を充実させ
るための費用です。 3,600

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

地域の宝磨き上げ事業（武芸川地
域）

103452 協働推進部 市民協働課
武芸川地域の魅力ある資源を充実さ
せるための費用です。 3,025

地域の宝磨き上げ事業（武儀地
域）

103453 協働推進部 市民協働課
武儀地域の魅力ある資源を充実させ
るための費用です。 8,552

地域の宝磨き上げ事業（上之保地
域）

103454 協働推進部 市民協働課
上之保地域の魅力ある資源を充実さ
せるための費用です。 2,769

地域の宝磨き上げ事業（洞戸地
域）

103455 協働推進部 市民協働課
洞戸地域の魅力ある資源を充実させ
るための費用です。 6,948

生涯学習一般経費事業 139000 協働推進部 生涯学習課
生涯学習によるまちづくりのための
人材育成や行事等の事業経費で
す。

4,389

生涯学習まちづくり推進事業 139020 協働推進部 生涯学習課
ＳＥＫＩいきいきフェスタなどの費用で
す。 694

人権教育啓発推進事業 139550 協働推進部 生涯学習課
人権教育を啓発するための講座費
用などです。 2,437

社会教育活動一般経費事業 139750 協働推進部 生涯学習課
社会教育委員の会の運営や関係団
体への補助金などです。 1,349

乳幼児期家庭教育推進事業 139765 協働推進部 生涯学習課
乳幼児期家庭教育学級にかかる費
用です。 1,875

学習情報館管理運営事業 139770 協働推進部 生涯学習課
わかくさ・プラザ学習情報館の指定
管理者委託料などです。 78,588

少年センター運営事業 139780 協働推進部 生涯学習課 少年センター運営などの費用です。 4,927

青少年健全育成事業 139785 協働推進部 生涯学習課
青少年育成大会、ゴールデンウィー
ク・スペシャル等にかかる費用です。 4,433

公民館事業 140800 協働推進部 生涯学習課
各種公民館講座や成人式等の運営
経費などです。 4,385

結婚相談事業 140900 協働推進部 生涯学習課 結婚相談事業にかかる費用です。 4,450

視聴覚事業 141150 協働推進部 生涯学習課
視聴覚機材を用いた活動を支援する
ための経費です。 219

図書館管理運営事業 141500 協働推進部 生涯学習課
市立図書館（分館・分室を含む）の管
理委託料などです。 126,954

読書推進事業 141550 協働推進部 生涯学習課
読書を推進するため事業にかかる費
用です。 4,190

文化振興事業事業 139900 協働推進部 文化課 文化祭等にかかる費用です。 4,444

文化人材支援事業 139950 協働推進部 文化課
アーティストバンクにかかる費用、文
化団体補助金などです。 2,255

文化財保護事業 140000 協働推進部 文化課
塚原遺跡公園等施設運営や文化財
保護のための費用などです。 53,550

弥勒寺史跡公園整備事業 140050 協働推進部 文化課 弥勒寺史跡整備のための費用です。 108,917



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

埋蔵文化財保全事業（発掘調査） 140200 協働推進部 文化課
埋蔵文化財の発掘調査のための費
用です。 27,408

埋蔵文化財保全事業（埋蔵文化財
活用）

140300 協働推進部 文化課
埋蔵文化財への理解を深めてもらう
ための費用です。 2,122

埋蔵文化財保全事業（民間受託） 140400 協働推進部 文化課
埋蔵文化財の発掘調査のための費
用です。 3,003

子ども文化事業 136780 協働推進部 文化課
関市子ども文化事業実行委員会に
対する補助金です。 5,000

篠田桃紅美術空間運営事業 143950 協働推進部 文化課
篠田桃紅美術空間の指定管理委託
料です。 9,807

文化会館管理運営事業 141200 協働推進部 文化課
関市文化会館の指定管理委託料な
どです。 70,265

市民の劇場事業 141300 協働推進部 文化課
市の事業として行う演劇、コンサート
などの開催費用です。 38,815

文化会館整備運営事業 141410 協働推進部 文化課
文化会館の大ホール改修など施設
整備のための費用です。 237,377

中池自然の家管理運営事業 142160 協働推進部 スポーツ推進課
中池自然の家の維持管理費用で
す。 50,613

ふれあいセンター管理運営事業 139050 協働推進部 市民協働課
ふれあいセンターへの指定管理者委
託料などです。 64,402

板取生涯学習センター管理運営事
業

139120 協働推進部 市民協働課
板取生涯学習センターの指定管理
者委託料などです。 6,482

武芸川生涯学習センター管理運営
事業

139130 協働推進部 市民協働課
武芸川生涯学習センターの指定管
理者委託料などです。 16,329

武儀生涯学習センター管理運営事
業

139140 協働推進部 市民協働課
武儀生涯学習センターの指定管理
者委託料などです。 34,830

上之保生涯学習センター管理運営
事業

139150 協働推進部 市民協働課
上之保生涯学習センターの指定管
理者委託料などです。 21,052

スポーツ活動一般経費 142400 協働推進部 スポーツ推進課 全国大会出場選手激励金などです。 3,146

スポーツ活動推進事業 142450 協働推進部 スポーツ推進課
スポーツ教室、スポーツイベントの委
託料や補助金などです。 39,044

競技スポーツ推進事業 142500 協働推進部 スポーツ推進課
ラグビーワールドカップナショナル
チームキャンプ地誘致活動等の費用
です。

7,377

スポーツ推進委員事業 142550 協働推進部 スポーツ推進課
スポーツ推進委員にかかる費用で
す。 3,714

総合体育館管理運営事業 142950 協働推進部 スポーツ推進課 総合体育館の維持管理費用です。 119,144

中池公園スポーツ施設管理運営事
業

143060 協働推進部 スポーツ推進課
中池公園、地区グラウンドなどの維
持管理費などです。 156,954

中池公園スポーツ施設整備事業 143065 協働推進部 スポーツ推進課
市民球場改修、中池陸上競技場改
修にかかる費用です。 55,902



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

千疋体育館管理運営事業 149900 協働推進部 スポーツ推進課
千疋体育館の指定管理者委託料な
どです。 1,430

洞戸運動施設運営管理事業 150000 協働推進部 スポーツ推進課
洞戸地域の運動施設の維持管理費
用及び指定管理料などです。 6,948

板取運動施設管理運営事業 150100 協働推進部 スポーツ推進課
板取地域の運動施設の維持管理費
用及び指定管理料などです。 6,289

武芸川運動施設管理運営事業 150200 協働推進部 スポーツ推進課
武芸川地域の運動施設の維持管理
費用及び指定管理料などです。 12,483

武儀運動施設管理運営事業 150300 協働推進部 スポーツ推進課
武儀地域の運動施設の維持管理費
用です。 2,270

上之保運動施設管理運営事業 150400 協働推進部 スポーツ推進課
上之保地域の運動施設の維持管理
費用です。 7,964



④【財務部】 （単位：千円）

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

財政運営事業 102100 財務部 財政課 公会計支援業務などの費用です。 4,506

財政調整基金積立 102200 財務部 財政課 財政調整基金への積立金です。 80,027

減債基金積立 102300 財務部 財政課 減債基金への積立金です。 30,888

公共施設等整備基金積立 102400 財務部 財政課
公共施設等整備基金への積立金で
す。 46,384

公有財産管理事業 104700 財務部 管財課 市有地の管理費用などです。 5,738

庁舎管理事業 104800 財務部 管財課
本庁舎、地域事務所の管理費用で
す。 484,927

公有財産登記事務事業 105000 財務部 管財課
道路用地等、市が取得した土地の登
記を行うための費用です。 3,297

地区集会場整備支援事業 105100 財務部 管財課
自治会等が所有する集会場の整
備、修繕に対し助成する費用です。 4,000

公民センター管理事業 105200 財務部 管財課
地区公民センターの維持管理、耐震
補強などの費用です。 38,405

土地開発基金事業 105400 財務部 管財課
公共用土地取得費の貸付を行うため
の費用です。 17

指定管理事業 102070 財務部 管財課
指定管理者審査委員会実施に係る
委員報酬等です。 188

受託事業一般経費 102070 財務部 管財課 設計業務を行うための費用です。 782

契約検査事業 105690 財務部 管財課 電子入札システムなどの費用です。 5,717

市税賦課事業 105900 財務部 税務課
市税を課税するための電算処理など
の費用です。 134,106

市税徴収事務経費 106000 財務部 税務課 市税を徴収するための費用です。 11,143

市税過誤納付還付金 106010 財務部 税務課
前年度以前における過納付、誤納付
に対する返還金です。 40,000

市営住宅管理運営事業 134300 財務部 管財課 市営住宅の維持管理費用です。 60,523

市営住宅改修事業 134320 財務部 管財課
市営住宅を改修するための費用で
す。 39,268

市債償還事業（元金） 144300 財務部 財政課
市債（市の借入金）の返済元金で
す。 4,185,759

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

市債償還事業（利子） 144400 財務部 財政課
市債（市の借入金）の返済利子で
す。 97,043



⑤【健康福祉部】 （単位：千円）

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

地域福祉一般経費 108000 健康福祉部 福祉政策課 地域福祉計画策定などの費用です。 10,584

遺族救護事業 108100 健康福祉部 福祉政策課
戦没者の追悼やその遺家族救護の
費用です。 1,946

行旅死亡人対策事業 108200 健康福祉部 福祉政策課
行旅死亡人に係る葬祭などの費用
です。 568

民生委員事業 108300 健康福祉部 福祉政策課
民生委員児童委員協議会に交付す
る補助金等です。 5,550

避難行動要支援者支援事業 108400 健康福祉部 福祉政策課
要援護者台帳管理システム等の費
用です。 324

地域福祉団体活動支援事業 108500 健康福祉部 福祉政策課
地域福祉推進を図るための、地域組
織、各種団体の活動支援に対する費
用です。

1,438

総合福祉会館運営事業 108650 健康福祉部 福祉政策課 総合福祉会館の管理費用などです。 50,258

福祉総合相談事業 108700 健康福祉部 福祉政策課
福祉に係る総合的な相談支援体制
づくりのための費用です。 20,960

犯罪被害者等支援事業 108850 健康福祉部 福祉政策課
犯罪被害者等の支援に係る費用で
す。 692

福祉医療費一般経費 109100 健康福祉部 福祉政策課 福祉医療事務に係る事務費用です。 8,001

子ども医療費助成事業 109300 健康福祉部 福祉政策課
子どもの医療費の助成に係る費用で
す。 361,244

ひとり親医療費助成事業 109310 健康福祉部 福祉政策課
ひとり親家庭の医療費の助成に係る
費用です。 82,127

重度心身障がい者医療費助成事
業

109320 健康福祉部 福祉政策課
重度心身障がい者の医療費の助成
に係る費用です。 531,538

障がい者福祉一般経費 109400 健康福祉部 福祉政策課
障がい者福祉事務に係る事務費用
です。 6,821

障がい者手当等支給事業 109500 健康福祉部 福祉政策課
特別障害者手当の給付などの費用
です。 55,920

障がい者就労支援事業 109600 健康福祉部 福祉政策課
障がい者就労支援のための障がい
者雇用などに係る費用です。 7,192

障がい者相談センター事業 109700 健康福祉部 福祉政策課
障がい者相談センターの手話通訳員
の費用です。 2,293

障がい者スポーツ・文化事業 109800 健康福祉部 福祉政策課
障がい者スポーツ大会出場者や作
品展参加者に係る報償費などです。 928

障がい者在宅生活支援事業 109900 健康福祉部 福祉政策課
重度障がい者タクシー及び自家用車
利用助成のための費用などです。 38,518

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

障がい者支援区分認定事業 110000 健康福祉部 福祉政策課
障がい者認定調査に係る委託料な
どの費用です。 3,195

障がい者福祉サービス事業 110950 健康福祉部 福祉政策課
介護・訓練等給付費などの給付費用
です。 1,404,647

障がい児福祉サービス事業 110951 健康福祉部 福祉政策課
障がい児通所給費などの給付費用
です。 329,772

障がい者医療費事業 110952 健康福祉部 福祉政策課
更生医療などの障がい者に係る医
療の助成に係る費用です。 33,822

補装具給付事業 110953 健康福祉部 福祉政策課 補装具の給付に係る費用です。 22,408

障がい者情報補償事業 110960 健康福祉部 福祉政策課
手話通訳や要約筆記者の派遣など
の経費です。 6,144

障がい者権利擁護事業 110962 健康福祉部 福祉政策課
障がい者虐待防止啓発などの費用
です。 1,014

障がい者相談支援事業 110964 健康福祉部 福祉政策課
障がい者の相談事業や地域活動支
援事業に係る委託料などの費用で
す。

36,184

障がい者地域生活支援サービス事
業

110966 健康福祉部 福祉政策課
障がい者の在宅生活の支援事業に
係る委託料です。 42,228

障がい者日常生活支援用具給付
事業

110968 健康福祉部 福祉政策課
障がい者が日常生活に必要な用具
の給付に係る費用です。 24,688

高齢者自立支援一般経費 111100 健康福祉部 高齢福祉課
老人ホーム入所判定委員会の委員
報酬などの経費です。 2,155

高齢者福祉計画等運用事業 111110 健康福祉部 高齢福祉課
介護保険事業計画の推進に係る費
用です。 3,223

介護事業者支援事業 111125 健康福祉部 高齢福祉課
介護サービス事業者の支援のため
の費用です。 7,044

高齢者レクリエーション施設管理事
業

111150 健康福祉部 高齢福祉課 板取ドームの管理費用です。 974

いきいきふれあい入浴助成事業 111200 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者の入浴施設料の助成に係る
費用です。 4,494

老人クラブ活動助成事業 111220 健康福祉部 高齢福祉課
老人クラブ活動の助成に係る費用で
す。 7,512

高齢者たまり場創造事業 111240 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者の交流の場を作るための委
託料などの費用です。 1,200

生涯現役促進プロジェクト 111260 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者の社会参加を支援するため
の費用です。 5,941

老人保護措置事業 111300 健康福祉部 高齢福祉課 養護老人ホーム保護措置費です。 72,335

敬老事業 111400 健康福祉部 高齢福祉課
100歳祝金・88歳祝品、敬老会助成
金などの費用です。 40,965

老人福祉センター管理事業 111600 健康福祉部 高齢福祉課
老人福祉センター、老人憩いの家な
どの管理費用です。 101,399



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

高齢者能力活用事業 111800 健康福祉部 高齢福祉課
シルバー人材センターへの補助金な
どです。 11,273

在宅老人福祉一般経費 112000 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者の成年後見人制度利用推進
に係る報償費などの費用です。 458

在宅老人福祉施設管理事業 112030 健康福祉部 高齢福祉課
武儀介護予防支援センターなどの管
理費用です。 24

高齢者在宅福祉事業 112040 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者の住宅改善の助成などの費
用です。 29,896

高齢者配食サービス事業 112050 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者の配食サービス実施のため
の費用です。 13,967

地域支え合い体制づくり事業 112060 健康福祉部 高齢福祉課
地域での支え合い活動を立ち上げる
ための助成などの費用です。 6,600

エンディングプラン事業 112080 健康福祉部 高齢福祉課
エンディングノート作成などの費用で
す。 500

デイサービスセンター管理事業 112480 健康福祉部 高齢福祉課
デイ・サービスセンターの管理費用で
す。 3,300

介護保険事業繰出金 112490 健康福祉部 高齢福祉課
介護保険事業特別会計への繰出金
です。 1,158,072

地域改善対策事業 112700 健康福祉部 福祉政策課
人権施策の推進体制の整備と、進行
管理、計画見直しのための費用で
す。

2,193

生活困窮者自立支援事業 108970 健康福祉部 福祉政策課
生活保護に至る前の生活困窮者の
ための事業です。 47,141

住宅確保給付金事業 108980 健康福祉部 福祉政策課
生活困窮者の支援のための扶助費
です。 870

児童福祉費一般経費 113300 健康福祉部 子ども家庭課
児童手当等を給付するための費用
です。 9,224

児童手当等給付事業 113400 健康福祉部 子ども家庭課
児童手当、児童扶養手当などの給付
費です。 1,881,255

重度心身障がい児手当等給付事
業

113450 健康福祉部 子ども家庭課
交通遺児手当、重度心身障がい児
手当の給付費です。 6,600

児童センター運営事業 113600 健康福祉部 子ども家庭課
むげがわ児童館、安桜こども館の運
営費用です。 18,581

子育て支援拠点事業 113605 健康福祉部 子ども家庭課 子育てサロンの運営費用です。 14,181

子育て支援センター事業 113610 健康福祉部 子ども家庭課
むげがわ子育て支援センターの運営
費用です。 5,884

保育園園庭開放事業 113900 健康福祉部 子ども家庭課
公立保育園遊具点検修繕及び休日
に園庭解放するための費用です。 803

託児ルーム「あゆっこ」運営事業 113910 健康福祉部 子ども家庭課
託児ルーム「あゆっこ」の運営費用で
す。 15,034

ファミリーサポートセンター事業 113950 健康福祉部 子ども家庭課
ファミリーサポート事業、子育て支援
スタッフ派遣事業の運営費用です。 2,498



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

ちびっこ広場運営事業 114000 健康福祉部 子ども家庭課
ちびっ子広場管理者への広場整備
に係る経費を補助するための費用で
す。

3,000

私立幼稚園運営事業 136680 健康福祉部 子ども家庭課 私立幼稚園運営等補助金です。 13,598

私立幼稚園就園奨励事業 136682 健康福祉部 子ども家庭課 私立幼稚園就園奨励補助金です。 130,000

保育所運営一般経費 114300 健康福祉部 子ども家庭課
保育園入園手続、保育料収納にか
かる費用です。 1,308

病児・病後児保育事業 114400 健康福祉部 子ども家庭課
病児・病後児保育の実施のための委
託料などです。 11,028

保育所運営委託事業 114420 健康福祉部 子ども家庭課 保育の実施に係る委託料です。 1,143,415

私立保育所運営事業 114500 健康福祉部 子ども家庭課
私立保育所の運営等に係る補助金
です。 19,994

地域子育て支援拠点事業 114520 健康福祉部 子ども家庭課
地域の中で子育てに関する相談支
援事業を実施する保育所に交付する
補助金です。

7,951

私立保育所特別保育事業 114540 健康福祉部 子ども家庭課
一時保育や延長保育などに係る補
助金です。 44,526

保育所整備支援事業 114600 健康福祉部 子ども家庭課
私立保育所の整備に係る補助金で
す。 7,699

公立保育所運営事業 114700 健康福祉部 子ども家庭課 公立保育所の運営に係る経費です。 446,963

公立保育所特色ある保育事業 114706 健康福祉部 子ども家庭課
公立保育所で実施する特色ある保
育に係る経費です。 2,398

公立保育所整備事業 1148000 健康福祉部 子ども家庭課
公立保育所改修工事などの費用で
す。 16,169

家庭問題相談事業 114900 健康福祉部 子ども家庭課
家庭児童相談員が関係機関と連携
し相談事業を行うための費用です。 800

母子自立支援事業 115050 健康福祉部 子ども家庭課
母子生活支援施設委託などの費用
です。 20,572

母子寡婦貸付金事業 115400 健康福祉部 子ども家庭課
母子寡婦家庭への生活資金貸付金
です。 500

子どもの居場所・子ども食堂支援
事業

115450 健康福祉部 子ども家庭課
ひとり親家庭の学習支援事業の委託
料や子ども食堂の運営補助に係る
経費です。

3,660

児童発達支援センター事業 115500 健康福祉部 福祉政策課 親子教室の運営費用です。 54,890

生活保護事業 115700 健康福祉部 福祉政策課 生活困窮者のための事業費です。 14,122

生活保護扶助事業 116000 健康福祉部 福祉政策課
生活困窮者の支援のための扶助費
です。 392,570

災害見舞金事業 116100 健康福祉部 福祉政策課
災害により被害を受けた市民の方へ
見舞金等を支給して福祉の推進を図
る費用です。

500



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

医師・看護師確保対策事業 116200 市民環境部 市民健康課
医学生等修学資金貸付等の費用で
す。 31,880

地域医療体制整備支援事業 116500 市民環境部 市民健康課
休日・夜間の運営助成などの費用で
す。 27,863

周産期医療体制強化事業 116600 市民環境部 市民健康課
周産期医療体制の強化のための費
用です。 6,483

病院施設整備支援事業 116700 市民環境部 市民健康課 地域医療の充実のための費用です。 40,000

骨髄移植ドナー助成事業 116800 市民環境部 市民健康課
骨髄移植ドナーの社会的、経済的負
担を軽減するための費用です。 1,050

保健施設管理運営事業 117000 市民環境部 市民健康課 保健センターの維持管理費用です。 11,883

防疫対策事業 117010 市民環境部 市民健康課
感染症対策、災害対策などの費用で
す。 327

救命救急センター運営支援事業 117015 市民環境部 市民健康課 救命救急センター運営費用です。 22,588

地域救急医療推進事業 117020 市民環境部 市民健康課 緊急時の医療情報などの費用です。 1,174

診療施設経営安定化事業繰出金 117050 市民環境部 市民健康課
国民健康保険特別会計（直診勘定）
への繰出金です。 164,480

母子保健一般経費 118500 市民環境部 市民健康課 母子健康手帳印刷などの費用です。 430

乳幼児健診事業 118600 市民環境部 市民健康課 乳児健康診査のための費用です。 6,379

母子保健教育・相談事業 118610 市民環境部 市民健康課 母子健康相談等の費用です。 2,159

子育て世代包括支援センター事業 118620 市民環境部 市民健康課
健康管理システム改修などの費用で
す。 20,248

妊産婦健康管理事業 118630 市民環境部 市民健康課
産婦、産後健診や産後相談などの費
用です。 11,072

妊婦健診事業 118640 市民環境部 市民健康課 妊婦健康診査などの費用です。 77,512

フッ化物塗布事業 118650 市民環境部 市民健康課 フッ化物塗布の費用です。 7,608

不妊治療費助成事業 118670 市民環境部 市民健康課 不妊治療の助成費用です。 10,250

新生児聴覚検査助成事業 118680 市民環境部 市民健康課 新生児の聴覚検査の費用です。 2,294

未熟児養育医療費助成事業 118690 市民環境部 市民健康課 未熟児の養育医療の費用です。 4,003

予防接種一般経費 118700 市民環境部 市民健康課
予防接種の予診表の印刷等の費用
です。 1,599



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

定期予防接種Ａ類疾患事業 118750 市民環境部 市民健康課
予防接種Ａ類（ＢＣＧ、ポリオ、麻し
ん、風しん等）の費用です。 146,752

定期予防接種B類疾患事業 118800 市民環境部 市民健康課
高齢者インフルエンザ、肺炎球菌の
予防接種の費用です。 52,622

任意予防接種事業 118850 市民環境部 市民健康課
小児インフルエンザの予防接種費用
です。 11,834

健診推進一般経費 118900 市民環境部 市民健康課
がん検診等の推進のための費用で
す。 25,490

歯周病疾患健診事業 118930 市民環境部 市民健康課 歯周疾患健診の費用です。 3,744

個別健診事業 118950 市民環境部 市民健康課 個別のがん検診などの費用です。 177,473

集団健診事業 119030 市民環境部 市民健康課 がん検診などの費用です。 28,772

スマホＤｅドック事業 119050 市民環境部 市民健康課
スマートフォンにて健康診査受付、検
査を実施するための費用です。 1,069

健診受診率向上事業 119100 市民環境部 市民健康課
がん検診受診率向上のための啓発
用品及びポスター等の費用です。 997

健康増進一般経費 119110 市民環境部 市民健康課
保健師の知識向上のための研修等
の費用です。 650

健康増進教育・保健指導事業 119120 市民環境部 市民健康課
健康相談や運動教室のための費用
です。 3,971

こころを健康づくり事業 119260 市民環境部 市民健康課 自殺対策などの費用です。 722

健康づくり推進事業一般経費 119270 市民環境部 市民健康課
健康せき21計画推進など健康づくり
に係る費用です。 1,019

しあわせヘルスプラン推進事業 119272 市民環境部 市民健康課
しあわせヘルスプラン後期計画策定
費用などです。 1,210

食育推進事業 119275 市民環境部 市民健康課
食育教室、食育推進のための費用で
す。 1,073

健康プール事業 119280 市民環境部 市民健康課
武芸川健康プールの管理運営費用
です。 20,280



⑥【市民環境部】 （単位：千円）

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

戸籍住民基本台帳事業 106200 市民環境部 市民課
戸籍、住民票、印鑑証明などを管
理、発行するための費用です。 40,753

旅券発行事務事業 106250 市民環境部 市民課
パスポートを発行するための費用で
す。 3,492

住民基本台帳ネットワーク運用事
業

106450 市民環境部 市民課
住民基本台帳ネットワークシステム
の管理費用です。 18,110

市民相談事業 106500 市民環境部 市民課
法律、行政、不動産など市民相談の
費用です。 343

国民健康保険管理運営事業（繰出
金）

108800 市民環境部 保険年金課
国民健康保険特別会計（事業勘定）
への繰出金です。 593,007

後期高齢者医療給付費負担金 112460 市民環境部 保険年金課
後期高齢者医療の療養給付費に係
る負担金です。 826,990

後期高齢者医療事業繰出金 112470 市民環境部 保険年金課
後期高齢者医療特別会計への繰出
金です。 251,147

国民年金周知相談事業 113100 市民環境部 保険年金課
国民年金の適正な手続きと啓発の
ための費用です。 3,134

環境基本計画運用事業 117200 市民環境部 環境課
環境基本計画推進、環境フェアなど
の費用です。 1,290

公衆便所管理事業 117300 市民環境部 環境課 公衆便所維持管理に係る費用です。 2,355

一般廃棄物管理事業（廃棄物対
策）

117500 市民環境部 環境課 廃棄物対策に対する費用です。 4,126

廃棄物減量促進事業 117550 市民環境部 環境課 指定ごみ袋製作などの費用です。 36,235

公害防止対策事業 117600 市民環境部 環境課
公害測定、水質検査などの費用で
す。 3,121

狂犬病予防対策事業 117700 市民環境部 環境課
狂犬病予防注射、犬の登録などの
費用です。 721

斎場・火葬場運営事業 117920 市民環境部 環境課
総合斎苑わかくさの管理費用、岐北
衛生施設利用組合(岐北斎苑)への
負担金などです。

154,128

地域墓地整備支援事業 118000 市民環境部 環境課 地域墓地整備ための補助金です。 1,162

合併処理浄化槽設置支援事業 118020 市民環境部 環境課
合併処理浄化槽設置支援事業補助
金です。 5,204

不法投棄監視事業 118030 市民環境部 環境課
不法投棄廃棄物処理、環境パトロー
ル、公用車管理などの費用です。 2,628

貴重生物保護事業 118040 市民環境部 環境課
希少生物保護、分布調査などの費
用です。 360

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。
各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

協働環境美化活動普及啓発事業 118050 市民環境部 環境課 河川、側溝清掃などの費用です。 2,195

岐北衛生施設利用組合負担金事
業

118110 市民環境部 環境課
岐北衛生利用組合(し尿処理)への
負担金です。 33,212

災害関連処理事業 118120 市民環境部 環境課
災害時の廃棄物処理、消毒のため
の費用です。 10,000

市営墓地管理事業 119200 市民環境部 環境課
市営墓地管理補修のための費用で
す。 6,813

一般廃棄物管理事業（塵芥処理） 119300 市民環境部 環境課
ごみの収集・運搬のための費用で
す。 72,736

リサイクル推進事業 119500 市民環境部 環境課
資源ごみの収集・運搬のための費用
です。 91,586

中濃地域広域行政事務組合負担
金事業

119600 市民環境部 環境課
中濃地域広域行政事務組合への負
担金です。 787,887



⑦【産業経済部】 （単位：千円）

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

農業員会一般経費 120000 産業経済部 農林課
農業委員会委員に対する報酬、岐
阜県農業会議に対する負担金など
です。

11,629

農地制度実施円滑化事業 120150 産業経済部 農林課
農地制度実施円滑化事業の費用で
す。 1,863

耕作放棄地・遊休農地解消事業 120310 産業経済部 農林課
耕作放棄地・遊休農地解消事業の
費用です。 231

農地情報管理システム整備事業 120410 産業経済部 農林課
農地情報管理システム整備の費用
です。 815

農業総務一般経費 120500 産業経済部 農林課
中濃地域農業共済事務組合への負
担金などです。 32,705

農事改良組合活動促進 120800 産業経済部 農林課 米の生産調整に関する経費です。 1,336

農業振興地域整備促進事業 120810 産業経済部 農林課
農業振興地域整備促進協議会の委
員報酬費です。 1,969

農業振興一般経費 121000 産業経済部 農林課 農業振興にかかる一般経費です。 3,584

世界農業遺産振興事業 121010 産業経済部 農林課
長良川の鮎をＰＲするための費用で
す。 3,268

農業経営安定化事業 121020 産業経済部 農林課
農家や農業法人などの経営安定を
図るための費用です。 116,600

農業魅力向上事業 121030 産業経済部 農林課 産業祭などの費用です。 4,562

数量調整円滑化推進事業 121300 産業経済部 農林課
経営所得安定対策事務に対する補
助金などです。 3,596

学校給食地産地消推進事業 121700 産業経済部 農林課
学校給食における地産地消推進の
ための費用です。 1,600

農業施設管理運営事業 122450 産業経済部 農林課
市民農園等の維持管理の費用で
す。 4,213

新規就農事業 122470 産業経済部 農林課
新たに農業を始める人や法人をサ
ポートするための費用です。 29,680

畜産振興事業 122500 産業経済部 農林課
振興会及び各部会の畜産経営と畜
産振興の取組みに対する補助金で
す。

19,838

牧野管理事業 122700 産業経済部 農林課
県から市へ占用を受けた河川敷の
管理経費です。 858

食肉センター事業（繰出金） 122750 産業経済部 農林課
食肉センター事業特別会計への繰
出金です。 53,618

林業総務費一般経費 123000 産業経済部 農林課 林業振興にかかる一般経費です。 6,731

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

造林・育林事業 123002 産業経済部 農林課
森林環境の整備、保全にかかる費
用です。 24,786

林業経営支援事業 123004 産業経済部 農林課 有害鳥獣対策などの費用です。 27,059

ふどうの森管理事業 123010 産業経済部 農林課
ふどうの森管理人への賃金、林道の
草刈などの費用です。 4,009

分収森林整備協定事業 123030 産業経済部 農林課
岐阜市と関市の分収林であるたずさ
えの森の整備費用です。 290

森林整備事業 123100 産業経済部 農林課
里山の整備、教育の森等の整備費
用です。 25,769

森林病害虫防除事業 123410 産業経済部 農林課
マツ枯れ、ナラ枯れ対策事業費用で
す。 151

森林保全基金積立 123600 産業経済部 農林課 森林保全基金の利息積立てです。 349

林業施設管理運営事業 123750 産業経済部 農林課 林業振興施設の管理費用です。 5,456

林道保全事業 123800 産業経済部 農林課
林道の改良、舗装整備などの費用で
す。 14,842

県単林道改良事業 123950 産業経済部 農林課
県の補助を受けて行う林道改良事業
費用です。 50,000

治山促進事業 123960 産業経済部 農林課 治山施設の維持管理費用です。 45

治山促進事業（集落環境保全整
備）

123980 産業経済部 農林課
県が施工した治山施設の流末処理
費用です。 18,245

農地費一般経費 124000 産業経済部 農林課
農業用の水路、道路などの維持管
理用の報償費及び助成金などです。 15,599

清流発電事業 124050 産業経済部 農林課
小水力発電の維持管理にかかる費
用です。 5,049

農村基盤整備支援事業 124100 産業経済部 農林課
農業用水路、道路などの維持管理
費用や改良事業の負担金などです。 141,458

農地保全事業 125130 産業経済部 農林課
中山間地域直接支払推進、多面的
機能促進にかかる費用です。 122,011

水産振興事業 125140 産業経済部 農林課
稚鮎の放流など水産振興にかかる
補助金などの費用です。 6,607

勤労者福利厚生施設管理運営事
業

125300 産業経済部 商工課
アピセ・関、勤労会館の指定管理委
託などの費用です。 25,049

新エネルギー利用促進事業 125350 産業経済部 商工課
新エネルギーの推進検討を図るため
の費用です。 184

商工業活動支援事業 125700 産業経済部 商工課
商工団体等の活動支援のための費
用です。 62,742

地域内消費喚起事業 125800 産業経済部 商工課
市内消費の促進を図るための費用
です。 1,825



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

関市中小企業退職金共済事業（繰
出金）

126000 産業経済部 商工課
中小企業従業員退職金共済事業特
別会計への繰出金です。 21,357

中濃公設市場管理運営事業（繰出
金）

126100 産業経済部 商工課
公設地方卸売市場事業特別会計へ
の繰出金です。 13,414

産業振興事業 126300 産業経済部 商工課
刃物セミナーの実施や、地場産業の
振興にかかる費用です。 12,890

企業競争力強化支援事業 126500 産業経済部 商工課
見本市出展に対する補助金などで
す。 23,313

企業誘致事業（工場誘致対策） 126600 産業経済部 商工課
企業立地促進条例に基づく奨励金な
どです。 70,746

企業誘致事業（工業団地対策） 126900 産業経済部 商工課
関工業団地、関テクノハイランドなど
の工業団地のための費用です。 52,931

商店街活性化事業 127300 産業経済部 商工課
中心市街地活性化総合支援事業補
助金などです。 5,857

消費生活保護事業 127500 産業経済部 商工課
消費生活相談室の運営費用などで
す。 2,212

金融対策事業 127600 産業経済部 商工課
中小企業設備資金利子補給や信用
保証料補給、小口融資貸付金など
の費用です。

30,736

就労就業支援事業 127700 産業経済部 商工課
新入社員激励大会の開催費用や雇
用促進協議会などへの補助金です。 5,608

就職サポートセンター事業 127710 産業経済部 商工課
就職サポートセンターの運営にかか
る費用です。 20,736

観光施設管理事業 127900 産業経済部 観光課
関鍛冶伝承館などの維持管理費用
です。 40,244

観光施設企画事業 127920 産業経済部 観光課
関鍛冶伝承館での企画展などの費
用です。 5,510

刃物ミュージアム回廊事業 127950 産業経済部 観光課
刃物ミュージアム回廊の整備費用で
す。 806,037

観光宣伝事業 128000 産業経済部 観光課
観光物産展の開催費用のほか、観
光PRに関する費用です。 27,507

観光資源活用事業 128005 産業経済部 観光課
観光資源活用促進のための費用で
す。 1,278

洞戸観光施設管理運営事業 128010 産業経済部 観光課
道の駅ラステンほらどなどの維持管
理費用です。 12,532

板取観光施設管理運営事業 128020 産業経済部 観光課
板取川温泉などの維持管理費用で
す。 37,857

板取観光地域づくり推進事業 128025 産業経済部 観光課
板取地域でのイベントなどに対する
補助金です。 4,500

武芸川観光施設管理運営事業 128030 産業経済部 観光課
道の駅むげ川などの維持管理費用
です。 53,263

武芸川観光地域づくり推進事業 128035 産業経済部 観光課
武芸川地域でのイベントなどに対す
る補助金です。 2,700



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

武儀観光施設管理運営事業 128040 産業経済部 観光課
道の駅平成などの維持管理費用で
す。 8,953

武儀観光地域づくり推進事業 128045 産業経済部 観光課
武儀地域でのイベントなどに対する
補助金です。 3,700

上之保観光施設管理事業 128050 産業経済部 観光課
上之保温泉などの維持管理費用で
す。 19,320

観光振興事業 128060 産業経済部 観光課
刃物まつり、花火大会などに対する
補助金です。 16,000

観光団体支援事業 128065 産業経済部 観光課 観光協会などに対する補助金です。 66,000

農業施設災害復旧事業 144000 産業経済部 農林課 災害復旧の費用です。 145,000

林業施設災害復事業 144050 産業経済部 農林課 災害復旧の費用です。 10,000



⑧【基盤整備部】 （単位：千円）

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

建設総務一般経費 128200 基盤整備部 建設総務課
各種同盟会、連絡協議会に対する負担
金、樋門管理費用などです。 11,604

道路水路整備促進事業 128220 基盤整備部 建設総務課 道路・水路の管理費用です。 7,861

地下道等整備促進事業 128230 基盤整備部 建設総務課 地下道の維持管理費用です。 6,071

地籍調査事業 128240 基盤整備部 建設総務課 地籍調査の費用です。 8,506

狭あい道路整備事業 128245 基盤整備部 建設総務課
狭あい道路の拡幅整備に係る助成を行
います。 630

県営道路改良事業負担金事業 128270 基盤整備部 建設総務課
県管理の国道や県道の道路改良事業に
対する負担金です。 35,000

道路台帳整備事業 128280 基盤整備部 建設総務課
道路台帳のデータ更新のための費用で
す。 6,207

市道新設事業用用地取得事業 128310 基盤整備部 建設総務課
東海環状自動車道工事用道路取得に係
る費用です。 12,289

総合交通体系事業 103300 基盤整備部 都市計画課
総合交通体系を検討する協議会などの
費用です。 1,069

デマンドバス運行事業 103340 基盤整備部 都市計画課 デマンドバスにかかる費用です。 39,116

バス路線維持管理事業 103342 基盤整備部 都市計画課
乗継所や停留所など、バス路線の維持管
理にかかる費用です。 8,113

自主運行バス運行事業 103344 基盤整備部 都市計画課 自主運行バスにかかる費用です。 163,384

地域内バス運行事業 103346 基盤整備部 都市計画課 地域内バスににかかる費用です。 118,162

公共交通利用促進事業 103348 基盤整備部 都市計画課 通学助成にかかる費用です。 1,850

市営駐輪場管理事業 103370 基盤整備部 都市計画課 市営駐輪場の管理費用です。 6,286

鉄道交通事業 103460 基盤整備部 都市計画課
長良川鉄道に対する補助金などの費用
です。 44,207

関シティターミナル管理事業 103470 基盤整備部 都市計画課 関シティターミナルの管理する費用です。 5,592

住居表示推進事業 106600 基盤整備部 都市計画課 住居表示を行うための費用です。 391

建築指導事業一般経費 131800 基盤整備部 都市計画課 建築指導に係る一般経費です。 21,244

耐震化促進事業 131840 基盤整備部 都市計画課
木造住宅耐震補強、建築物耐震診断に
対する補助金などです。 36,730

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

空家等対策事業 131850 基盤整備部 都市計画課
空家等に関する施策を促進するための費
用です。 5,360

開発指導事業 132000 基盤整備部 都市計画課 開発指導に係る一般経費です。 72

土地利用規制等対策事業 132100 基盤整備部 都市計画課
適正な指導による秩序ある土地開発を促
進するための費用です。 124

まちづくり計画運用事業一般経費 132400 基盤整備部 都市計画課
市街地形成を計画的に促進するための
一般経費です。 9,448

まちづくり計画事業 132405 基盤整備部 都市計画課
まちづくりを計画的に推進するための費
用です。 45,735

都市景観形成事業 132430 基盤整備部 都市計画課 都市景観を形成する費用です。 2,272

公園維持管理事業 133400 基盤整備部 都市計画課 都市公園などの維持管理費用です。 52,598

新設公園整備事業 133650 基盤整備部 都市計画課 新設公園を建設するための費用です。 16,130

土地区画整理事業一般経費 134000 基盤整備部 都市計画課 土地区画整理に使う費用です。 1,210

笠屋地区土地区画整理事業 134210 基盤整備部 都市計画課 笠屋地区の土地区画整理の費用です。 5,000

平賀第一地区土地区画整理事業 134221 基盤整備部 都市計画課
平賀第一地区の土地区画整理の費用で
す。道路・水路整備を行います。 90,000

平賀第二地区土地区画整理事業 134226 基盤整備部 都市計画課
平賀第二地区の土地区画整理の費用で
す。道路・水路整備を行います。 107,274

平賀天神杜地区土地区画整理事
業

134240 基盤整備部 都市計画課
平賀天神杜地区の土地区画整理を進め
るための費用です。 10,000

道路橋りょう一般経費 128750 基盤整備部 土木課 道路橋りょう管理に係る費用です。 3,685

道路管理事業 129200 基盤整備部 土木課 道路やトンネル管理に係る費用です。 20,776

道路維持事業 129205 基盤整備部 土木課 道路の修繕等に係る費用です。 193,500

生活関連道路整備事業 129210 基盤整備部 土木課 生活関連道路の維持補修の費用です。 55,980

道路防災事業 129250 基盤整備部 土木課 落石防止など道路防災事業の費用です。 26,000

道路緊急修繕事業 129300 基盤整備部 土木課 市道の緊急な修繕のための費用です。 80,000

除雪対策事業 129400 基盤整備部 土木課 市道の除雪作業などの費用です。 33,366

交通安全施設管理事業 129500 基盤整備部 土木課
道路照明灯、防犯灯などの維持管理費
用です。 34,120

交通安全施設整備事業 129510 基盤整備部 土木課
道路照明灯、防犯灯、道路反射鏡、ガー
ドレール、道路区画線などの整備費用で
す。

56,300



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

社会資本整備総合交付金事業 129680 基盤整備部 土木課
社会資本整備総合交付金事業の東山西
田原線、東本郷鋳物師屋線の整備費用
です。

337,092

道路新設改良事業 129800 基盤整備部 土木課 市道改良の費用です。 109,600

中電関連道路新設改良事業 129900 基盤整備部 土木課
板取地域で実施する市道幹線改良事業
に係る費用です。 60,000

橋りょう維持事業 130600 基盤整備部 土木課
橋りょうの長寿命化修繕や耐震補強のた
めの維持管理費用です。 220,000

河川総務費一般経費 130800 基盤整備部 土木課
河川に関係する協会等の負担金などで
す。 3,215

河川管理事業 131000 基盤整備部 土木課 調整池の維持管理などの費用です。 1,779

河川維持事業 131030 基盤整備部 土木課 河川の草刈りや浚渫などの費用です。 61,325

河川緊急修繕事業 131050 基盤整備部 土木課 河川の管理費用です。 11,500

急傾斜地崩壊対策事業 131400 基盤整備部 土木課
県の補助を受けて行う急傾斜地崩壊対
策のための費用です。 20,274

急傾斜地崩壊対策負担金事業 131410 基盤整備部 土木課
国の補助を受けて県が行う急傾斜地崩
壊対策事業に対する負担金です。 23,500

普通河川･排水路整備事業 131500 基盤整備部 土木課 排水路等整備のための費用です。 139,678

道路緑化事業（アジサイロード） 133010 基盤整備部 土木課 アジサイロードの整備費用です。 9,100

道路緑化事業（街路樹整備） 133300 基盤整備部 土木課 街路樹の維持管理費用です。 51,780

土木施設災害復旧事業 144100 基盤整備部 土木課 土木施設の災害復旧費用です。 207,650

水道事業 119285 基盤整備部 水道課 水道事業会計に繰り出す費用です。 259,657

し尿処理事業 119900 基盤整備部 下水道課 し尿処理場の管理費用です。 66,077

千疋コミュニティプラント維持管理
事業

119910 基盤整備部 下水道課
千疋コミュニティプラントの管理費用で
す。 27,105

農業集落排水事業繰出金 125000 基盤整備部 下水道課
農業集落排水事業特別会計への繰出金
です。 709,886

農業集落排水事業繰出金（清流発
電事業）

125005 基盤整備部 下水道課
農業集落排水事業特別会計への繰出金
です。 3,403

下水道特別会計繰出金 132300 基盤整備部 下水道課 下水道事業特別会計への繰出金です。 935,861



⑨【教育委員会】 （単位：千円）

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

留守家庭児童教室事業 113800 教育委員会 教育総務課 留守家庭児童教室に係る費用です。 81,200

教育委員会事業 136000 教育委員会 教育総務課 教育委員会運営に係る費用です。 2,701

教育委員会事務局一般経費 136100 教育委員会 教育総務課 新入学児童生徒祝品などの費用です。 6,533

教職員住宅管理事業 136300 教育委員会 教育総務課 教職員住宅管理の費用です。 3,274

奨学資金貸付事業 136500 教育委員会 教育総務課
高校生、大学生などへの奨学資金貸付
金です。 34,813

旧中濃高校校舎管理事業 136550 教育委員会 教育総務課 旧中濃高校校舎管理の費用です。 695

ふれあい教室事業 136660 教育委員会 学校教育課 ふれあい教室に係る費用です。 6,213

学校教育一般経費 136665 教育委員会 学校教育課
学校教育の一般的経費です。主に社会
体育のための費用です。 1,431

ＡＥＴ雇用事業 136670 教育委員会 学校教育課 英語指導助手（ＡＥＴ)の報酬などです。 29,178

外国人児童生徒等教育相談員派
遣事業

136675 教育委員会 学校教育課
外国人児童生徒等教育相談員の賃金な
どです。 8,000

外国人日本語初期指導事業 136676 教育委員会 学校教育課
外国人児童生徒に対する日本語初期指
導教室に係る経費です。 12,314

学校安全づくり事業 136695 教育委員会 学校教育課 学校安全支援者の賃金などです。 21,029

学校運営サポート事業 136697 教育委員会 学校教育課 スクールロイヤー制度に係る費用です。 1,205

ＰＴＡ連合会補助 136705 教育委員会 学校教育課 ＰＴＡ連合会への補助金です。 550

養護教諭複数配置事業 136707 教育委員会 学校教育課
養護教諭を複数配置するための費用で
す。 3,568

まなびセンター運営事業 136710 教育委員会 学校教育課
アドバイザーの賃金など、センター運営に
係る費用です。 6,047

まなびセンター天文教育事業 136720 教育委員会 学校教育課
プラネタリウムの出張投影委託などの費
用です。 3,642

まなびセンター情報教育事業 136730 教育委員会 学校教育課
小学校プログラミング教育などの費用で
す。 12,890

教育研究事業 136740 教育委員会 学校教育課
教職員研修、小学校社会科副読本作成、
小中学校連合音楽会などの費用です。 5,555

中学校リーダー養成事業 136750 教育委員会 学校教育課 中学校リーダー養成事業の費用です。 617

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

関市版「寺子屋」事業 136760 教育委員会 学校教育課 「寺子屋」事業のための補助です。 5,600

小学校施設管理事業 136900 教育委員会 教育総務課 小学校１９校の維持管理費用などです。 207,796

小学校スクールバス管理事業 136910 教育委員会 教育総務課 小学校スクールバス運行の費用です。 16,080

小学校職員用パソコン貸与事業 136940 教育委員会 教育総務課
教職員１人１台パソコンの貸与にかかる
費用です。 42,267

小学校学校教育事業 137000 教育委員会 学校教育課
小学校全般の費用です。（諸経費及び研
究会等補助） 2,939

共生小学校づくり事業 137010 教育委員会 学校教育課 特色ある学校経営のための補助です。 5,894

小学校わかあゆプラン事業 137020 教育委員会 学校教育課 わかあゆプラン講師の賃金などです。 43,137

小学校各種教育事業 137030 教育委員会 学校教育課 「夢教室」やＳＴＥＭ教育などの費用です。 5,656

小学校郷土教育推進事業 137035 教育委員会 学校教育課
小学校の郷土教育のための社会見学の
費用です。 19,107

小学校特別支援・相談事業 137040 教育委員会 学校教育課
特別支援教育アシスタントなどの賃金な
どです。 73,111

小学校図書利用促進事業 137050 教育委員会 学校教育課 小学校図書館に係る費用です。 17,239

小学校教材整備事業 137070 教育委員会 学校教育課
小学校教材（パソコン教室含む）などの費
用です。 115,867

小学校研究校・モデル校事業 137100 教育委員会 学校教育課
小学校の研究指定校のための費用で
す。 400

小学校就学援助事業 137200 教育委員会 学校教育課 就学援助などの費用です。 34,429

小学校遠距離通学助成事業 137300 教育委員会 学校教育課
小学校遠距離通学の通学費に係る補助
です。（バス代） 1,288

小学校人権教育事業 137340 教育委員会 学校教育課 小学校の人権教育のための費用です。 224

小学校施設改修事業 137400 教育委員会 教育総務課 小学校トイレの改修などの費用です。 165,000

中学校施設管理事業 137500 教育委員会 教育総務課 中学校９校の維持管理費用などです。 97,833

中学校スクールバス管理事業 137510 教育委員会 教育総務課 中学校スクールバス運行の費用です。 11,200

中学校教職員用パソコン貸与事業 137540 教育委員会 教育総務課
教職員１人１台パソコンの貸与にかかる
費用です。 31,315

中学校教育事業 137600 教育委員会 学校教育課
中学校全般の費用です。（諸経費及び研
究会等補助） 2,130

共生中学校づくり事業 137610 教育委員会 学校教育課 特色ある学校経営のための補助です。 2,773



事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

中学校わかあゆプラン事業 137620 教育委員会 学校教育課 わかあゆプラン講師の賃金などです。 1,795

中学校各種教育事業 137630 教育委員会 学校教育課
部活動指導員への謝礼やＳＴＥＭ教育な
どの費用です。 8,069

グローバル教育推進事業 137635 教育委員会 学校教育課
海外研修、英語スピーチコンテストの費
用です。 4,968

中学校特別支援・相談事業 137640 教育委員会 学校教育課
特別支援教育アシスタントなどの賃金な
どです。 20,057

中学校図書利用促進事業 137650 教育委員会 学校教育課 中学校図書館に係る費用です。 9,304

中学校教材整備事業 137670 教育委員会 学校教育課
中学校教材（パソコン教室含む）などの費
用です。 56,093

中学校人権教育事業 137680 教育委員会 学校教育課 中学校の人権教育のための費用です。 128

中学校研究校・モデル校事業 137700 教育委員会 学校教育課
中学校の研究指定校のための費用で
す。 350

中学校就学援助事業 137800 教育委員会 学校教育課 就学援助などの費用です。 35,440

中学校遠距離通学助成事業 137850 教育委員会 学校教育課
中学校遠距離通学の通学費に係る補助
です。（バス代） 89

中学校施設改修事業 137900 教育委員会 教育総務課 中学校トイレ改修などの費用です。 187,482

高等学校管理一般経費 138100 教育委員会 関商工高等学校
非常勤講師の報酬や臨時職員の賃金な
どの費用です。 16,241

高等学校全日制管理事業 138200 教育委員会 関商工高等学校
施設や校用備品の維持管理などの費用
です。 83,286

高等学校定時制管理事業 138210 教育委員会 関商工高等学校
定時制の備品の維持管理や教材購入な
どの費用です。 2,825

高等学校施設整備事業 138300 教育委員会 関商工高等学校 教室空調機設置工事などの費用です。 67,861

高等学校教育振興事業 138800 教育委員会 関商工高等学校
教育備品の整備や教職員研修、教材買
入などの費用です。 101,193

放課後子ども教室事業 139650 教育委員会 教育総務課 放課後子ども教室に係る費用です。 10,651

家庭教育推進事業 139760 教育委員会 学校教育課 家庭教育学級などに係る費用です。 4,859

学校給食センター管理運営事業 143100 教育委員会 教育総務課
４箇所の学校給食センターの維持管理費
用及び新給食センターの建設に係る費用
などです。

1,525,914

学校給食センター食材管理事業 143200 教育委員会 教育総務課 給食食材の購入費用です。 455,582

学校保健事業事業 143450 教育委員会 学校教育課 学校保健の費用です。 54,194



⑩【会計】 （単位：千円）

事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H31予算要求額

会計事務事業 104500 会計管理者 会計課 収入・支出に伴う事務の費用です。 3,291

各室部局長が審査を行い、部内調整の結果、
当初予算の概算要求を決定した額です。


