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み、育てら
れる環境に
しよう

1
こども相談・虐待防止事
業

子育て支援
課

2,532 拡大

平成17年4月1日から虐待通告を含めた子どもの相談
に関する相談窓口を開設した。平成19年度から、み
よし市要保護児童対策協議会を設置した。
平成20年度から、生後4か月までの全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問事業）として、生後4か
月を迎えるまでの間に１回訪問し、育児に関する不
安や悩みの相談と市の育児情報の紹介をする。
平成26年度から健康推進課とアセスメント会議を開
催し、ハイリスク家庭の把握を行っている。

2 児童育成計画推進事業
子育て支援

課
128 現状維持

子ども・子育て支援法に規定する市町村子ども・子
育て支援事業計画に位置付ける「みよし児童育成計
画」を策定する。
計画の策定後は審議会を開催し、施策事業及び進捗
状況の検証をする。

3
ひとり親家庭相談・自立
支援事業

子育て支援
課

15,150 現状維持

・母子父子自立支援員を配置し、ひとり親世帯の自
立した生活に向けた支援プログラムを策定する。
・母子（父子）家庭の母親（父親）が自立のための
適職に就くのに必要な場合、教育訓練の受講のため
自立支援教育訓練給付金支給事業、高等職業訓練促
進費等支給事業を行う。
・福祉に欠ける児童と配偶者のいないその母親に対
し母子生活支援施設へ保護し、母子家庭の生活と自
立の促進を行う。

4
放課後児童健全育成事
業

子育て支援
課

262,335 現状維持

保護者の就労等により家庭での監護養育に欠ける児
童を対象に、学校の空き教室などを利用し、保護者
が帰宅するまで、指導員のもとで自主活動、遊びを
中心とした生活の場所を提供する。また、民間児童
クラブの運営費を補助して、公立児童クラブの待機
児童を削減するとともに、民間児童クラブの利用料
負担軽減を図る。平成３０年度は北部、天王、三好
丘、緑丘を２教室化、平成３１年度は残りの４校で
ある中部、南部、黒笹、三吉を２教室化した。
通年利用は、毎週月曜日から金曜日までの開校日

5 ファミリーサポート事業
子育て支援

課
2,593 現状維持

「仕事と育児の両立のために」を目標に「子育てを
助けて欲しい」（依頼会員）「子育てのお手伝いを
したい」（援助会員）と思っている方が、会員とな
り、お互いに助け合いながら活動する。

6 遺児手当支給事務
子育て支援

課
18,170 現状維持

みよし市に居住する18歳に達する年度末までの児童
で、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡
した児童、父または母が規則で定める障がいの状態
にある児童等である遺児を養育する者に、みよし市
遺児手当を支給する。手当の額は、遺児1人につき
月額2,500円とする。

7 児童扶養手当事務
子育て支援

課
147,002 現状維持

児童扶養手当法に基づき、支給要件に該当する児童
を監護する母、父または養育者に児童扶養手当を支
給する。所得制限があり、受給者または扶養義務者
の所得に応じて一部支給停止または支給しない。
【令和元年度4月～支給額】
第1子　42,910円（所得に応じ42,900円から10,030
円まで）
第2子　10,140～5,020円　第3子　6,080～3,010円
【支給月】奇数月の年6回　【国庫補助】1/3

②

 外部評価対象候補事務事業一覧（施策体系表）

事務事業
第２次みよし市
総合計画基本計画みよし市

総合計画
基本目標

所属 備考

≪表の見方≫
　　表中の「備考」に①から③のいずれかの記入がある事業につきましては、評価の対象にあまりそぐわない事務事業と考
　えられます。
　　備考に記号のない事業の中から優先的に外部評価対象事務事業を選定していただきたいと考えています。ただし、あく
　まで評価の優先度が低いと考えられるものでありますので対象候補とすることもできます。

　表中の「備考」に表記されております①～③については、下記のとおりです。
　　　①今後の事業の方向性が「現状維持」「拡大」以外の事務事業(※１)
  　　  ・既に担当課の評価の中で何らかの改善等が検討されており、「現状維持」「拡大」と比較すると評価の優先度
　　　　が低いと考えられるため。
　
　　　②法定受託事務の有る事務事業
　　　　・国から委託されている事務であり、市独自に事業を改善できる部分が限られる。

　　　③令和2年度当初予算のない事業
　　　　・事業概要の※印にて、当初予算のない理由を記入しております。

　　※１…「今後の事業の方向性」欄は、「拡大」「改善」「現状維持」「縮小」「廃止」の５区分で表示
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どもを産
み、育てら
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しよう 8 児童発達支援事業

子育て支援
課

16,635 現状維持

・みよし市児童発達支援事業所「よつば」は定員１
５人で、心身に障害のある児童又はその疑いがあ
り、療育の必要性が認められる概ね3歳から小学校
就学前までの児童に日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練
を行う。 
・親子通園ルーム「ふたば」は、保健センターとの
連携により、発達に心配のある概ね１歳から３歳ま
での就園前の乳幼児を対象に親子で通園し、遊びを
通して日常生活の指導や親子関係を育て、子どもの
心身の発達を促すとともに、親子同士の交流を深め
てもらう。

9 保育園運営事業
子育て支援

課
821,590 現状維持

保育園及び小規模保育事業所にて園児の保育を実施
している事業
・市立の保育園７園（直営）
・私立の保育園３園（民間）
・小規模保育事業所（民間1園）
通常保育及び特別保育の提供
民間の保育園には、管理運営を委託し、委託料と補
助金を支払っている。

10 保育園整備事業
子育て支援

課
61,974 現状維持

保育園の老朽化に伴う修繕や、計画的な備品の買い
替えを行い、安全で安心して過ごせる保育環境を整
備する。
空調機については、乳児室、保育室、事務室の老朽
化した既設空調機を計画的に更新する。

11
子育て支援センター運
営事業

子育て支援
課

28,324 現状維持

相談業務、親子ふれあいルーム、育児相談、保育園
開放事業等を実施。
地区子育て支援センター５地区。
子育てふれあい広場２施設。
市内５地区において、支援センターを開設し、相談
業務、親子ふれあいルーム、育児相談、保育園開放
事業等を実施。また、子育て総合支援センター及び
カリヨンハウス内に子育てふれあい広場のを開設及
び相談業務を実施。

12 児童手当支給事務
子育て支援

課
1,133,558 現状維持

平成24年4月改正の児童手当法に基づき、中学校修
了前の児童を養育する者に児童手当を支給する。
平成24年6月以降は、所得制限の導入により、限度
額超過の場合は特例給付を支給する。
児童1人あたり支給月額(1)児童手当3歳未満15,000
円、3歳～小学校修了前の第1・2子10,000円、第3子
以降15,000円、中学生10,000円(2)特例給付5,000円

②

13 予防接種事業 健康推進課 250,486 現状維持

予防接種法に基づく、定期予防接種(A類疾病・B類
疾病）及び任意予防接種（市独自の助成事業）を実
施している。

14
妊産婦・乳児健康診査
事業

健康推進課 84,586 現状維持

母子健康手帳交付時に、妊婦・産婦健康診査受診
票・乳児健康診査受診票及び妊婦・産婦歯科健康診
査受診票を交付し、妊産婦・乳児の健康保持及び異
常の早期発見・早期治療を図る。

15 乳幼児健康診査事業 健康推進課 17,355 現状維持

未就学児に対し健康診査を実施し、病気の早期発
見・治療（療育）につなげる。児の発達育児の専門
的な助言の場ととらえ、医師・歯科医師・保健師・
歯科衛生士・管理栄養士に加え、保育士・心理相談
員を配置し実施する。健診の結果、要経過観察と
なった児に対し、適切な事後指導につなげる。

16 発達支援教室事業 健康推進課 1,924 現状維持

幼児健診等事後教室（名称：のびのび教室）として
スタッフ（保健師・心理相談員・保育士等）が、児
の発達や関わり方について保護者の相談に応じる。

17 母子保健指導事業 健康推進課 10,651 改善

月曜育児健康相談,出前育児相談（助産師相談併
設）,すくすく教室、むし歯予防教室、わんぱく教
室、こどもの料理教室、さくらんぼ（多胎交流支
援）母乳育児相談（助産師相談）,子育て自主グ
ループ支援（依頼により実施）,健康教育（保育園,
自主グループ等,小中学校）,母子訪問指導事業(生
後4か月児までの乳児家庭全戸訪問時にあわせての
絵本の配布事業）等を通し,子育て支援および母子
保健指導事業を実施している。

①

18 パパママ教室事業 健康推進課 314 現状維持

正しい知識や適切な情報・助言により、健全な妊
娠・分娩・産褥・育児が図られるよう支援する。加
えて、父性育成、妊婦のコミュニケーションを図る
ことで、夫婦で安心して妊娠・出産・育児が迎えら
れることを目的に教室を実施する。

19 不妊治療費助成金事業 健康推進課 2,880 現状維持

不妊に悩み治療を行っているみよし市に住所を有す
る夫婦に対し、一般不妊検査及び不妊治療に係る診
療費の自己負担金と人工授精にかかる自己負担金の
一部を助成し経済的な支援をする。助成額は年間自
己負担額の1/2で1年度10万円を限度に、通算して2
年間までとする。

20 幼稚園支援事業
子育て支援

課
11,781 現状維持

幼稚園児の健全育成をはじめ、教育振興のための事
業推進及び教諭の資質向上を目的とした事業を実施
する。
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11

21
幼稚園授業料等補助事
業

子育て支援
課

320,219 現状維持

・幼児教育・保育無償化に伴い、満3歳から5歳児ま
での入園料と利用料が月額2万5,700円まで無償
・共働き世帯の保育の必要な満3歳から5歳児までの
預かり保育利用料が月額1万1,300円まで無償
・年収360万円未満の世帯の副食材料費を無償

22
思春期家庭教育講座事
業

教育行政課 80 現状維持
市内中学校（４校）において、子育てへの悩みや不
安を持つ親に対して、子育て講座を開催している。

23 家庭教育学級開催事業 教育行政課 320 現状維持

家庭教育の基礎となる保護者に対し、家庭教育に関
する情報と学習機会を計画的・継続的に提供し、家
庭教育力の向上を図る。

24
いきいき子育て講座開
催事業

教育行政課 388 統合

市内各幼稚園と共催で、毎年１回ずつ、子どもを養
育する保護者を対象として、家庭教育力の向上を目
指し、子どものしつけや子育て等の講演会を開催し
ている。

①

25
家庭教育地域活動推進
事業

教育行政課 380 現状維持

ふれあいトライアングル:家庭・地域・学校の３者
が連携して家庭教育を推進する。
みよし未来塾:学習に遅れを感じる中高生を対象
に、学習の場を提供し、学習支援員によるサポート
をする。

26
子ども会活動費補助事
業

子育て支援
課

5,786 現状維持

地区における子どもの健全育成を図り、児童福祉の
増進に資することを目的に、子ども会（19団体）、
ジュニアリーダークラブ（1団体）及び子育てクラ
ブ（17団体）へ補助金を交付する。また、地区子ど
も会の諸活動の助長に関する事業を支援することに
より、みよし市における子どもの健全な育成を図る
ことを目的として活動する子ども会育成連絡協議会
の運営に対して補助金を交付する。

27 児童館等活動運営事業
子育て支援

課
19,707 現状維持

児童館（13館）及び集会所内児童厚生施設（12館）
を設置し、児童が安心して遊ぶことができる場を提
供する。各施設に児童厚生員を配置し、児童館等行
事を通じ、地域児童の育成及び指導行う。

12 心豊かな子
どもを育て
よう

1 教育委員会活動事業 教育行政課 4,029 現状維持

・教育委員会義の開催　定例会（毎月１回）臨時会
（必要に応じて委員長が招集）
・教育委員県外研修　　教育活動に関する先進事例
を研修する。

2
みよし市教育振興基本
計画推進事業

学校教育課 1,661 拡大

・教育振興基本計画推進委員会を設置し、みよし市
教育振興基本計画に基づき、教育施策の推進を図
る。
 
・教育振興基本計画を基に効果的な事業の展開を図
る。

3 中小学校体育連盟事業 学校教育課 1,878 現状維持

小中学生の心身の育成、体力の増強及び体育スポー
ツ活動の振興を図るための大会事業、調査研究事業
を実施する。
 
・学校体育の研究会、講習会の開催
・小中学校の体育大会への参加
・中学生の夏季大会
・豊田みよし地区中学校新人体育大会
・みよし市小学校陸上競技大会
・西三河支部、県中小体連との連携　諸会議への参
加

4 教育施策推進事業 学校教育課 12,284 現状維持

・「みよし市教育振興基本計画」に基づき、児童生
徒の「生きる力」を育むために必要な教職員の指導
力や資質の向上を図るための研究会に所属するため
の負担金を支払う。また、みよし市立小中学校校長
会へ教員研修事業等を委託し、教員の資質向上を図
る。
・図書館システムの整備により、学校図書館利用の
充実を図る。

5 通学路表示対策事業 教育行政課 3,733 現状維持

交通量、通学人数の多い通学路で、通学路標識、安
全のみどり線で自動車等交通車両へ、通学路である
ことを明示し注意喚起をすることにより、通学時の
安全確保をする。

6
小中学生思い出コン
サート事業

学校教育課 2,290 現状維持

卒業を控えた小学６年生と中学３年生に、本格的な
クラシック音楽の生演奏を聴くことで、音楽の素晴
らしさや感動を思い出として残してもらうもの。

7
小中学生夢の作品展事
業

学校教育課 5,076 拡大

市内の全小中学生の図画工作・美術の作品を展示
し、市民に発表する。なお、作品は、小中学生全児
童・生徒の作品、夢の作品展ポスター優秀作品、コ
ロンバス市の児童・生徒の作品5,800点をこえる規
模となっている。

8 児童生徒防犯対策事業 学校教育課 2,217 現状維持

地域ぐるみで子どもの安全を守る体制づくりが必要
であり、子どもたちが安心して生活できる環境づく
りを推進する。

安心して子
どもを産
み、育てら
れる環境に
しよう

安心して
子どもを産
み育て、誰
もが豊か
な心を育
むまち
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12 心豊かな子
どもを育て
よう

9 現職教育事業 学校教育課 33,466 現状維持

・新規採用教職員から校長等管理職まで、それぞれ
の職務・職責に必要とされる能力開発を行うための
研修の実施、研究事業への支援を行う。
・外国人児童生徒が増加しているため、日本語指導
員を配置する。また、経験の少ない教員等の指導力
等を高めるため、授業・教科・特別支援のアドバイ
ザーを派遣する。さらに、児童生徒へのきめ細やか
な指導と個性重視の指導を図るために非常勤講師を
配置する。
・外国人児童生徒への初期の日本語指導や学校への
早期適応指導のため、初期指導教室を開設してい
る。

10
みよし市教育センター事
業

学校教育課 15,237 現状維持

市内小中学生とその保護者、小中学校教員を対象と
した、いじめ、不登校等の学校の諸課題への対応支
援、発達や就学に関する教育相談、学校生活におい
て個別の支援が必要な児童生徒に対応する教員の補
助者の配置等を総括的に行う。

11 教育支援事業 学校教育課 28,399 現状維持

児童の小学校入学前に身体面・知能面を検査し、客
観的資料を基に一人ひとりを把握し、適正な就学・
教育支援を図るため、就学予定の小学校で健康診断
と知能検査を行う。
 
本市在住の肢体不自由児が豊田市立豊田特別支援学
校へ就学するため、豊田市に応分の協力金を支払
う。

12 小学校保健推進事業 学校教育課 31,100 現状維持
学校保健安全法の規定により、児童と教職員の健康
診断を実施する。

13
小学校管理備品等整備
事業

教育行政課 3,978 現状維持

各学校からの希望をもとに学校教育に必要な消耗
品・備品を整備する。
機器類等の経年劣化に対応した更新計画により、児
童生徒の学習及び活動に支障の無いように更新、補
充をおこなう。

14 小学校管理事業 教育行政課 102,762 現状維持

義務教育施設として小学校を管理していくのに必要
となる基本的な施設、設備の改修及び整備等を図
り、教育環境の保全・充実を図る。

15
小学校教科書・指導書
整備事業

学校教育課 45,636 現状維持

小学校の授業・指導・研究等に必要となる教師用の
教科書・指導書を購入する。

16 小学校運営事業 学校教育課 84,818 現状維持

義務教育施設として小学校を管理運営していくのに
必要となる維持費の支払い及び消耗品費等を購入す
る。

17 小学校就学援助事業 学校教育課 20,261 現状維持

経済的理由により、就学困難と認められる児童の保
護者に対して、学用品、給食費等の必要な援助をす
ることにより、教育機会の均衡を図るもの。

18 小学校学習活動事業 学校教育課 3,546 現状維持

児童を恵まれた自然環境の中で、集団生活を通して
人間的触れ合いを深めるとともに、自然とふれあ
い、地域社会への理解を深める。また文化的な活動
に触れることで、芸術・文化への関心を高める。通
常の学校生活では得がたい体験を与え、児童の心身
ともに調和のとれた健全な育成を図る。

19
小学校コンピュータ整備
事業

教育行政課 48,803 拡大
教育用コンピュータ機器及び教材コンピュータソフ
ト等の賃借を行い情報教育環境の整備を図る。

20 小学校教育振興事業 学校教育課 10,657 現状維持

小学校の学習指導に必要となる消耗品の購入を行い
ます。また、各小学校で管理されている教材機器の
修繕を行います。

21
小学校教材備品等整備
事業

学校教育課 13,993 現状維持

教材用として使用する備品を各学校からの要望をも
とに精査し、必要な備品を整備する。
学校図書館の充実を図るため図書の購入を行う。

22 小学校副読本購入事業 学校教育課 11,542 現状維持

児童が使用する教科書以外の教材の一部を購入す
る。
また、小学３・４年の社会科で地域の学習をする児
童のために、副読本「みよし」を配布する。
５年毎または学習指導要領の改訂にあわせ副読本
「みよし」編集委員会を設置し、実情に合わせた内
容の改訂を行う。（平成２８年度に編集委員会を設
置し、平成２９年４月１日改訂）(次回令和２年度
設置、令和３年４月１日改訂）

4



取組
方針
No

取組方針
事業
No

事務事業名

事務事業
第２次みよし市
総合計画基本計画みよし市

総合計画
基本目標

所属 備考
R2当初
予算額
（千円）

今後の
事業
方向性
※１

事業概要

安心して
子どもを産
み育て、誰
もが豊か
な心を育
むまち

12 心豊かな子
どもを育て
よう

23 小学校教育活動事業 学校教育課 4,011 現状維持

・教育活動事業
　勤労体験・生産活動、生活指導、課外クラブ活
動、地域社会との連携活動など、社会と次代を担う
人材育成のための教育活動の充実を図る。
・キャリア教育推進事業　
　市内1小学校でキャリア教育を行う。
・.卒業記念品・入学祝品配布事業
　卒業・入学の祝いとして、該当児童に記念品を贈
る。
・日本スポーツ振興センター災害共済給付事業
　学校の管理下における児童の災害に対する災害共
済給付金の給付事務を行い、学校安全の普及充実を
図る。

24 小学校施設整備事業 教育行政課 17,170 拡大

老朽化し大規模な改修が必要な校舎、人に優しいま
ちづくり条例に則した改修が必要な校舎、その他施
設の大規模な改修が必要な校舎等に関して、工事等
を実施する。

25 中学校保健推進事業 学校教育課 16,224 現状維持
学校保健安全法の規定により、児童と教職員の健康
診断を実施する。

26
中学校管理備品等整備
事業

教育行政課 4,985 現状維持

各学校からの希望をもとに学校教育に必要な消耗
品・備品を整備していきます。
機器類の経年劣化に対応した計画的な更新を必要と
する。

27 中学校管理事業 教育行政課 54,843 現状維持

義務教育施設として中学校を管理していくのに必要
となる基本的な施設、設備の改修及び整備等を図
り、教育環境の保全・充実を図る。

28
中学校教科書・指導書
整備事業

学校教育課 294 現状維持
中学校の授業・指導・研究等に必要となる教師用の
教科書・指導書を購入する。

29 中学校運営事業 学校教育課 47,260 現状維持
義務教育施設として中学校を管理運営していくの必
要となる維持費に支払い及び消耗品等を購入する。

30 中学校就学援助事業 学校教育課 22,096 現状維持

経済的理由により、就学困難と認められる生徒の保
護者に対して、学用品、給食費等の必要な援助をす
ることにより、教育機会の均衡を図るもの。

31 中学校学習活動事業 学校教育課 16,310 現状維持

生徒を恵まれた自然環境の中で、集団生活を通して
人間的触れ合いを深めるとともに、自然とふれあ
い、地域社会への理解を深める。通常の生活では得
がたい体験を与え、生徒の心身ともに調和のとれた
健全な育成を図る。

32 中学校部活動支援事業 学校教育課 1,728 拡大
部活動の外部指導者を各中学校に配置する。部活動
の活性化と指導内容の向上を図る。

33
中学校コンピュータ整備
事業

教育行政課 25,124 拡大
教育用コンピュータ機器及び教材コンピュータソフ
ト等の賃借を行い情報教育環境の整備を図る。

34 中学校教育振興事業 学校教育課 7,010 現状維持

義務教育施設として中学校を管理運営していくのに
必要となる学習教育教材を購入する。また各中学校
で管理されている教材機器の修繕を行うもの。

35
中学校教材備品等整備
事業

学校教育課 6,962 現状維持

教材用として使用する備品を、各学校からの要望を
もとに精査し、必要な備品を整備する。
学校図書館の充実を図るため図書の購入を行う。

36 中学校副読本購入事業 学校教育課 4,625 現状維持
生徒が使用する教科書以外の教材の一部を購入す
る。

37 中学校教育活動事業 学校教育課 4,788 現状維持

・教育活動事業
　勤労体験・生産活動、生徒指導、課外クラブ活
動、地域社会との連携活動など、社会と次代を担う
人材育成のための教育活動の充実を図る。
・キャリア教育推進事業
　県事業の委託を受けて市内4中学校で　キャリア
教育を行う。
・卒業記念品・入学祝品配布事業
　卒業・入学の祝いとして、該当生徒に記念品を贈
る。
・日本スポーツ振興センター災害共済給付事業
　学校の管理下における生徒の災害に対する災害共
済給付金の給付事務を行い、学校安全の普及充実を
図る。

38
外国語指導助手派遣事
業

学校教育課 27,768 拡大

外国語を理解し、外国語で表現する能力を養い、外
国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする
態度を育てるとともに、言語や文化に対する関心を
高め、国際理解を深めることを目的として行う。

39 中学校施設整備事業 教育行政課 0 現状維持

老朽化し大規模な改修が必要な校舎、人に優しいま
ちづくり条例に即した改修が必要な校舎、その他施
設の大規模な改修が必要な校舎等に関して、工事等
を実施する。

※令和２年度は計画的な大規模改修休止期間。

③

40 ＰＴＡ活動事業 教育行政課 150 現状維持

市内小中学校ＰＴＡ相互の情報交換のため、市小中
学校ＰＴＡ連絡協議会を設置し、その運営を補助金
で支援している。
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41 学校給食運営事業 学校教育課 13,653 現状維持

安全安心な給食の提供のため、給食センターの運営
を適正かつ円滑に行い、衛生管理を徹底するにあた
り必要な業務を実施する。
 
・みよし市学校給食センター運営委員会の設置
・衛生点検及び食器、器具、食材、給食検査の実施
・給食管理システムの管理及び保守点検
・腸内細菌検査の実施　等

42
給食センター維持管理
事業

学校教育課 122,973 現状維持

安全安心な給食を安定的に提供するため、給食セン
ターの施設及び設備の維持管理を行う。
 
・食器等消耗品購入
・施設及び設備修繕
・施設及び設備維持管理業務
・施設改修工事
・備品更新

43 給食配送事業 学校教育課 33,634 現状維持
給食を効率的かつ安定的に配送するため、給食配送
業務を実施する。

44 給食調理等委託事業 学校教育課 302,990 現状維持

より安価で良質な食材を確保し、安全安心な給食を
提供するため、給食の食材調達から調理、配缶、食
器等の洗浄、消毒、保管までの業務をみよし市給食
協会に委託して実施する。

45 給食協会運営補助事業 学校教育課 255,362 現状維持

みよし市補助金等交付規則、みよし市給食協会補助
金交付要綱に基づき、みよし市給食協会が管理運営
事業に要する費用を補助する。 
 
補助率：補助対象経費の全額

46
私立高校等授業料補助
事業

教育行政課 7,522 完了

私立高校等に在籍する生徒を持つ保護者に対し、公
立高校との保護者負担の格差是正を図る。私立高等
学校等授業料の保護者負担額が12,000円を下回る場
合は授業料相当額とする。
 
・1人当たり　12,000円／年
・年１回支給
・申請受付・・・10月
・支給予定・・・12月

①

47 奨学金支給事業 教育行政課 6,242 現状維持

低所得世帯で、学力優秀な高校生・大学生に対し
て、奨学金を支給する。
H29年度～
  ・高校生　　８，０００円／月（９６，０００円
／年）
　・大学生　１２，０００円／月（１４４，０００
円／年）

48
社会教育委員会運営事
業

教育行政課 676 現状維持

社会教育委員会による社会教育諸事業に対する提
言、助言をいただき、今後の社会教育事業の振興を
図る。

49 青少年補導員活動事業 教育行政課 1,530 縮小

社会全体の問題の反映ともいえる青少年をめぐる問
題の解決には、地域社会全体による、より積極的な
健全育成活動、保護育成活動の推進は不可欠であ
る。地域における青少年の非行防止のため、青少年
補導員による補導活動を実施する。

①

50 心の電話相談事業 教育行政課 681 現状維持

少子化、核家族化が進行する社会経済構造の下、携
帯電話や情報端末等が青少年にも普及しているが、
それらの電子機器は必ずしも青少年の悩みを解決し
たり、正しい方向へ導いてくれるものではないこと
から、青少年やその保護者の悩みを少しでも解消す
るため、心の電話相談員が電話による傾聴を行う。

51
青少年健全育成推進協
議会等事業

教育行政課 5,371 現状維持

みよし市青少年健全育成推進協議会が主管する青少
年健全育成事業(少年の主張・青少年の非行・被害
防止に取り組む運動の該当啓発等)を実施するとと
もに、地区青少年健全育成推進協議会等に対し補助
金を交付する。

52 成人の日事業 教育行政課 5,423 現状維持

「二十歳」を迎えた新成人を祝うとともに、将来の
担い手としての自覚を持ち、社会人として責任ある
行動がとれるよう「成人の日」にちなんでみよし市
成人式を開催する。市成人式実行委員会は、成人式
のあり方等について、調査研究、成人式の企画及び
運営などを行う。

13 文化に親し
み、交流が
盛んなまち
にしよう

1 明越会館管理運営事業 協働推進課 2,051 改善

明越会館は、昭和５６年４月に開館し地域住民の文
化活動、相互のふれあい、憩いの場、コミュニティ
の場、気軽に利用できる施設や利用者が快適で安心
できる施設として、適正かつ効率的な管理運営をし
ている。

①

2
カリヨンハウス管理運営
事業

市民課 22,393 現状維持

カリヨンハウス設置条例に基づき「カリヨンハウ
ス」を管理運営するものである。
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3
地区公民館運営費補助
事業

生涯学習推
進課

25,780 現状維持

みよし市立公民館の設置及び管理に関する条例にお
いて８公民館が設置されている。
公民館の管理運営は行政区が行っている。
管理運営、修繕に関わる経費の一部を補助金として
交付している。

4
図書、逐次刊行物（新
聞・雑誌等）等整備事業

生涯学習推
進課

42,462 現状維持

多様化する市民ニーズに対応できる情報の提供と生
涯学習時代の到来に則した計画的な図書館資料の整
備を行う。市民の知る権利をみたすため、図書館法
に基づき、計画的な蔵書更新、収集が必要不可欠で
ある。限られた資料費でいかに新刊と定番・必須図
書とのバランスをとりながら、複数年度に渡り、継
続的に資料整備を行う。また、第三次みよし市子ど
も読書活動推進計画に基づき、学校、学校図書館、
児童・生徒向けの資料を整備する。

5
図書館奉仕（図書の貸
出等）事業

生涯学習推
進課

1,328 現状維持

図書館業務にかかる事務を行う。
図書館サービスとして、愛知県、三河地域の各公共
図書館との連絡・情報交換を行い、研修を行うこと
で、地域の郷土レファレンス等を実施する。
また、図書館業務に従事する職員として、司書資格
の取得のため図書館司書講習の受講を行う。

6 読書啓発事業
生涯学習推

進課
1,670 現状維持

本や読書を軸とした人のふれあいや図書館支援活動
を推進し、協働で活動を行う。
図書館支援団体の育成、活動の支援。
読書講演会、図書館教室の開催。
読書感想文コンクールの実施。
手作り絵本展の開催。
学校における読み聞かせ活動への支援。

7 図書館電算事業
生涯学習推

進課
17,907 現状維持

図書館の蔵書管理、貸出業務、各種統計等の業務を
行う。また、最近の情報の高度化に対処し、ネット
ワークの推進を行い、利用者ニーズに対応してゆ
く。

8 図書館協議会運営事業
生涯学習推

進課
247 現状維持

図書館の運営に関し館長の諮問に応じ、図書館事業
や計画について意見を募る図書館協議会の開催を行
う。

9
市民情報サービスセン
ター図書コーナー整備
事業

生涯学習推
進課

3,705 改善

三好ヶ丘駅前の「まちかど図書室」の位置づけか
ら、より身近に利用されるきたよし地区の図書館
サービス基点として図書を整備する。
サンネットの蔵書だけではなく、利用者がインター
ネットから予約することで、中央図書館の図書につ
いても週６便の配本車で回送を行い提供する。

①

10
みよし悠学カレッジ講座
運営事業

生涯学習推
進課

19,827 現状維持

生涯学習推進基本計画に基づき、多様化する住民の
ニーズや、社会情勢の変化に対応した生涯学習講座
を、公開講座　生活創造講座　国際理解講座　情
報・通信講座として、春夏、秋冬、新春の３期に、
サンライブを中心に開催する。

11
生涯学習発表会開催事
業

生涯学習推
進課

1,122 現状維持

生涯学習推進基本計画に基づき、自主的に生涯学習
活動をしている団体の活動成果の発表の場として
「生涯学習発表会」を開催する。

12
図書館学習交流プラザ
管理運営事業

生涯学習推
進課

135,907 現状維持
図書館学習交流プラザの維持管理及び運営を行う。

13
地区文化活動推進補助
事業

生涯学習推
進課

1,355 現状維持

生涯学習の普及及び推進を図ることを目的に、生涯
学習活動を積極的に推進する団体又は新たに生涯学
習活動を始める団体に、その活動を支援する。

14
みよし市文化協会補助
事業

生涯学習推
進課

3,000 現状維持

本市における文化・芸術団体の育成を図ることを目
的に、文化協会の芸術文化活動費及び運営費に対し
助成をしている。

15 文化事業委託事業
生涯学習推

進課
4,535 現状維持

春の文化展、文化祭(秋）、公募美術展を文化協会
に委託し、サンアートで実施している。
 
・春の文化展　     5月
・公募美術展　　　 9月
・文化祭        　11月

16
文化財保護委員会運営
事業

教育行政課 301 現状維持

・文化財保護委員会は、10名以内の学識経験者で組
織される教育委員会の附属機関である。
・文化財の保存、活用、指定等に関し教育委員会の
諮問に答え、または教育委員会に意見を具申し、及
びこのために必要な調査研究を行う。

17
有形文化財保存活動支
援事業

教育行政課 930 現状維持

・市指定有形文化財の所有者及び管理者（以下「文
化財管理者」という）と協働して、これを良好な状
態で保存するため、文化財管理者の活動を支援す
る。
・昭和56年に山車３台（うち１台は平成16年11月解
除）、昭和58年11月に金比羅宮、平成23年８月に石
川家住宅が、それぞれ有形文化財に指定された。
・平成27年12月13日にあいち山車まつり日本一協議
会が設立された。

18
郷土芸能保存活動支援
事業

教育行政課 640 現状維持

囃子や棒のと手といった郷土芸能を保存する団体と
協働して、郷土芸能を後世に伝承するため、当該団
体の活動を支援する。
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19
郷土芸能伝承活動発表
会開催事業

教育行政課 1,069 現状維持

・市内には囃子や棒の手、巫女舞といった郷土芸能
が古くから伝わっている。
・各地区において郷土芸能の伝承活動がされてい
る。
・市民に郷土郷土芸能に対する関心を深めてもら
い、郷土芸能の保存団体の活動の励みとするため、
郷土伝承活動発表会を開催する。

20 文化財環境保全事業 教育行政課 3,715 現状維持

・紙や木、布などでできた文化財は、害虫の被害に
あうことがある。
・市指定有形文化財及び資料館収蔵資料を食害する
害虫を駆除するため、山車保存庫（三好上区山車・
三好下区山車）、金比羅宮（酒井家）、資料館のく
ん蒸処理（殺虫処理）を定期的に実施する。

21 史跡整備管理事業 教育行政課 1,775 現状維持

・市の歴史と文化を今に伝える貴重な史跡を整備保
存し、広く公開するため、年３回の草刈り、雑木伐
採等を実施し、史跡の環境を維持保全する。
・福谷城跡は、学術調査により戦国時代の山城と確
認され、平成２年４月に借地契約を締結し、史跡用
地として保存管理している。
・黒笹27号窯跡は、発掘調査後に遺構の保存処理を
して現地保存されており、平成２年３月に社団法人
愛知県トラック協会と土地使用貸借契約を締結し、
史跡用地として保存管理している。

22 埋蔵文化財保存事業 教育行政課 7,133 現状維持

・埋蔵文化財は、土地に埋蔵された状態での現状保
存が原則であるが、開発事業に伴い現状保存できな
い場合は、発掘調査等を実施し記録保存するととも
に、埋蔵文化財の詳細を報告書として後世に残す。
・昭和53年に中部電力変電所地内の埋蔵文化財の発
掘調査が行われて以来、埋蔵文化財の保存事業が継
続して実施されている。
・平成28年度から埋蔵文化財の面積や事業費が増加
したため国庫補助を受けている。

23 文化財資料購入事業 教育行政課 317 現状維持

・地域の歴史と文化に関わりの深い文化財資料を購
入し、その散逸と消滅を防止する。
・資料館の収蔵資料を拡充しながら、購入した文化
財資料を、展示会等を通して広く公開する。

24 資料館施設管理事業 教育行政課 14,925 現状維持

・市の歴史と文化に関する資料を収集・保存し、そ
れらを広く公開する施設として昭和57年11月に資料
館が開館した。
・増加する収蔵資料を収蔵するため、平成16年に旧
給食センター（昭和48年建築）を収蔵庫として改修
し、出土遺物と民具を収蔵している。
・来館者の利便向上と館蔵資料の保護保全、適正な
施設管理を図るため、老朽化した施設の整備・機器
を整備充実する。

25 資料館展示事業 教育行政課 6,163 現状維持

・広く市民に市の歴史や文化に対する理解を深めて
もらうため、昭和57年に開館した。
・寄贈、寄託及び購入により収集した資料館の収蔵
資料及び他機関の所蔵資料等を展示紹介している。
・平成29年度に常設展示をリニューアルした。

26 資料館資料整理事業 教育行政課 6,040 現状維持

・収蔵資料は市民共有の財産であり、市の歴史と文
化を後世に伝えるため、適正に保存し、継承してい
く。
・資料は寄贈、寄託、購入、採集、発掘などにより
収集され、古文書、出土遺物、民具、美術工芸品、
歴史資料などに分類される。
・収集した資料は整理されなければ活用できず、適
正な保管もできない。

27 石川家住宅管理事業 教育行政課 5,170 現状維持

・石川家住宅は、座敷、長屋門、蔵など懐かしさを
感じられる明治末期の住宅である。
・明治43年に初代村長の石川愛治郎氏の新家兼隠宅
として建設され、平成22年２月まで住居として使用
されていた。
・平成23年８月にみよし市有形文化財に指定、同年
11月に土地、建物、調度品が一括で市へ寄贈され
た。
・耐震補強等の整備を経て、平成26年度より一般公
開して管理を行う。

28
芸術文化国際大会等出
場者激励事業

生涯学習推
進課

5 現状維持

芸術文化の分野において、国際大会等に出場する個
人・団体に対し、激励金を交付し支援を行う。

29
サンアート維持管理事
業

教育行政課 1,135,442 現状維持

文化センターサンアートの維持管理を指定管理者制
度を活用し、民間企業に委託している。（平成27年
4月1日～令和2年6月30日）
　
サンアート全館休館しての大規模改修事業計画
　令和2年7月～令和3年10月（予定）
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30 アートプラザ開催事業
生涯学習推

進課
1,390 現状維持

サンアートにおいて、市民が気軽に文化・芸術活動
に触れてもらえるよう、アートプラザ事業としてみ
よし音楽祭「市民合唱交流会」を開催する。
また、みよし少年少女合唱団に対し補助金を交付し
活動を支援している。

31 友好都市議員研修事業 議事課 4,080 現状維持

友好都市(北海道士別市・長野県木曽町)を議員が訪
問することにより、市政の施策に寄与し、自己の政
策形成能力を養うとともに、相互の交流を図ること
を目的とする。

32 友好の森維持管理事業 産業課 2,598 改善

 長野県木曽町三岳地区内にある「みよし市友好の
森」の維持管理
 
【みよし市友好の森（規模、内容）】
・用地(旧三岳村有林・旧国有林)　378,415㎡
・森林活用型施設
　　散策道、管理道路　6,000ｍ、あずま屋　1棟
　　案内板、啓発用看板

①

33
友好の森ふれあいツ
アー事業

産業課 408 現状維持

小学生以上の市民の参加者を募集し、長野県木曽町
三岳にみよし市が所有する森林(みよし市友好の森)
で、木曽町や木曽森林組合等の指導協力を得て、間
伐作業の体験を行う。

34 小学生士別市交流事業 学校教育課 3,261 現状維持

士別市へ市内の代表小学生を派遣する。また、士別
市の代表小学生を受入する。事業を通じ双方の交流
を推進する。

35
友好都市小学生スポー
ツ交流事業

スポーツ課 5,955 現状維持

友好都市国内交流の一環として、少年野球、少年
サッカーを通じた士別市とみよし市のスポーツ交流
会を開催する。
毎年、みよし市から交流団（野球チームとサッカー
チーム）を士別市へ派遣している。令和2年度から
ミニバスケットボールチームの派遣、交流を予定。
また、士別市の交流団（野球チームとサッカーチー
ム）を毎年受け入れている。

36 国際交流事務 秘書課 9,048 縮小

平成７年２月に友好提携した米国インディアナ州コ
ロンバス市との交流を行う。
隔年でコロンバス市の高校生がみよし市を訪問し、
ホームステイ等を通じて日本の文化・習慣を学び市
民との交流を図る。

①

37 多文化共生推進事業 協働推進課 1,211 現状維持

定住化傾向にある外国人に、一市民としてまちづく
りに参加してもらうためには市民との意思疎通と相
互の理解を図ることが重要であることから、在住外
国人への日本語指導、通知文書等の翻訳などの事業
を推進する。

38
友好都市教育親善大使
受入事業

学校教育課 348 現状維持

友好都市コロンバス市の教育関係者を教育親善大使
として招へいし、市内小中学校において友好交流及
び国際交流をより深める。

39
友好都市中学生派遣事
業

学校教育課 6,692 現状維持
友好都市コロンバス市へ市内中学校の代表生徒を派
遣し、国際交流、地域間交流を推進する。

40
女性の悩みごと相談事
業

協働推進課 0 統合

家庭や職場、地域などで女性が直面するさまざまな
問題において、電話相談・面接相談を実施する。毎
週月曜日。12：00～16：00
相談員は民間機関に依頼し、専門的知識を習得した
人を選任した。
必要に応じて、ＤＶ被害者の保護などを、福祉事務
所、県女性相談センター、警察等と連携を取りなが
ら実施する。

※令和2年度から類似事業と統合。

③

41 男女共同参画啓発事業 協働推進課 774 現状維持

男女共同参画社会の実現に向け、みよし男女共同参
画プランパートナーに基づく事業を推進し、男女共
同参画社会に向けた啓発を行う。
男女共同参画社会の実現と住み良い地域づくりのた
めに活動する団体を支援し、団体の育成と活性化を
図る。

21
1
社会福祉団体活動支援
事業

福祉課 101,665 現状維持

みよし市社会福祉協議会を始め、社会福祉団体に補
助金を交付し、地域福祉の推進を図る。

2 民生児童委員活動事業 福祉課 10,501 現状維持
民生委員法で規定する民生児童委員協議会に対して
支援を行う。

3
総合福祉フェスタ開催
事業

福祉課 0 改善

サンアートを会場として、総合福祉フェスタ事業を
開催する。
第１部　社会福祉大会
第２部　総合福祉フェスタ（保健フェスタ、医療
フェスタ、生きがいフェスタ、赤十字フェスタ）
第３部　ふれあいコンサート
 
※令和２年度については、会場のサンアートが大規
模改修工事となるため、社会福祉大会のみ開催す
る。

①
③

健康で生
き生きと暮
らせるまち

豊かに暮ら
せるように
みんなで助
け合おう
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21
5
生活困窮者自立支援事
業

福祉課 16,307 現状維持

生活困窮者の把握、相談を行い、困窮状態から脱出
できるよう支援を行う。

6
総合福祉ガイドブック作
成事業

福祉課 0 統合

みよし市の福祉制度、施設等の全てを冊子にして紹
介し、担当課及び部署名を掲載し、福祉の制度を説

※令和２年度から類似事業と統合。
③

7
在日外国人福祉給付金
支給事業

長寿介護課 50 現状維持

日本に在留する外国人で、国民年金の給付を受ける
ことができないものに対して、在日外国人高齢者福
祉給付金を支給することにより、当該外国人の福祉
の増進を図ることを目的とする。
国民年金に加入することができなかった当該外国人
に、月額10,000円を給付する。

8 生活保護総務事業 福祉課 3,667 現状維持

生活保護は、生活困窮状態にある者が、その利用し
うる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の
生活に活用するとともに、民法に定められる扶養義
務者の扶養及び他の法律に定める扶助によってもな
お、最低生活が営めない場合に困窮の程度に応じた
援助を行う。
 
この生活保護総務事業は、生活保護法に基く生活困
窮者等の自立支援及び給付事務を行うための経費等
である。

②

9 生活保護扶助事業 福祉課 277,052 現状維持

生活困窮状態にある者が、その利用し得る資産、能
力、その他あらゆるものを最低限度の生活に活用す
るとともに、民法に定める扶養義務者の扶養及び他
の法律に定める扶助によってもなお、最低生活が営
めない場合に困窮の程度に応じた援助を行う。

②

10 災害見舞金等支給事業 福祉課 270 現状維持

災害により被害を受けた市民に対し、見舞金及び弔
慰金を支給する。
災害見舞金 １件　60,000円（家屋の全焼・全壊）
　　　　　 １件　150,000円　（死亡又は死亡と推
定）
災害弔慰金  １人  5,000,000円　（生計維持主）
            １人  2,500,000円　（その他）

11
在宅医療連携システム
整備事業

長寿介護課 2,788 現状維持

市民が安心して生活できるようにするため、在宅医
療と介護等の連携促進を目的として、ICTを活用し
た連携システムを導入し、地域で活動する専門職の
タイムリーな情報共有を助ける。

12
地域包括支援センター
運営事業

長寿介護課 47,288 拡大

地域包括支援センターの適切な運営・公正かつ中立
性の確保・円滑な運営を図るために運営協議会の設
置をする。
地域支援事業(介護予防事業、包括的支援事業、任
意事業）に関する業務を実施する。
第6期介護保険事業計画において、相談・支援業務
等地域包括ケア体制の充実を図るため、現在の1圏
域、1センター体制を見直し、平成29年度に、3圏
域、3センターとし、事業委託を含めて増設するこ
ととなった。

13 生活支援体制整備事業 長寿介護課 24,637 拡大

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提
供体制を構築し、日常生活上支援が必要な高齢者
が、住み慣れた地域で生きがいをもって在宅生活を
継続していくことができるようにするための事業が
地域支援事業の包括的支援事業に位置付けられた。
これに伴い、生活支援コーディネーターの配置及び
協議体の設置を実施し、支援ニーズとサービスの
コーディネート、サービス提供事業主体と連携し、
支援体制の充実・強化を図る。

14 認知症総合支援事業 長寿介護課 10,157 現状維持

平成26年6月に成立した医療介護総合確保推進法に
より、認知症施策の推進が地域支援事業の包括的支
援事業に位置付けられた。これに伴い、①認知症ケ
アパスの作成・普及、②認知症初期集中支援チーム
の設置、③認知症地域支援推進員の配置、④認知症
カフェ事業等を実施する。
平成29年度から、認知症家族支援交流事業が家族介
護者交流事業から移入。

15
在宅医療・介護連携推
進事業

長寿介護課 11,843 現状維持

医療と介護の両方を必要とする状態の人が、住みな
れた地域で自分らしい暮らしを送り続けることでき
るように、市が中心となって地区医師会と連携する
仕組みを構築する。

16 地域ケア会議推進事業 長寿介護課 329 現状維持

地域包括支援センター等が中心となり、高齢者が住
み慣れた自宅や地域で生活を継続できるように専門
職や関係機関・地域支援者が連携し高齢者を支援す
るための会議である。また、地域課題の抽出、資源
づくり、政策形成の機能を有する会議も設置し、地
域包括ケアシステム構築を進めるために必要な合意
形成の場として開催する。

健康で生
き生きと暮
らせるまち

豊かに暮ら
せるように
みんなで助
け合おう
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17
認知症高齢者等あんし
ん補償事業

長寿介護課 634 現状維持

あんしん補償事業は３つの制度で構成されている。
・認知症高齢者等が行方不明となった場合に、早期
の発見・保護に役立てるために、認知症高齢者等本
人の写真等の情報を市に事前に登録する制度
・事前登録をした人のうち希望する人を被保険者と
し、市が契約者となって、事故などにより第三者に
負わせた損害を補償する賠償責任保険に加入する制
度
・事前登録をした人のうち認知症などの方の衣服や
持ち物に貼り付けるQRコード付きみまもりシールを
交付する制度

18 地域福祉計画策定事業 福祉課 3,589 現状維持

施策を計画的かつ効率的に推進するため、施策事業
の目標指標を設定する。計画の評価、計画の見直し
を行うため、地域福祉計画審議会を設置し、目標の
進捗度など、その評価結果を踏まえて、必要に応じ
計画の見直しを行う。

19
高齢者世話付住宅生活
援助員派遣等事業

長寿介護課 5,292 現状維持

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に居住す
る人に対し、生活援助員を派遣することにより、居
住者が自立して安全かつ快適な生活を営むことがで
きるよう支援する。
[対象]
・65歳以上の夫婦のみ世帯(配偶者は60歳以上）
・65歳以上の親族からなる二人世帯(同居者は60歳
以上）
・65歳以上の単身世帯

20 老人保護措置事業 長寿介護課 4,034 現状維持

老人福祉法の規定に基づき、家庭環境や経済上の理
由により、家庭で生活することが困難なため養護老
人ホーム等への入所が必要であると「入所判定審査
会」が判断したときは、当該高齢者を養護老人ホー
ム等に入所措置する。
虐待を受けている高齢者を緊急的に養護老人ホーム
等に入所措置する。
[対象]
・65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により
家庭で生活することが困難な高齢者

21 敬老金支給事業 長寿介護課 5,622 現状維持

多年にわたり社会の進展に貢献した高齢者に対し、
敬老金を支給することにより長寿を祝福し、社会福
祉の向上に寄与することを目的とする。
市内在住の80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の
者を対象に、民生委員が各戸訪問し配布する。

22 高齢者訪問等事業 長寿介護課 439 現状維持

多年にわたり社会の進展に貢献した高齢者の自宅を
市長が訪問し、祝金及び祝品を贈呈して感謝の意を
表することにより、その長寿を祝うことを目的とす
る。
白寿、100歳を迎えた方の自宅及び市内最高齢者の
居場所並びに特別養護老人ホームを市長が訪問し敬
老金及び記念品を贈呈する。また市内老人福祉施設
入所者には、記念品を贈呈する。

23 長寿お祝い事業 長寿介護課 0 現状維持

多年にわたり社会の進展に貢献した高齢者に感謝の
意を表し、その長寿を祝い、高齢者をお祝い会(観
劇会）に招待する。
古稀のお祝い招待者には、みよし写真クラブのボラ
ンティアで記念写真を撮影し、贈呈する。
招待者　
・古稀の夫婦（夫婦とも70歳以上で、年下の者が70
歳に達した夫婦）及び古稀の単身者
・いきいきクラブ会員
・65歳以上のいきいきクラブ未加入者（一般公募）

※令和２年度については、会場のサンアートが大規
模改修工事となるため、開催しない。

③

24
福祉センター運営管理
事業

長寿介護課 10,192 現状維持

福祉センターの運営管理を指定管理者である社会福
祉法人みよし市社会福祉協議会が行う。福祉セン
ターの維持管理のため施設の修繕を行う。
指定管理期間　平成31年4月1日から令和6年3月31日
5年間

25
老人憩いの家運営管理
事業

長寿介護課 34,133 現状維持

地区老人憩いの家の運営管理を指定管理者である各
地区いきいきクラブが実施。
指定管理期間　平成31年4月1日から令和6年3月31日
5年間

26
高齢者配食サービス事
業

長寿介護課 16,700 現状維持

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問
して栄養バランスのとれた食事の提供及び安否の確
認を行うため、配食サービスを実施して、永年住み
慣れた地域で安心して生活を営むことができるよう
支援することにより、福祉の増進に資することを目
的とする。
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け合おう 27 家族介護用品支給事業 長寿介護課 5,328 現状維持

在宅でねたきり高齢者などを介護している家族を対
象に、介護用品を支給することにより、介護家族の
身体的、経済的負担の軽減を図る。
[対象]
・要介護３から５までと認定された人で、在宅で介
護を受けている人
・要介護度４又は５と認定された市民税非課税世帯
の65歳以上の人を在宅で介護している人

28
ねたきり老人等手当支
給事業

長寿介護課 4,296 現状維持

要介護３から５と認定された65歳以上の高齢者で、
在宅で介護を受けている人に対し、月額2,000円を
手当として支給する。
[対象]
・市内に引続き1年以上居住し、要介護３から５ま
での認定を受けている65歳以上の人、又はその常時
介護者

29
高齢者日常生活用具・
住宅改修費支給事業

長寿介護課 2,841 現状維持

ひとり暮らしの高齢者等の日常生活の便宜を図るた
め、用具を給付する。
[対象]
・65歳以上で、心身機能の低下に伴い、防火等の配
慮が必要な、ひとり暮らしの人
・65歳以上の低所得のねたきりの人
・65歳以上で足腰の衰え等により歩行に不安のある
人
 
平成27年度から高齢者住宅改修費支給事業（福祉課
所管）と統合

30
ねたきり高齢者等床ず
れ防止用具等利用助成
事業

長寿介護課 280 現状維持

在宅のねたきり高齢者が、床ずれ障がいの悪化防止
に必要とする用具の利用に要する経費のうち、介護
保険給付として給付される額を除いた自己負担額に
相当する額（年間25,000円以内）を支給する。
[対象]
・障がい高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判
定基準に規定するランクA2、ランクB又はランクCに
該当する65歳以上の床ずれが発生した人又は発生す
ることが予測される人で、在宅で介護を受けている
人、又はその生計を一にする人

31
介護保険サービス利用
者負担額軽減事業

長寿介護課 125 現状維持

・訪問介護等のサービスの継続的な利用の促進及び
福祉の増進を図るため、訪問介護等を利用する者で
あって、障害者施策によるホームヘルプサービスを
利用していたものに対し、その利用者負担額を軽減
する。
・要介護被保険者等のうち生計困難者等が、あらか
じめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会
福祉法人等が提供する軽減対象となる介護保険サー
ビスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者の
サービス利用に伴う利用者負担の一部又は全部を軽
減し、当該社会福祉法人に市が助成する事業

32
介護人材育成等支援事
業

長寿介護課 800 現状維持

介護職員初任者研修等（介護職員初任者研修及び生
活援助従事者研修をいう。以下同じ。）及び嚥下障
害ワークショップを受けた者並びに介護職員雇用Ｐ
Ｒを実施した法人に対する助成金を実施する。

33
介護保険特別会計　保
険事業勘定繰出事務

長寿介護課 455,779 現状維持

介護保険特別会計(保険事業勘定)への繰出し
・保険給付費　定率繰出し　12.5%
・地域支援事業(介護予防・生活支援サービス事業)
12.5%
・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)
19.75%
・職員給与費等
・事務費

34 介護保険運営事務 長寿介護課 41,978 現状維持

介護保険の保険者としての事務として、被保険者の
資格管理に関わる事務等を行う。
 
被保険者証、封筒等の印刷、送付等の事務費
介護保険電算システム機器のリース、システム保守
及び改修委託
臨時職員賃金
介護保険事業所の指定・指導業務等のアドバイザー
指導謝礼
介護保険事業所の指定・指導業務等の連携負担金

35 国保連合会委託事業 長寿介護課 1,256 現状維持

・介護給付費通知書作成処理
・高額介護サービス費支給申請処理
・高額介護サービス費のお知らせ
・介護保険料の特別徴収
に関する事務を国保連合会に委託する。

36
高齢者福祉計画兼介護
保険事業計画推進事業

長寿介護課 5,463 現状維持
３年毎に見直しが行われる高齢者福祉計画兼介護保
険事業計画を策定する。

37
介護保険料賦課徴収事
務

長寿介護課 3,625 現状維持

介護保険第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料
の賦課徴収事務を行う。
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け合おう 38 介護認定審査会事務 長寿介護課 6,166 現状維持

被保険者が介護保険の給付をうけるには、要介護・
要支援の判定をうける必要があるため、５人で構成
される合議体で審査・判定を行う。
また、要介護認定の適正な判定を実施するため、県
が主催する現任者研修に参加し、審査判定の資質を
高める。
　
介護認定審査会の運営
認定審査会委員報酬
委員研修

39 介護認定調査事務 長寿介護課 8,774 現状維持

介護認定申請者を訪問し、心身状態に関する７４項
目の聞き取り調査を実施する。
また、主治医に主治医意見書を作成依頼する。
申請に対する処分は30日以内にしなければならな
い。（介護保険法第27条第11項）

40 介護保険趣旨普及事務 長寿介護課 234 現状維持

６５歳以上の第１号被保険者に対し、介護保険の仕
組みが理解できるようなわかりやすい普及啓発用の
配布物を作成する。

41
居宅介護サービス給付
事業

長寿介護課 927,944 現状維持

要介護者が、指定居宅サービス事業者の行う在宅
サービスを受けたときに、費用の９割、８割又は７
割を給付する。

42
施設介護サービス給付
事業

長寿介護課 668,998 現状維持

要介護者が介護保険施設に入所して介護サービスを
受けた場合に、その費用の９割、８割又は７割を給
付する。

43
居宅介護サービス計画
給付事業

長寿介護課 97,689 現状維持

指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援（居宅介
護サービス計画の作成、介護サービス事業所との利
用調整等）を受けたときに給付する。

44
居宅介護福祉用具購入
事業

長寿介護課 3,364 現状維持

在宅の要介護者が、指定特定福祉用具販売事業所か
ら入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のものを
購入したときは、居宅介護福祉用具購入費が償還払
いで支給する。

45
地域密着型介護サービ
ス給付事業

長寿介護課 179,555 拡大

要介護者が、指定地域密着型サービス事業者から指
定地域密着型介護サービス(夜間対応型訪問介護、
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入
居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複
合型サービス)を受けたときは、その費用の９割、
８割又は７割を給付する。

46 居宅介護住宅改修事業 長寿介護課 8,910 現状維持

在宅の要介護者が、手すりの取り付け等の一定の住
宅改修を実際に居住する住宅について行ったとき
は、居宅介護住宅改修費が支給限度基準額の９割を
上限として、償還払いで支給される。

47
介護予防サービス給付
事業

長寿介護課 43,592 現状維持

要支援者が、指定介護予防サービス事業者の行う介
護予防サービスをうけたときは、その費用の９割、
８割又は７割を給付する。

48
地域密着型介護予防
サービス給付事業

長寿介護課 1,800 現状維持
要支援者が利用する地域密着型介護予防サービスの
給付事業

49
介護予防福祉用具購入
事業

長寿介護課 1,241 現状維持

在宅の要支援者が、指定特定介護予防福祉用具販売
事業所から居宅で生活するのに必要な福祉用具の購
入したときは、介護予防福祉用具購入費が償還払い
で支給される。

50
介護予防サービス計画
給付事業

長寿介護課 11,770 現状維持

指定介護予防支援事業所から介護予防支援（介護予
防サービス計画の作成、介護予防サービス事業所と
の利用調整等）を受けたときに給付する。

51 介護予防住宅改修事業 長寿介護課 5,820 現状維持

在宅の要支援者が、手すりの取付け等の一定の住宅
改修を実際に居住する住宅について行ったときは、
支給限度基準額の９割を上限として介護予防住宅改
修費が償還払いで支給される。

52
介護（予防）サービス給
付審査支払事業

長寿介護課 1,281 現状維持

介護サービス給付にかかる審査支払事務を国保連合
会に委託し、居宅介護サービス費、居宅介護サービ
ス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス
費、介護予防サービス計画費等の請求に関する審査
及び支払いの管理を行ってもらう。

53
高額介護（予防）サービ
ス事業

長寿介護課 41,229 現状維持

要介護者が支払った負担額が世帯合計で１か月の負
担上限額を超えた場合は、高額介護サービス費とし
て、超えた分を支給する。

54
特定入所者介護サービ
ス事業

長寿介護課 54,936 現状維持

施設サービスに関する食費及び居住費並びにショー
トステイに関する食費及び滞在費が自己負担になっ
たことに伴い、所得の低い利用者に対し、施設の平
均的な費用と所得段階ごとに設けられた負担限度額
との差額を給付する。
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55
特定入所者介護予防
サービス事業

長寿介護課 109 現状維持

ショートステイに関する食費及び滞在費が自己負担
になったことに伴い、所得の低い利用者に対し、施
設の平均的な費用と所得段階ごとに設けられた負担
限度額との差額を給付する。

56
高額医療合算介護（予
防）サービス事業

長寿介護課 7,035 現状維持

介護保険と医療保険の両方の自己負担額が高額に
なった時に、年間の限度額を超えた分が支給され
る。
１か月分の高額介護、高額医療それぞれの負担限度
額を適用した後の金額で算定される。

57
財政安定化基金拠出金
事務

長寿介護課 1 現状維持

介護保険法第147条に基づき、保険者の介護保険財
政の安定化を図るため、県に設置される財政安定化
基金から資金の交付・貸付を受けるために、一定の
拠出金を負担する。

58
介護予防・生活支援
サービス事業

長寿介護課 88,798 現状維持

要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象
者が通所型サービスをうけとたきは、その費用の一
部を負担する。

59
介護予防ケアマネジメン
ト事業

長寿介護課 10,536 現状維持

介護予防・生活支援サービス事業対象者が地域包括
支援センターから介護予防ケアマネジメントを受け
たときに支給する。

60
高額介護予防サービス
費相当事業

長寿介護課 76 現状維持

要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象
者が、総合事業によるサービス利用に係る負担額が
世帯合計で1月の負担上限額を超えた場合に超えた
分を支給する。

61
高額医療合算介護予防
サービス費相当事業

長寿介護課 77 現状維持

総合事業によるサービス利用額と医療費の自己負担
額が高額になったとき、年間の限度額を超えた分が
支給される。

62 介護予防普及啓発事業 長寿介護課 787 現状維持

・世代交流サッカー健康増進教室
　市内在住の高齢者及びその家族（孫世代）を対象
に健康教室を株式会社名古屋グランパスエイトと協
働し開催する。
・回想法教室
　昔懐かしい話を参加者とすることで、脳の活性化
を図り、認知症の進行を抑制する効果が期待される
回想法教室を、特別養護老人ホーム安立荘と協働し
実施する。

63
地域介護予防活動支援
事業

長寿介護課 778 現状維持

みなよし地区地域包括支援センターを中心に介護予
防教室を実施する。教室の内容は、体操教室や転倒
予防教室などの身体を動かすもののほか、音楽療法
や書道など頭や指先を使う内容とし、教室の要所に
専門の講師を招いて実施することで、参加者の関心
を高め、介護予防の効果的な方法を広める。

64 高齢者虐待予防事業 長寿介護課 104 現状維持

高齢者の虐待による被害の予防と、市民への啓発活
動を実施する。

65
成年後見制度利用支援
事業

長寿介護課 1,166 現状維持

高齢者が地域生活に困難を抱えた時に、その人の権
利・財産等を守るための支援・相談を行う。認知症
等のために判断能力の不十分な高齢者のために本人
に代わって市長が家庭裁判所に後見開始等の審判請
求の手続等を行う。

66
地域支え合い体制づくり
事業

長寿介護課 2,194 現状維持

【認知症高齢者等家族支援サービス事業】認知症等
の高齢者をを在宅で介護する人に、位置探索システ
ム専用端末を貸出し、行方不明高齢者の早期発見及
び安全の確保を図る。【認知症サポーター養成事
業】認知症高齢者とその家族への支援のあり方を学
ぶことができるよう支援する。また、サポーター対
象のフォローアップ講座で、実践的なスキルを習得
し、認知症カフェなどでのボランティア活動につな
げる。【緊急通報システム事業】在宅のひとり暮ら
し高齢者を対象に、緊急事態に対応できるシステム
機器を貸出しする。

67 家族介護者交流事業 長寿介護課 296 現状維持

介護知識の取得、地域での仲間づくりの促進により
高齢者を介護している家族の介護負担の軽減を図り
必要な支援を行う。

68 介護相談員派遣事業 長寿介護課 3,242 現状維持

介護サービスの提供の場を訪問し、サービスを利用
する者、家族及びスタッフの話を聞き、相談に応じ
る等の活動を行う介護相談員の育成を行い、定期的
にサービス提供の場へ派遣することにより、利用者
等の疑問や不満、不安の解消を図り、利用者等の苦
情を未然に防止するために実施する。

69
介護予防・生活支援
サービス事業審査支払
事業

長寿介護課 227 現状維持

介護予防・生活支援サービス事業にかかる審査支払
い事務を国保連合会に委託し、サービス費の請求に
関する審査及び支払いの管理を行ってもらう。

豊かに暮ら
せるように
みんなで助
け合おう

健康で生
き生きと暮
らせるまち
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70
訪問看護ステーション維
持管理事業

長寿介護課 2,277 現状維持

訪問看護等の事業を効率的に実施できるよう訪問看
護ステーションを適正に管理する。
・設置位置：みよし市民病院内
・業務時間：8:30～17:15（土日祝日及び年末年始
は除く）

71 訪問看護事業 長寿介護課 465 拡大

かかりつけの医師の指示により、訪問看護ステー
ションの看護師が利用者の家庭を訪問し、本人とそ
の介護者の希望に沿った療養上のお世話や診療補助
などの看護サービスを行う。

72 ケアプラン作成事務 長寿介護課 104 現状維持

利用者に対し適切なケアプランを作成し、居宅サー
ビスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者そ
の他の事業者及び関連機関との連絡調整などの便宜
の提供を行う。

73
障がい者福祉計画策定
事業

福祉課 2,500 現状維持

平成30年3月に「みよし市障がい者福祉計画」（第4
期みよし市障がい者計画、第5期みよし市障がい福
祉計画、第1期みよし市障がい児福祉計画）を策定
した。「第5期みよし市障がい福祉計画」、「第1期
みよし市障がい児福祉計画」は令和2年度が終期で
あるため、次期計画を策定する。

74
心身障がい者扶助費等
給付事業

福祉課 109,301 現状維持

・障がい者手帳所持者に対し、在宅心身障がい者扶
助費を支給
・難病患者見舞金・交通費 愛知県で特定医療受給
者証を受けている人、人工透析を受けている人に見
舞金と通院に対する交通費を支給
・精神又は身体に著しい重度の障がいがあり、日常
生活で常時特別の介護を必要とする人（児）に対し
て特別障がい者手当等を支給

75 障がい者自立支援事業 福祉課 844,745 現状維持

障がい福祉サービス利用希望者に対し、適正な給付
を行う。
障がい福祉サービスの利用者・保護者への相談支援
を行い、必要な情報の提供や助言を行う。
自立支援給付、地域生活支援事業（障がい福祉サー
ビス）の支給を決定する。

76
手話奉仕員養成・通訳
者設置事業

福祉課 0 統合

日常生活上の初歩的なコミュニケーションができる
程度の手話を入門講座と基礎講座を通して学ぶ。

※令和2年度から類似事業と統合。
③

77
障がい者福祉センター
事業

福祉課 30,700 改善

障がい者福祉センターの管理を行う。市の障がい福
祉の拠点として、地域活動支援センター事業等を業
務委託して実施する。 ①

78 障がい者施設整備事業 福祉課 5,701 現状維持

障がい福祉サービス事業所「さくらの丘」施設建設
に伴う、医療事業団、愛知県県社会福祉協議会貸付
金の償還金の県補助分を除いた額を市より補助する
ことにより、福祉の増進と施設の健全運営を図る。
障がい者に通所の場を確保し、生活指導、創作活動
等を行うことにより、社会的自立を図り社会復帰を
促進する。

22 生涯にわ
たって健康
に暮らせる
ようにしよう 1

母子家庭等医療費支給
事業

保険年金課 34,330 現状維持

母子・父子家庭や父母のいない児童（所得制限あ
り：児童扶養手当所得制限額と同じ）等の保健の向
上と福祉の増進を図り、適切な医療を確保するた
め、医療機関で診療を受けた場合の自己負担分を助
成する
 
（県）母子・父子家庭の１８歳以下の児童とその児
童を扶養している母及び父、両親のいない１８歳以
下の児童（所得制限あり）

2 子ども医療費支給事業 保険年金課 371,897 現状維持

子どもに係る医療費の経済的負担が多く、さらに近
年の経済的理由からの急激な少子化の進行が顕著で
あり、少子化対策の一環として、子どもの福祉の増
進と経済的負担の軽減を図るため、医療機関で診療
を受けた場合の自己負担分を助成する
（県）通院・・就学前まで
      入院・・１５歳到達年度末まで
（市）通院・・小学校入学後から１５歳到達年度末
まで
　　　入院・・中学校卒業から１８歳到達年度末ま
で

3
障がい者医療費支給事
業

保険年金課 172,852 現状維持

障がい者（精神含む）は治療が長期にわたり、医療
費も高額になることから、障がい者の福祉の増進と
経済的負担の軽減を図るため、医療機関で診療を受
けた場合の自己負担分を助成する
 
（県）
障がい・・障がい者手帳１～３級、その他
精神・・・精神障がい者保健福祉手帳１、２級

（市）
精神・・・精神障がい者の診断
全疾病・・精神障がい者保健福祉手帳１、２級
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4
後期高齢者福祉医療費
給付金支給事業

保険年金課 104,425 現状維持

後期高齢者医療制度に加入している人で、一定の障
がいを有する人等の福祉の増進と経済的負担の軽減
を図るため、医療機関で診療を受けた場合の自己負
担分を助成する
 （県）障がい者医療、精神障がい者医療、母子家
庭等医療の受給要件あり、その他
（市）県制度以外の精神障がい者医療の受給要件あ
り、非課税で一人暮らし

5 療養給付費負担金事務 保険年金課 356,547 現状維持

平成２０年４月から後期高齢者医療制度の開始に伴
い、後期高齢者医療に要した療養給付費の負担対象
額の１２分の１を、負担金として保険者である愛知
県後期高齢者医療広域連合へ納付する
医療給付費（財源構成）
・被保険者保険料・・１割
・後期高齢者支援金・４割
・公費・・・・５割 → うち国・・・４／６
　　　　　　　　　　　　  県・・・１／６
　　　　　　　　　　　　　市・・・１／６

6
後期高齢者医療健康診
査事業

保険年金課 26,426 現状維持

平成２０年４月から後期高齢者医療制度の開始に伴
い、後期高齢者の健康診査を愛知県後期高齢者医療
広域連合からの受託により、各市町村で行うことと
なった。市内の指定医療機関で、身体・血圧計測、
視診・聴打診・触診などの基本検査のほか、必要に
応じ眼底・心電図・貧血の詳細項目の検査を実施す
る
◆平成１９年度までは保健センターの一般健診とし
て実施

7 献血推進事業 健康推進課 282 現状維持

血液事業は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に
関する法律に基づき、昭和39年8月に閣議決定後、
全ての血液製剤を国内自給するとともに安全性を高
めるため、昭和61年に200ml献血に加え400ml献血、
成分献血を導入するなど献血事業を推進してきた。

8 救急医療対策推進事業 健康推進課 19,272 現状維持

市民の安全で安心できる医療体制の一環として、休
日夜間等の救急医療体制を確保するため、西三河北
部医療圏の構成市（豊田市、みよし市）で救急医療
対策事業を行う。

9 市民病院負担金事業 健康推進課 886,407 現状維持

地方公営企業法第17条の2に基づく救急医療の確
保、保健衛生業務、建設改良費等の一般会計負担分
を支払っている。

10
未熟児養育医療給付事
業

保険年金課 5,003 現状維持

身体の発達が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄
弱で保育器を使用するなど入院養育が必要な乳児
で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認
めたものについて、その治療に必要な医療費を公費
で負担する
◆地域主権戦略大綱に基づく「地域の自主性及び自
立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律」の施行により、平成２５年
度に愛知県からの権限委譲により市町村事務となっ
た

11 国保連合会負担事業 保険年金課 4,281 現状維持

医療機関からの診療報酬明細書（レセプト）の点検
等の処理手数料等

12
国民健康保険税賦課徴
収事業

保険年金課 27,212 現状維持
国民健康保険の賦課徴収費用

13
国民健康保険趣旨普及
事業

保険年金課 1,064 現状維持

制度改正の多い国民健康保険制度の周知を図るた
め、国保税の算定時等に納税通知に同封して、制度
の理解を深めていただくため送付

14
国保運営協議会運営事
業

保険年金課 270 現状維持

国民健康保険の税率等重要事項を審議するため、１
２名の運営協議会委員により組織されている。委員
の任期は２年である。

15
一般被保険者療養給付
事業

保険年金課 2,590,715 現状維持

被保険者の疾病、負傷に対しての保険給付
　診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その
他の治療等

16
退職被保険者等療養給
付事業

保険年金課 100 縮小

退職被保険者の疾病、負傷に対しての保険給付
　診察・薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その
他の治療等

①

17
一般被保険者療養費支
給事業

保険年金課 18,058 現状維持

被保険者への現金給付及び保険医療機関以外への現
物給付
　コルセット等の支給、海外療養費及びはり・灸等

18
退職被保険者等療養費
支給事業

保険年金課 100 縮小

退職被保険者への現金給付及び保険医療機関以外へ
の現物給付 ①
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19
国民健康保険審査支払
事業

保険年金課 7,788 現状維持
医療機関から国民健康保険団体連合会へ提出された
診療報酬明細書（レセプト）の審査手数料支払

20
一般被保険者高額療養
費支給事業

保険年金課 316,127 現状維持

医療の高度化傾向に対応し、被保険者の一部負担金
の軽減を図ることを目的として、算定基準額を超え
る場合に高額療養費を支給。

21
退職被保険者等高額療
養費支給事業

保険年金課 100 縮小

医療の高度化傾向に対応し、退職被保険者の一部負
担金の軽減を図ることを目的として、算定基準額を
超える場合に高額療養費を支給。 ①

22
一般被保険者高額介護
合算療養費支給事業

保険年金課 300 現状維持

年間の国保と介護保険の自己負担合計額が高額にな
る場合に、一定の限度額を超えた金額を高額介護合
算療養費として支給する制度。

23
退職被保険者等高額介
護合算療養費支給事業

保険年金課 100 縮小

退職被保険者の年間の国保と介護保険の自己負担額
が高額になる場合に、一定の限度額を超えた金額を
高額介護合算療養費として支給する制度。 ①

24
出産育児一時金支給事
業

保険年金課 20,160 現状維持
被保険者の出産に対する出産育児一時金の支給

25 葬祭費支給事業 保険年金課 2,950 現状維持
被保険者の死亡に対する葬祭費の支給。

26 特定健康診査等事業 保険年金課 50,586 現状維持

「高齢者の医療の確保に関する法律」により、各医
療保険者（市町村国保、各健康保険組合等）でのメ
タボリック（内臓脂肪）に着目した特定健診・特定
保健指導が平成２０年度から開始となった。

27 医療費通知事業 保険年金課 2,465 現状維持
国保被保険者に対して、かかった医療費およびジェ
ネリック医薬品差額の通知をする。

28
国民健康保険レセプト
点検事務

保険年金課 3,960 現状維持
医療機関から提出された診療報酬明細書（レセプ
ト）の点検審査費用

29
後期高齢者医療推進事
業

保険年金課 3,358 現状維持

平成２０年４月から後期高齢者医療制度の開始に伴
い、保険者業務全般を愛知県後期高齢者医療広域連
合が行うこととなり、市町村は被保険者証（保険
証）の発行等窓口業務や保険料の徴収業務等を行う
こととなった。市は被保険者証発行、資格申請・各
種給付受付などの事務を行う

30
後期高齢者医療保険料
賦課徴収事務

保険年金課 3,894 現状維持

平成２０年４月から後期高齢者医療制度の開始に伴
い、保険者業務全般を愛知県後期高齢者医療広域連
合が行うこととなり、市町村は保険証の発行等窓口
業務や保険料の徴収業務等を行うこととなった。市
は広域連合による保険料決定に基づき、保険料額の
期割計算、通知、収納などの事務を行う

31
愛知県後期高齢者医療
広域連合納付金事務

保険年金課 686,496 現状維持

後期高齢者医療制度の開始に伴い、保険者業務全般
を愛知県後期高齢者医療広域連合が行うこととな
り、市町村は保険証の発行等窓口業務や保険料の徴
収業務等を行うこととなった。市は基盤安定負担
金、保険料負担金、事務費負担金を保険者である広
域連合へ納付する
 ・基盤安定負担金…低所得者等の保険料軽減相当
額
・保険料負担金…市町村が徴収した保険料等の実額
・事務費負担金…均等割１０％、後期高齢者人口割
４５％、人口割４５％）

32 保健対策推進事業 健康推進課 126 現状維持

市民の疾病予防、健康の保持増進、健康づくりに関
する事項について審議する。委員の任期は2年であ
る。

33
予防接種健康被害調査
会事業

健康推進課 28 現状維持

予防接種健康被害調査会は、市長の諮問に応じて、
市が実施する定期の予防接種に起因すると思われる
健康被害の発生事例に関する医学的見地からの調査
及び審議を行う。委員の任期は2年である。

34 健康診査事業 健康推進課 111,643 現状維持

健康増進法に基づき健康診査事業を行い、生活習慣
病の早期発見・早期治療につなげ、健康づくりの推
進を図る。この事業には特定健診等追加項目(24年
度まで）、肝炎ウイルス検診、節目歯科健診、70歳
歯科健診、成人歯科健診、胃がん・大腸がん・肺が
ん・前立腺がん・子宮頸がん・乳がんの各がん検診
と骨密度検診、39歳以下の健診、健康診査（生活保
護受給者等）が含まれる。

35 感染症対策事業 健康推進課 1,025 現状維持

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律に基づき、感染症の発生の予防、まん延を防
止するための正しい知識の普及啓発及び結核ハイリ
スク者への精密検査を実施する。

36 健康相談事業 健康推進課 3,108 現状維持

心身の健康に関する相談に個別に応じ、必要な指導
及び助言を行い、家庭における健康管理に資するこ
とを目的として行っている。近年は生活習慣病予防
相談に重点を置いている。

37 健康教育事業 健康推進課 3,751 現状維持

心身の健康についての正しい知識の普及を図り、適
切な指導や支援を行うことにより、健康への認識・
自覚を高め、健康の保持増進を図ることに努め、病
気にかからないことを目的に実施する。

生涯にわ
たって健康
に暮らせる
ようにしよう

健康で生
き生きと暮
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38 健康の道等整備事業 健康推進課 90 現状維持

市民が気軽に健康づくりをできる場所として「みよ
し健康の道」を整備し、市民の健康づくりを推進す
る。

39 歯科保健推進事業 健康推進課 1,033 現状維持

歯科保健推進事業は、指導を希望する障がい者社会
福祉通所系事業所のサービス利用者に対し、歯科医
師及び歯科衛生士がブラッシング指導及び歯科保健
指導を実施する。
 また、豊田加茂歯科医師会が実施する障がい者歯
科医療推進事業（障がい者社会福祉施設における歯
科健診事業）及び「歯・口の健康づくり推進事業
(8020表彰、往診歯科器材整備事業）」に対し補助
をする。

40 市町村栄養改善事業 健康推進課 289 現状維持

地域における生涯を通じた食育推進の担い手とし
て、食生活健康推進員の養成及び育成を行い、地域
の健康づくり活動を進める。
また、地域ボランティア組織｢みよし市食生活健康
推進員会｣に補助金を交付し、健全な食生活を実践
することができる食育活動の取り組みに対し支援を
行う。

41
住民健康管理システム
運営事業

健康推進課 10,515 現状維持
出生から高齢期までの生涯を通じた健康情報を蓄積
し、保健活動を効率的、効果的に推進する。

42 プール開放事業 教育行政課 13,602 拡大

平成１７年度より、なかよし地区（中部小学校）、
きたよし地区（緑丘小学校）、みなよし地区（南部
小学校）の各１校ずつで、市民一般を対象に小学校
プールを開放し、加えて一般開放以外の小学校にお
いて、夏季休業中にＰＴＡが当該小学校児童を対象
に行うプール開放事業に対して補助金を交付してき
た。
平成２８年度から、市内全小学校（８校）で市直営
事業としてのプール一般開放を行っている。

43
スポーツ推進審議会運
営事業

スポーツ課 862 現状維持

スポーツ推進審議会はスポーツ基本法に基づき設置
するもので、スポーツの推進に関し教育委員会から
の諮問に応じて、審議、答申を行う。

44
スポーツ推進委員等運
営事業

スポーツ課 8,452 現状維持

スポーツ推進委員会は市民にスポーツの実技指導を
行うこと、また市が行うスポーツ行事等へ協力する
などスポーツの推進を図るため配置する。
地区スポーツ委員は各行政区に1人ずつ配置しス
ポーツ推進委員と連携しながらスポーツ実施率の向
上を図る。

45 スポーツ協会補助事業 スポーツ課 12,372 現状維持

スポーツ協会は、みよし市におけるスポーツ団体を
総括し、スポーツの普及と振興を図り、市民の健全
な心身の発展に寄与することを目的とした団体。
その事業は、行事の実施及び協力、指導者の養成・
確保、調査研究及び啓発・広報、顕彰をはじめ前述
目的を達成するために必要な事業を展開する。

46 体育施設管理運営事業 スポーツ課 141,626 改善

三好公園総合体育館、三好公園屋外体育施設、三好
丘公園・三好丘桜公園テニスコート・多目的広場、
黒笹公園多目的広場のほか旭グラウンドなどの社会
体育施設の施設維持管理業務。

①

47
みよし市スポーツ大会
等開催事業

スポーツ課 11,637 改善

各大会、行事に子どもから高齢者まで多くの方が参
加され、スポーツ交流や健康づくりの場となってい
る。
市民に親しまれ、スポーツを通じた青少年の健全育
成並びに高齢者の健康づくりに努めていく。

①

48 スポーツ教室開催事業 スポーツ課 3,445 拡大

幼児の親子体操教室、幼児体育教室、スタンツ教
室、成人スポーツ教室の各教室を前期、後期に分け
て実施する。

49
学校体育施設スポーツ
開放事業

スポーツ課 795 現状維持

小中学校の体育館・武道場を住民の体力の向上・ス
ポーツの推進を図ることを目的に、学校行事に支障
のない範囲で地域住民に有料開放する。
平成29年度から開放曜日を増やし、日曜日も開放す
ることとした。

50
国体、全国大会出場激
励事業

スポーツ課 953 現状維持

全国大会、国際大会に出場する選手、チームに激励
の意味をこめて激励会を開催し、激励金を支給す
る。
激励金は、みよし市内在住者又はみよし市内の学校
に在学し、基準を満たした者に支給する。

51 カヌー競技推進事業 スポーツ課 28,281 現状維持

平成6年のわかしゃち国体を契機として整備したカ
ヌー競技場を有効活用し、カヌー競技を通じた青少
年健全育成とカヌースポーツの振興を図る。

52
総合型地域スポーツク
ラブ運営補助事業

スポーツ課 6,000 現状維持

地域において、子どもから高齢者まで様々なスポー
ツを愛好する人々が参加できる、総合的なスポーツ
クラブの運営を補助する。

健康で生
き生きと暮
らせるまち
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53
いきいきクラブ活動補助
事業

長寿介護課 6,608 現状維持

いきいきクラブ活動等により一層の活性化を図り、
高齢者の生きがい又は健康づくりを推進することに
より、高齢者の生活意欲の向上又は介護予防に資す
るとともに、明るい長寿社会の実現及び保健福祉の
向上を図ることを目的に、いきいきクラブみよし連
合会の事業に対して、補助金を交付する。

54
高齢者いきいき活動ポ
イント事業

長寿介護課 55 現状維持

ボランティア登録をした６５歳以上の高齢者が、市
から指定を受けた施設等で行った活動に対して、実
績に応じたポイントを付与し、活動により貯めたポ
イントを現金などのに交換して交付する。

55
シルバー人材センター
補助事業

長寿介護課 44,764 現状維持

「自主、自立」「共働、共助」の理念に基づき、豊
かな経験と技術を持つ高齢者に対し、安全で働きや
すい就業の場を提供することにより、健やかでいき
いきとした老後の生活の維持を図ることを目的に、
シルバー人材センターが行う組織の強化、会員の拡
大及び就業機会の開拓など高齢者の生きがい事業に
対し、補助金を交付している。

56
高齢者生きがいセン
ター運営管理事業

長寿介護課 5,270 現状維持

指定管理制度の導入に伴い、みよし市高齢者生きが
いセンター「太陽の家」の指定管理者は、公益社団
法人みよし市シルバー人材センターが選定され、基
本協定、年度協定を締結した。この協定に基づき、
運営管理されている。
指定管理期間　平成31年4月1日から令和6年3月31日
まで　5年間

安全で安
心して暮ら
せるまち

31 地域で支え
合い、災害
に強いまち
をつくろう

1
住宅・建築物安全ストッ
ク形成事業

都市計画課 42,239 現状維持

昭和56年6月以前の旧耐震基準で建築された建築物
については、大規模な地震による倒壊の危険性が高
いため、耐震診断及び耐震改修工事等について補助
金を交付し、市全体の耐震化を促進する。。
また、既存建築物に露出して吹き付けられている建
材のアスベストについて、含有調査及び除去費用に
対して補助金を交付する。

2 水防訓練事業 防災安全課 265 現状維持

水害に備え、水防訓練を行う。
水防体制を確立する。

3
新総合通信ネットワーク
通信設備整備事業

防災安全課 2,035 現状維持

県が整備している高度情報ネットワークにかかる維
持管理を行う。

4
防災計画策定見直し事
業

防災安全課 1,376 現状維持

みよし市地域防災計画の内容の見直しを行う必要が
ある場合に関係機関の代表に委員を委嘱し、防災会
議を開催する。
その他、災害対策関連の計画、マニュアル等を作成
する。

5 防災情報発信事業 防災安全課 6,015 現状維持

市から発信される災害情報を確実に市民に伝えるた
めに、登録型のメール配信システムを導入し、災害
時には市民の携帯電話にメールで情報伝達を行う。
近年の突発的な豪雨等の風水害に迅速に対処するた
め市内５箇所に雨量計、４箇所の風向風速計を設置
している。
市民みずからが災害に備えることができるようにす
るため、インターネットで雨量および風向・風速の
情報を閲覧できるようにした。

6
非常用設備保守点検事
業

防災安全課 1,462 現状維持

災害時に備え、非常用井戸の点検や水質検査等の維
持管理を行う。

7 災害対策用品購入事業 防災安全課 20,884 現状維持

災害発生時を想定した応急対策資材や災害対策用備
蓄品、災害用非常食等の整備

8 防災訓練開催運営事業 防災安全課 1,906 現状維持

市民の防災意識の高揚を図るため、地区自主防災会
（コミュニティ単位）による防災訓練を実施する。

9
防災ボランティアコー
ディネーター育成事業

防災安全課 34 現状維持

大災害発生時における災害ボランティアの受け入れ
や被災者とボランティアの調整を行うことのできる
「ボランティアコーディネーター」を確保するため
の講座の開催

10
家具等転倒防止対策事
業

防災安全課 578 現状維持

大規模な地震の発生が危惧される中、災害時要配慮
者に対して、家具等の転倒による事故を事前に防止
する。

11 防災意識普及啓発事業 防災安全課 2,128 現状維持

東海地震や東南海地震の発生が危惧される中で、市
民の防災への関心はまだまだ低い。
そのため、防災マップの作成、防災講演会、防災
リーダー養成講座を開催し、市民自らが自分の身は
自分で守る意識を高めるための啓発を行う。
毎年度およそ2,000世帯の増加が見込まれるため防
災マップを増刷する。
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31
12
防災行政無線通信施設
運営管理事業

防災安全課 35,603 現状維持

災害時に住民に対し、速やかに災害情報を伝え、住
民の安全確保を図る。また、移動系無線機により非
常配備班や消防団等の災害応急活動を円滑に行う。

14 消防団運営管理事業 防災安全課 61,882 現状維持

消防団の運営管理に必要な費用
・人件費（報酬、退職報償金、公務災害負担金）
・災害時出動・訓練手当
・資機材の整備（被服含む）
・分団及び女性消防団運営費交付金
・条例定数413名

15
消防団車両運営管理事
業

防災安全課 24,014 現状維持
消防車両、消防用ポンプの更新、維持管理を行う。

16
市消防操法大会開催事
業

防災安全課 69 統合

消防団員として消火活動に必要な技術の向上と士気
の高揚を図ることを目的に、市操法大会を開催す
る。また、消防団の規律厳正な団体行動と平素練磨
した消防技術を公開し、住民の防火意識の向上を図
る。
また、優勝分団においては県操法大会に出場する。

①

17
出初・観閲式・任命式開
催事業

防災安全課 69 統合

消防団の規律厳正な団体行動と平素練磨した消防技
術を公開し、住民の防火意識の向上を図る。また、
模範となる優秀な団員の表彰を行い、団員の士気の
高揚を図る。

①

18
県消防操法大会出場事
業

防災安全課 1,818 現状維持

県内の各市町村を代表する消防団がポンプ自動車の
部、小型ポンプの部で操法を競う愛知県消防操法大
会に出場する分団に対しての支援を行う。

19 消防施設維持事業 防災安全課 19,048 現状維持

市内に設置している消火栓や街頭消火器、防火水槽
の維持管理と市内３中学校（三好・北・南）に設置
してある飲料水兼用型耐震性貯水槽の保守点検等を
行う。
緊急遮断弁の分解整備は保守点検の結果を踏まえて
5～7年ごとに行う。

20 消防施設整備事業 防災安全課 6,872 現状維持

市内の消防施設を整備し、火災及び災害のないまち
づくりを推進する。
・消防団の分団詰所の新築、修繕
・尾三消防本部みよし消防署及び南出張所の用地費

32
1 交通安全啓発事業 防災安全課 2,922 現状維持

児童生徒や高齢者などの交通弱者を対象に交通安全
教室の開催や年代に応じた啓発資材を配付し、交通
安全意識の高揚をはかり、交通事故の防止を図る。

2
交通委員・交通指導員
管理事業

防災安全課 2,936 現状維持

小学校児童の登下校時や地域の交通安全指導、各種
行事での交通指導に従事する交通委員の報酬等を支
給する。

3 高齢者交通安全事業 防災安全課 236 統合

高齢者を対象に交通安全教室を開催する。
自動車後付安全運転支援装置設置費補助事業を行
う。

4 交通安全対策事業 防災安全課 2,000 現状維持

緊急的に交通安全対策を図る必要が生じた場合の対
策費

5 防犯推進事業 防災安全課 15,083 拡大

安全で安心して住めるまちづくりを目指し、安全な
まちづくりだよりの発行や豊田みよし防犯協会へ負
担金の納入、深夜防犯パトロールの実施及び防犯カ
メラ設置推進事業を行う。

6
安心ステーション管理運
営事業

防災安全課 88 現状維持

安全で安心して住めるまちづくりを目指し,「安心
ステーション」を設置し、地域住民の安全安心を図
る。

7
みよし市安全なまちづく
り推進協議会補助事業

防災安全課 3,110 現状維持

安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、防犯
活動や交通安全活動、自主防犯パトロール隊支援事
業を行う。

8
社会を明るくする運動啓
発事業

福祉課 380 現状維持

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人
たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を
築こうとする全国的な運動を展開する。
小学生に啓発書（毛筆）を募集し、入賞作をイオン
三好店に展示。
市内6箇所のスーパー等で街頭啓発（啓発物の配
布）。

9 消費生活啓発事業 産業課 3,626 現状維持

消費者行政推進事業
・専門講座の開催
・商品量目検査の実施
・貯蓄推進事業の実施
・消費生活の啓発
・消費生活展の開催
・消費生活相談窓口
・消費生活出前講座の開催
・弁護士同席の消費生活相談窓口の開設

安全で安
心して暮ら
せるまち

地域で支え
合い、災害
に強いまち
をつくろう

交通事故や
犯罪のない
まちをつくろ
う
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41
1 商工会補助事業 産業課 29,016 現状維持

市内の商工業の育成を図るため、商工会が実施する
地域振興事業、経営改善普及事業、街路灯電気料、
Webサイト事業に係る経費の３分の１を補助する。

2 商工団体振興補助事業 産業課 1,685 現状維持

商工諸団体
豊田法人会みよし支部、アパート組合、工業経済
会、たばこ小売人会、雇用対策協議会の振興事業及
び研修事業に対して補助金を交付する

3 中小企業補助事業 産業課 9,000 拡大

・愛知県融資制度「小規模企業等振興資金」「経済
環境適応資金（サポート資金、パワーアップ資
金）」の借入に伴い発生する信用保証料の一部を補
助する。
・㈱日本政策金融公庫の融資制度「小規模事業者経
営改善資金」の借入に伴い発生する利子の一部を補
助する。

4
中小企業事業資金預託
事業

産業課 58,019 現状維持

事業を営んでいる個人または中小企業の商工業者の
経営安定を支援するための融資制度を運営するため
に、愛知県と協調して市内の取り扱い金融機関に資
金を預託する。（愛知県は市の２倍を預託）

5 商工業活性化補助事業 産業課 20,000 現状維持

市の経済振興と市民生活の向上を図るには、市内に
おいて商工業の活性化を推進することが不可欠であ
り、そのためには、市内の商工業者による積極的な
事業への取組みに期待する部分が大きい。
そこで、市としては、そのような商工業活性化事業
に取組む商工業者に対し、補助金を交付し、その支
援を行うものとする。

6 企業立地推進事業 産業課 57,914 縮小

市内に企業を誘致することにより、産業構造の多様
化、高度化、地域の活性化並びに雇用機会の拡大を
図る。
また、市内に工場等を新増設する者に対して奨励金
を交付する。（令和2年4月1日施行）
愛知県と連携し、産業空洞化に対応するため、２０
年以上市内に立地する工場等を有する企業で、工
場、研究所の新増設等を行う企業に対して、補助金
を交付する。（平成２７年４月１日制定）

①

42

7 観光協会補助事業 産業課 46,470 現状維持

観光事業団体への助成を行うことにより、市の観光
事業の推進を図る。
伝統ある祭りや新しい祭りを充実させ、観光イメー
ジの向上と定着を図る。

8 観光総務事務 産業課 917 現状維持

みよし市観光行政に係る事務費
・愛知県観光協会への負担金
・観光事業関連旅費
・観光事業に要する機器の維持管理費
・西三河観光協議会への負担金

9
ビジターセンター管理事
業

産業課 2,920 現状維持

市の北の玄関口である「三好ヶ丘駅」駅前の活性化
とにぎわいの創出を目的に、みよし市ビジターセン
ターをカリヨンハウス１階に設置し、本市を訪れた
方や市民に対し本市の産業や観光をＰＲするととも
に、市民ギャラリーとして開放することで市民交流
の場を提供する。

10
市民活動センター管理
運営事業

協働推進課 16,197 現状維持

分庁舎「市民活動センター」の管理運営
１階
　・市民活動サポートセンター
　・多文化共生センター
　・愛知県衣浦東部保健所みよし駐在
　・倉庫
２階
　・ふたば
　・会議室

11
明知下ふるさとふれあ
い広場管理事業

協働推進課 379 現状維持

みよし市地域ふるさとふれあい施設条例第４条規定
に基づき、明知下ふるさとふれあい広場の維持管理
を行っている。

12 行政区活動事業 協働推進課 104,795 現状維持

行政区の自治活動の育成及び円滑な活動の推進を図
るため、行政区一括交付金、行政区等運営費補助金
及び地区公共施設修繕事業補助金などの交付や区長
会等を開催することで行政区等の支援を実施する。

13 市民憲章推進事務 協働推進課 497 改善

市民憲章の普及啓発として、町民憲章策定（昭和50
年3月）とともに事業化されてきた。
市民憲章推進会議による、啓発と憲章の実施。 ①

14
コミュニティ広場管理運
営事業

協働推進課 38,680 現状維持

スポーツや地区コミュニティ活動を通した市民の健
康と体力づくりの場、地域の交流と連携を深める拠
点として広く市民や地域に利用され、利用者が安全
かつ快適に使用できるよう施設環境整備の維持管理
をする。

工業のさら
なる成長を
支えよう

まちのにぎ
わいや魅力
を生み出そ
う
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15
地区コミュニティ活動推
進事業

協働推進課 3,053 現状維持

平成２４年度に地区コミュニティを６地区から８地
区へ小学校単位に再編したことにより、西部と南部
地区コミュニティ以外の６地区のコミュニティは、
新設又は構成行政区が変更されたこととなった。
　コミュニティ推進協議会による地域活動の展開を
視野に、コミュニティリーダーの育成とコミュニ
ティ事業への活動補助を中心に事業展開を図ってい
る。

16 自治基本条例推進事業 協働推進課 0 統合

平成20年10月に施行された条例を5年以内ごとに見
直しを行う。

※令和2年度から類似事業と統合。
③

17 地区拠点施設整備事業 協働推進課 10,330 改善

行政区の枠を越えた地区拠点施設を、おかよし地
域、なかよし地域、みなよし地域、きたよし地域を
単位として整備する。 ①

18 駅周辺整備事業 道路河川課 220,149 拡大

駅周辺地区の魅力づくり、にぎわい空間の創出とし
て、駅前広場、駅周辺の関連施設及び市道三好丘駅
前線の再整備を行う。

19
きたよし地区拠点施設
管理運営事業

協働推進課 24,059 現状維持

地域の公益活動の拠点となる行政区の範囲を越えた
市民活動施設として、おかよし交流センターを管理
運営していく。

43 地域の農業
と多面的機
能を持つ農
地を守り、
次代につな
げよう

1 農業経営基盤強化事業 産業課 22,838 改善

農業経営の安定を図るため、効率的かつ安定的な経
営の実現と新時代の担い手農家の育成を図る。意欲
と能力のある担い手農家を支援することにより、遊
休農地の削減や安全で安心な農業生産物の確立を図
る。
・認定農業者利用集積促進事業
・人・農地プラン実質化業務
・中間管理機構への農地の集積
・農業次世代人材投資資金など

①

2 農業団体育成事業 産業課 3,962 現状維持

・農業団体が実施するみよしの農業ふるさと活性化
推進事業について支援する。
 
【都市近郊型農業確立団体】
　農業振興クラブ始め10団体
【農業ふるさと振興団体】
　あいち豊田農業協同組合営農受託部会始め15団体

3 援農ネットみよし事業 産業課 6,619 現状維持

地域農業の育成や市民の農業参画の促進等、地域の
多様なニーズに対応する効率的・効果的な農業支援
体制を確立する。

4 米生産調整推進事業 産業課 4,618 現状維持

市町村単位で県から配分される、主食用水稲作付配
分面積の達成を目指し、地域特性に応じた転作の推
進を実施する。
また、農家台帳システムが統一化されるため、水田
台帳システムの構築を行う。

5 地場産業振興事業 産業課 45,093 現状維持

農業経営の安定を図るため、効率的、安定的な経営
の実現と新時代の担い手農家の育成を図る必要があ
る。法人化することにより農地の集積の拡大や各分
野における専業農家で組織化することにより遊休農
地の削減や安全で安心な農業生産物の確立を図る。
また、意欲と能力のある担い手農業者を支援する。

6
農業用水管理費負担事
業

産業課 4,289 現状維持

愛知用水賦課金負担金
受益面積　685.3ha(R2.4現在）
組合員数　1,740人　
 
みよし市利水委員会　委員17名
愛知用水及び利水の活用による合理的かつ総合的な
農業経営の改善を図る

7
農業用低圧ポンプ運営
補助事業

産業課 1,680 現状維持

みよし市内におけるポンプ運転に掛る費用に対して
補助を行う
 ポンプ場　11箇所
　・土地改良事業（県費）
　　用水機械維持管理事業
　　県費30％・市費40％・地元30％
 
みよし市土地改良事業等補助金交付要綱　第6条
　　　（土地改良事業・県費(6)）

8
県営土地改良事業負担
金事業

産業課 250 現状維持

県営水環境整備事業
  総延長　L=2.3km
  第2期区間　L=1.84km
　総事業費　C=603,628千円
  第2期区間　C=430,000千円　
　事業期間 第2期区間　H25～R7
　親水景観保全施設（せせらぎ水路等）　430m
　利用保全施設（緑化、遊歩道等）　    1,840m
　休憩施設（トイレ）等　　　　　　　　 5箇所
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魅力と活
力があふ
れるまち

43

9
県土地改良事業団体連
合会事業

産業課 108 現状維持

前年度実績の県営・団体営の各事業費に対して、連
合会定款による負担率にて負担金を納入する(定款
第13条)
 
県土連本部
 県営事業　 負担率2.0/1,000
 団体営事業 負担率4.0/1,000

10 土地改良補助事業 産業課 78,660 現状維持

・維持管理適正化事業債務負担金（40.41.44期生）
市負担25%
・県営畑地帯総合土地改良事業債務負担金
・土地改良事業補助金　維持管理事業　市補助60%
・土地改良事業（県費）補助金　かんがい排水事業
市補助20%
・県営ため池耐震整備負担金（ため池診断.計画0%.
耐震整備16%）
・三好池耐震対策負担金
・三好支線水路改築負担金

11
緑と花のセンター管理
運営事業

産業課 47,503 現状維持

センター建屋の維持管理及び屋外緑地・農地等の景
観保全・維持管理を効果的に行う。
ふれあい農園などの貸し施設の適正な管理運営を行
う。

12
産業フェスタみよし実行
委員会補助事業

産業課 11,000 現状維持

・市民に対する市内産業の周知事業の一環として、
農工商業者が一堂に会し地場産物の販売やイベント
を実施する。併せて、広く市民に友好提携市町の産
業を知っていただく機会として、提携市町の物産展
を開催する。その実施主体である実行委員会に対
し、開催経費を補助する。

13 食育推進事業 産業課 829 現状維持

食育推進計画に基づき市民一人ひとりが食の大切さ
を見直し、健康で心豊かな生活が送れるよう事業を
推進する。
また、平成30年度に策定した第３次食育推進計画に
基づき、各種事業の中間評価と進行管理を行った。

自然環境
を守り未来
へつなぐま
ち

51 緑を守り育
て、まちを
美しくしよう

1
児童遊園等維持管理事
業

公園緑地課 8,205 現状維持

地元行政区が管理している児童遊園10施設・児童遊
園地23施設の不良箇所の修理修繕を行い、施設を利
用する児童の安全を図る。
 
みよし市地区公共施設修繕等事業補助金交付要綱
補助率
　事業費１０千円までは地元負担
　事業費１０千円を越える部分の１０分の９を補助
補助限度額
　５，０００千円

2 農村公園維持管理事業 公園緑地課 1,180 現状維持

農村総合整備事業で整備された農村公園施設（福田
農村公園・明知上農村公園・莇生農村公園・高嶺農
村公園）の修理修繕を行い、公園利用者の安全を図
る。
 
みよし市地区公共施設修繕等事業補助金交付要綱
　補　助　率：事業費１０千円までは地元負担
　　　　　　　事業費１０千円を越える部分の１０
分の９を補助
　補助限度額：５，０００千円

3
緑と花の推進委員会補
助事業

産業課 3,300 現状維持

自然環境の保全、緑の愛護、環境美化の推進を図
り、緑と花の豊かな郷土の建設に寄与することを目
的とした団体に補助。

4 花苗配布事業 産業課 2,082 現状維持

住民の緑化に対する意識が高まる今日、うるおいの
あるまちづくりを目指す意味において、花苗を１世
帯当たり１鉢、配布する。

5 記念樹配布事業 産業課 685 改善

市民が、緑に感謝し、緑を慈しみ、緑に親しみ、
もって緑化意識の高揚を図ることを目的とし、人生
の節目に夢や希望、願いを込め、緑化木等を記念樹
として配布する。

①

6 森林病害虫防除事業 公園緑地課 6,700 現状維持

公共施設敷地内の松くい虫等の被害にあった樹木を
早期に伐倒処分し、被害拡大を防止して森林の保全
を図る。

7 緑化指定地区保全事業 公園緑地課 1,313 現状維持

各行政区に存在する里山や鎮守の森の保全を目的
に、行政区主催による樹木保全活動を支援する。
 
要綱改正により報奨金を改正した。
緑化指定面積×２５円/㎡

8 公共施設緑化推進事業 公園緑地課 4,376 現状維持
公共用地の緑化を推進することにより、緑に恵まれ
た安らぎと潤いのあるまちづくりを推進する。

9 自然林保全事業 産業課 42 現状維持

県が作成する地域森林計画の対象となる民有林（地
域対象民有林）について、森林法に基づく届出の確
認、県への協議その他法令に基づく事務手続きを適
正に行い、みよし市森林整備計画による地域対象民
有林の整備、保全等を行う。

②

地域の農業
と多面的機
能を持つ農
地を守り、
次代につな
げよう
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51

10 都市緑化推進事業 公園緑地課 6,503 現状維持

愛知県が施行する「あいち森と緑づくり都市緑化推
進事業費補助」を活用した都市緑化を推進する。ま
た、県費対象外の小規模緑化事業についても市単独
費で補助する。

11 都市公園整備事業 公園緑地課 435,554 拡大
良好で快適な都市環境を創造するために、地域の実
情に応じた緑豊かな公園施設等を整備する。

12 公園維持管理事業 公園緑地課 278,344 拡大

公園緑地施設の適正な維持を行い、公園利用者の安
全を確保する。また、公園緑地内の樹木の適正な維
持管理を行い、都市景観の向上及び緑豊かな自然環
境の保全を図る。

13 犬・猫死体処理事業 環境課 2,200 現状維持
・道路上等での交通事故等により死亡した飼い主不
明な犬・猫死体処理業務

14 環境美化推進事業 環境課 5,959 現状維持

・環境美化並びに快適な環境づくりに対する意識の
高揚とごみの減量化・資源化について地域住民が自
らが取り組んでいただくよう実践活動の輪を広げる
ための支援をする。

15 不法投棄防止対策事業 環境課 3,478 現状維持

・快適な市民生活の確保のために、看板や監視カメ
ラを設置することにより、不法投棄の未然防止及び
再発防止を図る。

16 家庭ごみ計画収集事業 環境課 605,038 拡大

・住民から排出されるごみの収集運搬について業者
に委託し、指定された集積所に置いて燃やすごみ、
燃えないごみ、再利用資源(びん・かん)を収集、ま
た戸別に粗大ごみを収集し、尾三衛生組合「東郷美
化センター」に搬入する。

17
不燃物埋立処分場管理
事業

環境課 4,759 現状維持

・尾三衛生組合で処理困難な廃棄物のうち、一般家
庭から発生するコンクリートがらの埋立処分を行
う。
 
【不燃物埋立処分場】借地面積：８，８１６㎡

52 環境にやさ
しいまちに
しよう

1 大気・水環境調査事業 環境課 13,209 現状維持

市内の大気汚染（降下ばいじん、排気ガス、臭気）
の測定調査により、現状を把握し、大気汚染防止に
役立てるため下記の測定を実施
・降下ばいじん測定調査
・大気環境調査（排ガス・臭気）
　その他、臨時調査及び愛知県による大気測定調査
あり
・一般家庭における「co2みえる化」事業
・水質測定調査
　ため池水質、河川水質及び底質、事業所排水、魚
類調査等

2 公害防止啓発事業 環境課 4,697 現状維持

市内の公害防止を啓発するために、下記の事業を実
施
・環境保全講演会（市内事業所を対象）
・水生生物調査及びいきもの調査隊活動（市内児童
生徒を対象）
境川、茶屋川にて3回の水生生物調査と年3回のいき
もの調査（自然観察会）の実施
・「みよしの環境」を発行（年１回）
・「みよし市環境基本計画」の改定（R1、R2）

3 環境管理事業 環境課 693 現状維持

・みよし市の環境管理の結果等を外部有識者、住民
代表等に監査していただき適切な環境管理の運用を
図る。
・平成27年度に締結した西三河首長誓約におけるア
クションプランの実現に向けた事業に対する負担金
を収める。

4 公害対策事業 環境課 795 現状維持

・地域住民からの苦情により判明した騒音などの対
応を目的に環境保全全般の事務を行う。

5
エコエネルギー促進事
業

環境課 41,348 現状維持

住宅用地球温暖化対策設備の設置者及び低公害車の
購入者に対して、設置及び購入に要する費用の一部
を補助することにより、エネルギーの地産地消に対
する意識の高揚を図るとともに、地球温暖化防止の
促進を図る。
 
（平成２７年度までは住宅用太陽光発電システム設
置補助事業として実施）

6
生ごみ処理機購入補助
事業

環境課 0 統合

・ごみ減量化対策の一環として、市内の家庭より排
出される生ごみを自ら処理することを推進し、あわ
せて、尾三衛生組合東郷美化センターから発生する
灰等の残さを減少させ、最終埋立処分場の延命を図
るため、生ごみ処理機（機械式）生ごみ堆肥化容器
を購入する者に補助を行う。

※令和2年度から類似事業と統合。

③

自然環境
を守り未来
へつなぐま
ち

緑を守り育
て、まちを
美しくしよう
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自然環境
を守り未来
へつなぐま
ち

52 環境にやさ
しいまちに
しよう

7 リサイクル推進事業 環境課 82,187 拡大

・再利用資源の有効利用及びごみの減量化を推進
し、あわせて市民のリサイクル意識の高揚を図るた
め、補助員を配置したリサイクルステーションを運
営する。
・回収資源ごみ　23種類
・ごみ減量化対策の一環として、市内の家庭より排
出される生ごみを自ら処理することを推進し、あわ
せて、尾三衛生組合東郷美化センターから発生する
灰等の残さを減少させ、最終埋立処分場の延命を図
るため、生ごみ処理機（機械式）生ごみ堆肥化容器
を購入する者に補助を行う。

快適で暮
らしやすい
まち

61 生活の基盤
が整ったま
ちをつくろう

1 地籍調査事業 道路河川課 18,549 現状維持

土地の正しい位置や形状などの調査を行い現地調査
で確認した境界標識の測量を実施。現状に合った地
籍図及び地籍簿を作成のうえ、愛知県知事の認証を
受け、法務局備付けの地図と登記事項の修正を行
う。
また、土地区画整理事業、土地改良事業等の国土調
査法第19条第5項の指定を受けた区域と併せて成果
を数値情報化し成果の交付を行う。

2 都市計画決定事務 都市計画課 26,612 現状維持

市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調
査審議を行う。
また、愛知県の都市計画に関する事項について調査
審議を行う。

3
都市計画基本図作成事
業

都市計画課 749 現状維持

都市計画基本図の作成
都市計画図の印刷
・都市計画図（1/10,000・1/25,000)
・白図（1/10,000・1/25,000)

4 都市計画基礎調査事業 都市計画課 0 現状維持

都市計画法第6条に基づき、県が都市計画に関する
基礎調査を行うため、市町村は資料の提出や必要な
協力を行う。

※令和２年度は愛知県による分析のため市としての
作業はなく予算不要

③

5
まちづくり基本計画更新
事務

都市計画課 5,990 現状維持

みよし市まちづくり土地利用条例及びみよし市まち
づくり基本計画に基づく土地利用誘導区域図の修
正・更新。
上位計画（総合計画）の改定による、みよし市まち
づくり基本計画の見直し。

6
まちづくり土地利用条例
手続事務

都市計画課 229 現状維持

まちづくり土地利用条例に基づく小規模開発事業の
手続き及び特定開発事業の手続・基準の審査等を行
い、必要な助言・勧告及び行政命令等を行なう。
 
まちづくり審議会
　委員５名（弁護士、大学教授）

7 準用河川維持事業 道路河川課 51,951 現状維持

河川堤防における草刈や川底の浚渫を定期的に行い
適正な河川管理を行う。

8 準用河川改修事業 道路河川課 134,841 現状維持

河川改修事業
　準用河川砂後川
　準用河川茶屋川
事務費
　旅費、需用費

9 し尿汲取り清掃事業 環境課 5,155 現状維持

・し尿の汲取り及び運搬業務を民間業者に委託し、
収集したし尿を「砂川衛生プラント」にて適正に処
理する。月１回計画的に収集を行う「定額制」と溜
まったら汲取る「従量制」の二方式で行っている。

10
公共施設浄化槽点検清
掃事業

環境課 407 現状維持

・市が管理する公共施設の浄化槽及びし尿汲取りを
点検資格並びに清掃業の許可を持つ業者に委託する
ことにより適正管理をする。
汲取った浄化槽泥汚については、「砂川衛生プラン
ト」にて適正に処理する。

62 便利で快適
な住環境を
つくろう

1 公共交通推進事業 企画政策課 106,451 拡大

　市内の交通空白地帯の解消等を目的とし、市民の
足となる交通システムの整備を図るため、平成１３
年度からさんさんバスの運行を開始した。また、バ
ス利便区域を５００ｍの範囲に設定し、その範囲か
ら外れる区域は、乗合タクシーでの交通不便解消を
図っている。平成２４年４月１日にバス車両を２台
を追加し、６台体制で２路線を運行している。さら
に、バスロケーションシステム更新を行い、利用者
のサービス向上に努めている。平成２５年１０月１
日は、運行時間の短縮等の見直し、ダイヤ改正を
行った。

2
公共駐輪場整備管理事
業

道路河川課 2,726 現状維持

三好ヶ丘駅、黒笹駅及び三好上バス停利用者の利便
性を向上させるために設置した駐輪場の管理を行
う。

3 道路維持管理事業 道路河川課 430,213 現状維持

道路の安全確保、適切な維持管理を行うため、道路
の維持補修工事、草刈、パトロール、ごみ拾い等の
維持管理委託の発注及び直接修繕を行う。
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62 便利で快適
な住環境を
つくろう

4 道路改良事業 道路河川課 61,083 現状維持

道路の新設、狭い幹線道路拡幅整備や生活関連道路
整備を行い交通事故や渋滞などの道路環境の悪化を
防止・解消し、市内の道路交通網を整備する。

5 里道整備事業 道路河川課 16,100 現状維持

行政区管理の里道を分担金を徴収し、整備を行う。
大規模集落　　　１０％
大規模集落以外　２０％

6 交通安全施設整備事業 道路河川課 100,366 現状維持

事務費
交通安全施設設置事業
　カーブミラー設置
　車止め設置
歩道設置事業

7 都市計画道路整備事業 道路河川課 138,466 現状維持

市内に都市計画決定された都市計画道路を新設整備
し、幹線道路網によるみよし市都市機能の向上を推
進する。

8
区画整理指導・支援事
務

公園緑地課 53 現状維持

土地区画整理組合及び準備委員会に対し、指導・支
援を行う.

9
地区計画区域内施設整
備事業

道路河川課 22,400 拡大

三好中島地区計画　地区施設整備事業
　対象地区施設：調整池

10
みどりと景観計画推進
事業

都市計画課 107 現状維持

緑の基本計画は、都市緑地法第4条第1項に「市町村
の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」と
して規定されており、市町村がその区域内における
緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総
合的かつ計画的に実施するための施策等を内容とし
て策定する計画である。景観計画は、景観法に基づ
き景観行政団体が法の手続に従って定める「良好な
景観の形成に関する計画」のことで、景観まちづく
りを進める基本的な計画として、景観形成の方針、
行為の制限に関する事項などを定めることができ
る。

63
1 やすらぎ霊園管理事業 環境課 3,876 現状維持

・墓地管理講習会への参加
・墓地管理（電気、水道、パンフレット、通信費）
・霊園維持管理委託（樹木管理、清掃等）

2 就労支援雇用安定事業 産業課 13,533 現状維持

国、愛知県等と協力し雇用の確保と改善、働く人た
ちの安全で安心して働ける環境づくり、少子・高齢
化等が進行する中での多様な働き方の実現を支援す
る。

まちづくり
の進め方

71 市民が参画
し、ともに支
え合う協働
のまちづくり 1

協働によるまちづくり推
進事業

協働推進課 3,444 現状維持

協働によるまちづくり推進と職員の意識改革を目的
とした職員研修の実施する。ＮＰＯ･協働相談窓口
を設置し、市民活動の活性化と行政の協働の推進を
図る。
市民活動サポートセンターの運営を通して、市民活
動の活性化と協働のパートナーの育成を図る。市民
活動団体等が地域課題の解決に向け主体的及び自発
的に取り組む公益活動を支援することを目的にがん
ばる地域応援補助金を交付する。

72 透明性の高
い開かれた
市政 2 議会会議録作成事業 議事課 3,761 現状維持

定例会及び臨時会の会議録（本会議と常任委員会）
の製本及び電子データ化を行う。
製本したものは、全議員及び関係機関に配布すると
ともに、一般の閲覧に供している。また、電子デー
タは、市議会ホームページで検索閲覧できる。

3
議会映像インターネット
配信事業

議事課 5,099 現状維持

開かれた議会の一環として議会映像インターネット
配信事業を導入した。開会初日の市長あいさつと一
般質問の映像を配信している。

4
ファイリングシステム維
持管理事業

総務課 905 現状維持

行政文書の検索性を向上させるため文書目録を作成
している。また、分類の仕方、保存の仕方や職場環
境の整理などに関する研修会や実地指導を行う

5 情報公開事業 総務課 402 現状維持

・情報公開条例に基づき行政文書の開示をする
・個人情報保護条例に基づき市が保有する個人情報
の開示等を行うとともに、個人情報の適正な取扱い
を確保し、個人の権利利益を保護する
・行政文書及び保有個人情報の開示等の決定に対す
る審査請求について、みよし市情報公開・個人情報
保護審査会で審査する
・情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関す
る事項又はこれらの在り方について、みよし市情報
公開・個人情報保護審査会で審査する

快適で暮
らしやすい
まち

多様な世代
の定住・移
住を促進し
よう
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72 透明性の高
い開かれた
市政

6
財政分析諸表作成公表
事務

財政課 1,149 改善

今まで地方公共団体の会計制度は現金主義に着目し
た単式簿記が採用されてきたが、発生主義の複式簿
記を採用する企業会計と比較すると過去から積み上
げた資産や負債などの状況が把握できず、減価償却
や引当金といった会計手続きの概念がなかったた
め、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計
算書、資金収支計算書などの財務書類を作成し、財
政分析を行い、公表し、市民と情報の共有化を図
る。

①

7 議会だより発行事業 議事課 2,715 改善

議会の活動を広く市民に周知することにより、開か
れた議会を目指し、年４回の定例会及び５月の臨時
会の計５回、一般質問の内容などを中心に、議会だ
より「きずな」を発行し、全世帯に配布している。
　編集は、議会広報広聴特別委員会の委員（議員）
が自ら行っており、職員は、編集発行に関しその補
助を行っている。

①

8 市政啓発事務 広報情報課 411 現状維持

・市政情報や市のイベント情報などを広域的に周知
するために、報道関係機関へ関連記事や広告の掲載
を依頼する。
・市政情報や市のイベント情報などを、報道提供や
記者会見を通じて報道関係機関へ提供する。

9
ＣＡＴＶ番組制作放送事
業

広報情報課 69,553 現状維持

・市からのお知らせや行事等のニュースを市政情報
番組として制作し、ＣＡＴＶで放送することで、市
政に対する理解と関心を高める。
・災害時には、臨時番組として緊急災害情報を放送
する。

10
コミュニティＦＭ番組制
作放送事業

広報情報課 18,111 現状維持

・市政情報やイベント情報等のニュースを市政情報
番組として制作し、コミュニティＦＭで放送するこ
とで、市政に対する理解と関心を高める。
・災害時には、臨時番組として緊急災害情報を放送
する。

11
ホームページ制作管理
事業

広報情報課 5,642 改善

・ホームページは市政に対する理解と関心を高めて
もらうために、市政情報を市内外のさまざまな人に
向けて発信する最も重要な媒体の一つである。
・ウェブアクセシビリティに配慮したホームページ
を維持しながら、統一性のあるデザインで、全ての
職員がページの作成、更新がしやすいよう、コンテ
ンツ・マネジメント・システム(ＣＭＳ)を利用した
ホームページ管理環境を維持する。

①

12 広報みよし発行事業 広報情報課 17,333 現状維持

・毎月１日に広報紙を発行し、全世帯へ配布。
・全ページカラー印刷
・ＤＴＰ(Desk Top Publishing)により職員が版下
データまでを作成し、印刷製本を発注している。

13 市勢要覧製作事業 広報情報課 363 現状維持

・市政や市の魅力をわかりやすく伝えるため、市勢
要覧を作成している。
・転入者や、視察来庁者、視察訪問先に配布して、
市政への理解を深めるとともに、市への関心を高め
てもらう。

14 印刷物配布事業 協働推進課 837 現状維持

印刷物の配布業務を行政区に委託し、公費の大幅な
節減により効率的・効果的で信頼性の高い方法で配
布を行うため、市から行政区への配付業務を委託す
る。

73 効果的・効
率的で安定
した行財政
運営 1 職員採用事務 人事課 2,388 改善

市職員としての適性を判断し、優秀な職員を採用す
るため、採用試験を実施する。
試験の実施にあたっては、みよし市の魅力を伝え、
職務についても理解を得た上で、受験に臨んでもら
えるよう啓発を行う。
また、人事異動によりＯＪＴを推進し、人材育成の
活性化を図り、学習を助長する職場風土を醸成する
とともに、ジョブローテーションにより、職員の幅
広い視野を養うことで、職員の能力や適性を引き出
し、活用していく。

①

2 人事異動事務 人事課 0 統合

人事異動を行うことにより、ＯＪＴを推進し、職場
における人材育成の活性化を図ることにより、学習
を助長する職場風土を醸成する。
また、ジョブローテーションを適正に実施すること
により、職員の幅広い視野を養うとともに、職員の
能力や適性を引き出し、活用していく。

※令和2年度から類似事業と統合。

③

4 職員研修事業 人事課 7,685 現状維持

【職員研修体系】
・一般研修（階層別、管理職、体験研修）
・特別研修（専門、一般教養、人事評価、視察、会
計事務研修）
・派遣研修（自治大学校、市町村アカデミー、民間
等団体主催、
　実務研修生等派遣研修）
・自主研修（自主研究活動助成、通信教育助成）
・職場研修（ＯＪＴ）
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73
5 行政改革推進事務 企画政策課 232 現状維持

　本市の行政改革の基本的な方針である「行政改革
大綱」に基づき、効果的で効率的な行政運営をする
ため、行政改革を推進する。

6 行政評価システム事業 企画政策課 617 現状維持

　行政評価実施要綱による実施方針に基づき、施策
評価や事務事業評価を実施することによりPlan(計
画)－Do(実施)－Check(評価)－Action(改善)のマネ
ジメントサイクルを確立し、効果的で効率的な行財
政運営を推進する。

7
あいち電子自治体推進
協議会システム運用事
業

広報情報課 8,693 現状維持

愛知県及び県内全市町村（名古屋市を除く）で構成
するあいち電子自治体推進協議会が共同で開発・運
営するシステムを利用することで市民の利便性の向
上、経費の縮減、セキュリティの確保を図る。

8
電子自治体基盤管理事
業

広報情報課 22,975 改善

地方公共団体間相互のコミュニケーションの円滑
化、情報の共有による情報の高度利用等を図ること
により、各地方公共団体と国の各省庁等、市民との
間の情報交換手段の確保のための基盤とすることを
目的として運営する総合行政ネットワーク（ＬＧＷ
ＡＮ）及び庁内ネットワークを安定的に運用する。

①

9
庁内統合型ＧＩＳ整備事
業

都市計画課 2,124 現状維持

統合型ＧＩＳの活用により、質の高い行政サービス
の実現、業務の効率化・高度化、新たな地図利用業
務への展開や共有データの広域的活用を実現させ
る。

10 広域行政事務負担事務 企画政策課 546 現状維持

・愛知県と矢作川流域の10市町で構成する（公財）
矢作川水源基金において、きれいで安定した水を供
給できる緑豊かな災害に強いまちづくりを行ってい
る。
・平成25年度に日進市、東郷町、豊明市とみよし市
で自治体間連携協力に関する基本協定を締結した。
平成27年度から長久手市が参加。
 

11
古瀬間聖苑に係る豊田
市への事務委託等事業

環境課 21,800 現状維持

・地方自治法第２５２条の１４及びみよし市と豊田
市との間における委託に関する規約に基づき、古瀬
間聖苑に係る豊田市への事務委託を行う。
 
【委託費の算出基礎】
（管理及び執行に要する経費＋維持管理費に係る人
件費－使用料収入）×前々年度の利用実績割合

12
塵芥処理に係る豊田市
への事務委託等事業

環境課 41,335 現状維持

・地方自治法第２５２条の１４及びみよし市と豊田
市との間における委託に関する規約に基づき、塵芥
処理に係る豊田市への事務委託を行う。
【委託費の算出基礎】
（管理及び執行に要する経費＋維持管理費に係る人
件費－使用料収入）×前々年度の利用実績割合
【起債負担金】
建設：利用実績割 40/100、人口割 40/100、均等割
20/100　用地：利用実績割

13
し尿処理に係る豊田市
への事務委託等事業

環境課 22,986 現状維持

・地方自治法第２５２条の１４及びみよし市と豊田
市との間における委託に関する規約に基づき、し尿
処理に係る豊田市への事務委託を行う。
 
・清掃センター砂川衛生プラント委託料 
【委託費の算出基礎】
（管理及び執行に要する経費＋維持管理費に係る人
件費－使用料収入）×前々年度の利用実績割合

14
ふるさと納税返礼品ＰＲ
推進事業

財政課 2,693 改善

ふるさと納税制度による返礼品の拡充及びインター
ネットによる寄附の利用促進のためのポータルサイ
トを活用してふるさと寄附金をＰＲしていく。 ①

15 予算編成等事務 財政課 1,250 現状維持

・当初予算編成
　当初予算編成方針の作成、通知（10月頃）、予算
要求受付（10～11月）、予算査定（事務査定、部長
査定、副市長査定、市長査定）（12～1月）、予算
内示（1月）、予算書作成
・補正予算編成
　６、９、12、３月議会にあわせ、補正予算を編成
する。

16
個人・法人市民税課税
事務

税務課 26,761 現状維持

【個人市民税】
　毎年1月1日現在、みよし市に在住し、前年所得の
ある人に対し、個人住民税を賦課する。
 
【法人市民税】
　みよし市内に事業所を有する法人の申告納付に基
づき法人市民税を賦課する。

17 軽自動車税課税事務 税務課 3,576 現状維持

　毎年4月1日現在に軽自動車等（軽自動車、原付バ
イク、農耕機など）を所有している者に対し、軽自
動車税を課税する。
　平成30年10月1日から原付バイクのご当地ナン
バーを交付している。

効果的・効
率的で安定
した行財政
運営
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73 効果的・効
率的で安定
した行財政
運営 18 土地評価事務 税務課 7,123 現状維持

固定資産税の算定のため、土地、家屋及び償却資産
の評価を行う。
土地は標準宅地の鑑定評価、路線の見直し等の業務
を行う。また、３年に一度の評価替えにより、適正
な時価に基づく課税を行い、税負担の公平化を図
る。
家屋は評価額を家屋評価システム等を用いて算出す
る。償却資産は、事業者からの申告を元に評価を行
う。

19
家屋・償却資産評価事
務

税務課 0 統合

固定資産税の適正な課税を行うため、家屋の評価額
を家屋評価システム等を用いて算出する。

償却資産は、地方税法第383条の規定により、償却
資産の所有者から提出された償却資産申告書を確認
及び審査した上で、評価し、評価額を算出する。

※令和2年度から類似事業と統合。

③

20 資産税課税事務 税務課 22,409 現状維持

固定資産（土地、家屋及び償却資産）の所有者に対
して、固定資産税を課税する。
【課税の手順】
・固定資産の価格等を決定し、直ちに当該固定資産
の価格等を固定資産課税台帳に登録する。
・土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を固
定資産税の納税者に縦覧する。
・課税明細書を納税者に交付する。
・納税通知書を納税者に交付する。

21 市税収納管理事務 納税課 6,334 拡大

納付された市税の消し込み処理を適正に行い、収納
状況を正確に把握する。また、納付の重複等で過誤
納となった場合は、還付及び充当を速やかに行う。

22 滞納整理事業 納税課 4,046 拡大

市税を納期限までに納付しない滞納者に対し、滞納
整理を行うとともに、納付意思の希薄な滞納者等に
対しては、滞納処分を実施する。

23 振替納税事務 納税課 766 現状維持

口座振替による市税の確実な確保及び納税者の利便
性向上のため、市税の口座振替の拡大推進を図る。

体系外 81 その他（体
系外）

1 委員会行政調査事業 議事課 5,128 現状維持

各委員会において、その所管事項に関する分野の先
進地（全国）を訪問し、現地調査を行う。
1人当り旅費
　常任委員会　　  75,000円
　議会運営委員会　75,000円
　特別委員会　　　75,000円

2 政務活動費交付事業 議事課 3,600 改善

みよし市議会政務活動費の交付に関する条例に基づ
き、議会の会派または個人に対し、議員の調査研修
に要する経費の一部について、1人当たり年額18万
円を限度に、申請に基づき政務活動費を交付する。

①

3 議会庶務事務 議事課 13,692 改善

円滑な本会議及び委員会の運営並びに準備のために
必要な事務を行う。 ①

4 議長会関係事業 議事課 1,299 現状維持

全国市議会議長会、東海市議会議長会、愛知県市議
会議長会及びその他関係団体等の総会等へ議長が出
席し、各市議会の現状及び市議会が抱えている問題
などを協議検討し、本市の政策推進に役立てる。

5 市長会事務 秘書課 1,413 現状維持

・全国市長会の下部組織である、東海市長会・愛知
県市長会等主催の各会議・行事への出席と協議議題
の提出、情報交換、また国・県等への陳情・要望業
務などを行う。

6 表彰事務 総務課 177 現状維持

市表彰者を決定するため、表彰審査委員会を開催し
て決定する。また、叙位・叙勲の事務や愛知県表彰
条例に基づく表彰者の推薦等の事務を行う

7 文化の日記念式典事業 総務課 1,157 現状維持

毎年１１月初旬に「文化の日記念式典」を開催し、
市政の発展や住民の福祉の増進に貢献し、その功績
が顕著な方をに対して表彰を行う

8 新年あいさつ会事業 総務課 155 現状維持
新年を迎えるにあたり新年あいさつ会を開催する

9 庁舎維持管理事業 総務課 167,468 現状維持
庁舎の効率的、適正な維持管理を図る

10 公用車・バス管理事業 総務課 42,514 現状維持

市有バス等の運行管理や公用車の維持管理を行って
いる
安全運転に関する研修等を実施して交通事故防止に
努めている
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11 第三者委員会事務 総務課 981 現状維持

・公平委員会：職員の勤務条件に関する措置の要求
及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれ
について必要な措置を講ずる
・固定資産評価審査委員会：固定資産課税台帳に登
録された価格に関する不服について、審査・決定す
る。
・いじめ問題調査委員会：いじめに関するいじめ問
題対策委員会の調査結果について、市長が必要があ
ると認めたときは、その調査結果について調査を行
う
・行政不服審査会：行政不服審査法に基づく審査請
求に係る諮問について審査する

12 法規整備事業 総務課 19,441 現状維持

・例規集のデータベースを構築し、データ更新を行
う
・法令図書の追録を行う
・条例、規則の制定改廃における法令改廃情報の収
集を行う
・顧問弁護士による法務相談を行う。
・住民訴訟の対応を行う

13 平和推進事業 総務課 881 現状維持

みよし市平和都市宣言の理念である恒久平和の実現
を目指し、平和教育として中学生を広島へ派遣する

14 計画行政推進事務 企画政策課 7,512 拡大

総合計画に基づいたまちづくりを進めるため、個別
事業を進める方法として、実施計画で向こう３か年
の事業をローリング方式で毎年見直し、総合計画の
進行管理を行っている。
  
市民のシビックプライド醸成を目的に小学生への下
敷きの配布や中学生へのクリアファイル配布などを
実施している。

15 政策調査研究事務 企画政策課 9,974 現状維持

時事通信社のインターネット情報行政サービス
「iJAMP」や各行政情報誌等を通じて、政府及び都
道府県、全国市町村のまちづくりに関する情報を入
手し、本市のまちづくりに役立てる。

16 秘書事務 秘書課 3,232 現状維持

市長、副市長の公務が円滑に遂行できるよう秘書業
務を行う。

17
財務会計システム運用
事業

財政課 11,368 現状維持

予算編成から執行、決算までの一連の処理を行う財
務会計システムに、契約管理、実施計画、行政評価
などの業務を連携させた総合的なシステムを運用す
る。

18
公共施設等総合管理計
画事務

財政課 78 現状維持

公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっている
状況において、地方公共団体の厳しい財政状況の中
で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要
が変化していくことを踏まえ、平成26年４月に国か
ら地方公共団体に対して、公共施設等総合管理計画
の策定が要請され、平成28年度本計画を策定した。
令和２年度までに個別施設計画を策定するにあた
り、公共施設等劣化点検を平成30年度に行った。今
後、それらの総合調整に必要な情報の収集等を行
う。

19 公有財産管理事業 財政課 7,395 現状維持

公有財産に係る境界立会や財産の処分等を実施、ま
た公有財産の異動状況を把握する。固定資産台帳シ
ステムの機器保守点検及び基盤図（地番図等）の更
新、また、地籍調査事業実施区域においては登記完
了後のデータ加除を行い、適正な維持管理に努め
る。
固定資産台帳に公有財産の異動状況を反映し、適正
な維持管理に努める。

20
人事・給与システム維持
管理事業

人事課 6,126 現状維持

・人事情報の集中管理
・職員給与、非常勤職員賃金支払等業務の実施
　システムのリース期間
　平成29年10月～令和6年9月

21 給与支給事務 人事課 30,066 現状維持

例月給与、期末勤勉手当の支給、共済費等負担金計
算、年末調整を条例、規則に基づき適正に行う。
また愛知県などからの派遣受入職員の負担金を支払
う。

22
特別職報酬等審議会事
務

人事課 227 現状維持

議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料
の額に関する条例を議会に提出しようとするとき
は、あらかじめ、当該報酬の額について審議会の意
見を聞くものとする。
［みよし市特別職報酬等審議会条例第2条］

23 職員駐車場確保事業 人事課 12,416 現状維持

地方公務員法第42条に基づき、職員厚生事業の一環
として、車両を利用して通勤する職員のため、職員
駐車場を確保する。（本庁内勤務職員を対象とし、
本庁以外の職員については、各施設の駐車場で対応
する。）
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24 職員健康診断事務 人事課 12,458 現状維持

職員を対象に健康診断を実施し、適正な健康管理を
行う。
《健康診断概要》
・一般健康診断（30歳未満常勤職員、一般非常勤、
臨時職員）
・人間ドッグ（30歳以上の常勤職員、再任用職員）
・Ｂ型肝炎抗体検査（医療職未実施者）等

25 職員互助会補助事業 人事課 6,450 改善

職員互助会に対する事業費の補助を行う。
《主な職員互助会事業》
・主催事業の開催
・職員親睦旅行助成
・職員有志によるクラブ活動への助成
・福利厚生施設等の利用推進
・ボランティア活動の推進
・給付金の支給

①

26 職員福利厚生事務 人事課 2,953 現状維持

職員へ業務に必要な被服等の最低限の貸与を行う。
《貸与被服》
・作業服（夏・冬）　　　　　・保健師被服
・防災服　　　　　　　　　　.・給食センター被
服
・防寒服　　　　　　　　　　 ・トレーニング
ウェア
・防災ヘルメット
・防災安全長靴（男性用）
・防災安全靴（女性用）
・保育士・調理保育業務員被服
・学校業務員被服及び靴

27 職員健康管理事業 人事課 1,360 現状維持

・職員の健康管理、福利厚生を一層増進するため、
産業医を配置
・職員心の健康相談事業の実施

28 検査事務 総務課 626 現状維持

契約執行の履行確認事務において、適正な履行の確
保及び完了の確認を検査基準に基づいて検査を行い
品質の高いものを確保する

29
電算システム管理運用
事業

広報情報課 166,948 拡大
電算システムの安定した運用を行う。

30 契約事務 総務課 3,219 現状維持

みよし市が発注する建設工事、業務委託、物品購入
に係る契約締結事務を行う

31 会計事務 会計課 21,403 現状維持

歳入：市税等の納付書の読み取り及びデータ作成を
電算処理会社に委託し、作成されたデータに基づき
本市財務会計システムにより収納状況を確認する。
 
歳出：公金の支出調書を審査し、指定金融機関を通
して定時払い、随時払いにより、債権者に支払う。
源泉徴収事務：源泉徴収制度に基づき、給与、報酬
等から所得税を徴収する。
決算書作成事務：決算を調製し、決算書を作成す
る。

32
税総合システム管理運
用事業

税務課 0 統合

税総合システムを活用し、市民税、固定資産税、軽
自動車税、国民健康保険税を適正に課税するととも
に、税証明等を迅速に市民に交付する。

※令和2年度から類似事業と統合。

③

34 相談事業 市民課 2,186 現状維持

市内在住在勤の住民を対象に、悩みごと、心配ごと
などの解消や軽減ができるよう、専門家による助言
や専門機関への案内等をすることで、安心で豊かな
生活環境の実現を目的として実施する。

35 戸籍事務 市民課 5,518 現状維持

・戸籍の受付から審査、記載、附票の記載、戸籍統
計、人口動態統計のための報告、相続税法等による
戸籍関連事務を適正に管理する。 ②

36 住民基本台帳事務 市民課 50,778 統合

・異動届の受付、受理及び審査
・住民基本台帳の記載及び管理
・行政の基礎資料作成
・証明書及びマイナンバーカード交付
・住民基本台帳ネットワークシステム機器類等の保
守・管理
・住民異動届における本人確認の強化
・住民基本台帳の一部写しの閲覧に係る事務の取扱
い

①

37 印鑑登録事務 市民課 461 統合

・みよし市印鑑条例に基づき、①申請の受付審査、
②印鑑登録証(カード)の交付、③原票の保管、④印
鑑登録証の交付事務をおこなっている。 ①

38
市民情報サービスセン
ター取扱事務

市民課 2,258 現状維持

・住民票、戸籍関係諸証明及び税関係諸証明
・税、使用料等公金収受
・維持管理業務
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選挙管理委員会運営事
業

総務課 895 現状維持

衆・参議院、県・市議会議員及び知事や市長を公選
する選挙を選挙管理委員会により公正中立に執行す
る

40 選挙啓発事業 総務課 522 現状維持

住民の選挙についての関心を高めてもらうため、明
るい選挙推進協議会により啓発を行ったり、小中学
生に選挙啓発ポスターを募集したり、成人式で啓発
資材を配布したり啓発活動を行う

41 愛知県知事選挙事務 総務課 0 現状維持

愛知県知事選挙は、4年の任期ごとに行われ、選挙
期日の告示に伴い、16日間の期日前投票、投票及び
開票事務を行う。
 
任期満了日
　令和5年2月14日

※選挙実施年度のみ予算を確保しているため、令和
２年度は不要

③

42
愛知県議会議員選挙事
務

総務課 0 現状維持

愛知県議会議員選挙は、4年の任期ごとに行われ、
選挙期日の告示に伴い、8日間の期日前投票、投票
及び開票事務を行う
 
任期満了日
　令和5年4月29日

※選挙実施年度のみ予算を確保しているため、令和
２年度は不要

②
③

43 参議院議員選挙事務 総務課 0 現状維持

参議院議員選挙は、6年の任期で3年ごとに半数が改
選され、選挙期日の公示に伴い、16日間の期日前投
票、投票及び開票を行う
 
任期満了日
・令和4年7月25日
・令和7年7月28日

※選挙実施年度のみ予算を確保しているため、令和
２年度は不要

②
③

44
みよし市議会議員選挙
事務

総務課 0 現状維持

みよし市議会議員選挙は、4年の任期ごとに行わ
れ、選挙期日の告示に伴い、6日間の期日前投票、
投票及び開票を行う
 
任期満了日
　令和5年4月29日

※選挙実施年度のみ予算を確保しているため、令和
２年度は不要

③

45 統計事務 企画政策課 301 現状維持

統計調査を行うための登録統計調査員の確保や、調
査員の資質向上を図るとともに適正な統計調査の実
施に努める。
統計情報を提供することにより、まちづくりなど各
種計画の基礎資料として活用している。また、統計
調査の関心を高め、円滑な調査実施に努めている。

　

46 基幹統計事務 企画政策課 25,361 拡大

・国・県から委託された各種基幹統計調査の実施
・令和2年度：工業統計調査、国勢調査、経済セン
サス‐活動調査準備、経済センサス調査区管理
・令和3年度：経済センサス‐活動調査、経済セン
サス調査区管理
・令和4年度：住宅・土地統計調査調査区設定、就
業構造基本調査、経済センサス調査区管理
・令和5年度：住宅・土地統計調査、国勢調査準備
事務、農林業センサス準備、経済センサス‐基礎調
査準備、経済センサス調査区管理

②

47 監査事務
監査委員事

務局
2,152 現状維持

監査委員は、法令に定められた権限に基づいて、市
の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管
理又は市の事務の執行について、監査等（監査、検
査、審査）を実施し、その結果に関する報告を決定
し、これを議会及び市長等に提出し公表する。ま
た、監査委員事務局職員は、監査委員の事務を補助
する。

48
総合福祉システム整備
事業

福祉課 30,356 現状維持

県から市へ事務移譲が進んでおり、福祉サービスの
多様化及び複合化による事務増加に対応するため、
福祉事務の電算化を進める。

49 戦没者追悼式開催事業 福祉課 1,176 現状維持

本市には、330柱の英霊があり、これらの英霊に対
し、追悼の誠を捧げ、今日の平和を恒久のものとし
て、後世そして若き世代に継承していくため、「平
和の式典」として、追悼式を挙行する。
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50 地域福祉計画策定事業 福祉課 3,589 現状維持

施策を計画的かつ効率的に推進するため、施策事業
の目標指標を設定する。計画の評価、計画の見直し
を行うため、地域福祉計画審議会を設置し、目標の
進捗度など、その評価結果を踏まえて、必要に応じ
計画の見直しを行う。

51
行旅病人及び行旅死亡
人取扱事務

福祉課 265 現状維持

行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、救護・葬
祭執行等を行う。

52
保健センター維持管理
事業

健康推進課 13,362 現状維持

市民の健康と生命を守る保健センター施設の保守維
持管理に必要な運営事業を展開することにより、施
設そのものの維持管理を行い、市民に快適に安心し
て利用できるよう努めることで、市民の健康づくり
の推進に貢献する。
また、大規模な地震災害が発生したときは、医療救
護本部及び市内中学校に応急救護所を設置し、医師
等による医療救護活動を行う。

53 狂犬病予防事業 環境課 2,302 現状維持

狂犬病予防法に基づき下記の事務を実施する。
・犬の登録事務
・犬の鑑札再交付事務
・狂犬病予防注射済票の交付事務
・狂犬病予防注射済票の再交付事務
・犬登録管理システムの管理

54 鳥獣捕獲等許可事務 環境課 1,032 現状維持

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法
律に基づき、下記の事務を実施
・有害鳥獣駆除を目的とする鳥獣捕獲許可業務
　法対象鳥獣５９種　
　（許可申請の受理及び許可証の交付）
・愛がん飼養を目的とする鳥獣飼養登録
　市内には現状なし
・市内におけるカラス対策業務
・市内における外来生物対策業務

55
犬・猫避妊等手術費補
助事業

環境課 1,430 現状維持

みよし市犬・猫避妊等手術費補助金交付要綱に基づ
き、下記の補助を実施
犬・猫避妊等手術費補助金限度額
・犬避妊　5,000円/件
・犬去勢　3,000円/件
・猫避妊　4,000円/件
・猫去勢　2,000円/件

56
農地管理システム維持
管理事業

産業課 3,562
廃止・休

止

・農地法、農業委員会等に関する法律の改正に伴
い、農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の
推進」として強化され、農地の状況を詳細に把握す
るとともに農家の状況を把握することにより、担い
手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解
消、新規参入の促進を最も重要な役割として農地、
農家の状況を正確に把握する。

①

57 農業委員会運営事業 産業課 14,780 現状維持

法令に基づく業務として、耕作目的による農地の権
利移動の許可並びに農地転用に係る審査等のほかに
法改正により農地等のの利用の最適化の推進の事務
が重要な事務とされ、農業委員会等に関する法律に
基づき設置される農業委員会について、各種業務を
適正に行うことができるよう農業委員の資質を向上
するとともに担い手への集積・集約化、耕作放棄地
の発生防止・解消、新規参入の促進に対しての取組
を積極的に事業を展開する。

58
土木積算システム維持
管理事業

道路河川課 1,831 現状維持

土木積算システム維持管理
事務費
　旅費
　需用費
　負担金、補助及び交付金

59
市有施設建築工事受託
事業

都市計画課 2,999 現状維持

公共施設建築等工事を、各施設主管課よりの工事施
工依頼を受けて、都市計画課において事業を執行し
ている。

60 建築相談等事務 都市計画課 5,173 現状維持

都市計画法・建築基準法等に基づく許認可申請等の
相談、調整及び受付事務を行う。

61 道路台帳修正事業 道路河川課 35,620 現状維持

道路台帳
占用物台帳
道路整備及び道路占用物について新規追加並びに変
更について台帳の修正を行う。

62 市営住宅維持管理事業 都市計画課 322,216 現状維持

市内３か所の市営住宅に関する、入退去事務及び建
物維持管理等の総合的な管理を行なう。

63 自衛官募集事務 防災安全課 82 現状維持

昭和29年より都道府県知事及び市町村長は、自衛官
募集に関して協力することと定められたため、看板
を作成し協力者宅等に掲示する。 ②
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取組
方針
No

取組方針
事業
No

事務事業名

事務事業
第２次みよし市
総合計画基本計画みよし市

総合計画
基本目標

所属 備考
R2当初
予算額
（千円）

今後の
事業
方向性
※１

事業概要

体系外 81 その他（体
系外） 64 国民保護計画策定事業 防災安全課 72 現状維持

「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に
関する法律」に基づき、国民保護計画を策定する必
要があるため、国民保護協議会を設置した。

72
教育委員会事務局運営
事業

教育行政課 13,665 現状維持

・愛知県教育委員会派遣受入れ職員人件費負担金
　平成30年度まで3名、平成31年度より2名
　1人目　11,000,000円×1/2＝5,500,000円
　2人目　11,000,000円×2/3＝7,333,333円　
　　　　計12,833,333円
  
・教育委員会褒賞事務
　みよし市教育委員会褒賞規程に基づき、みよし市
の教育について功績のあった者に対し感謝状、賞状
を贈呈、また皆勤の児童生徒には皆勤賞を贈呈。
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