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1
家庭児童相談・虐
待防止事業

子育て支援課 13,471 現状維持

平成17年度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、平成19年度にみよし市要保護児
童対策地域協議会を設置した。平成20年度からは、生
後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業を実施し、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し
ている。また、平成26年度からは、健康推進課と連携
し妊娠中からのハイリスク家庭の把握を行っている。
令和２年度からは養育支援が必要な家庭に対して、指
導助言を行う養育支援訪問事業を始めている。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,２,３,４,５,16】

2
児童育成計画推進
事業

子育て支援課 72 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３,４,５,８,16】

3
ひとり親家庭相談・
自立支援事業

子育て支援課 7,296 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３,４,５,８】

4 遺児手当支給事務 子育て支援課 17,375 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３,４】

5 児童扶養手当事務 子育て支援課 139,232 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２年度４月～支給額】
第１子 43,160円（所得に応じ43,150円から10,180円
まで）
第２子　10,190～5,100円　第３子　6,110～3,060円
【支給月】奇数月の年６回　【国庫補助】1/3
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３,４】

②

6 児童発達支援事業 子育て支援課 16,064 現状維持

みよし市児童発達支援事業所「よつば」は定員18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、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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

 外部評価対象候補事務事業一覧（施策体系表）【448事業】

≪表の見方≫
　　表中で、事務事業名等が網掛けしてある事務事業については、次の①から③のいずれかに該当しており、評価の対象に
　そぐわない事務事業と考えられます。
　　網掛けのない事務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、網掛
　けの事務事業は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、対象候補としていただいても構いません。
　　なお、本年度から各事務事業の取組について、ＳＤＧｓに紐づけています。
　（市側の外部評価対象希望の２事業も網掛けしています。）

　　表中の「備考」に表記されております①～③については、下記の説明のとおりです。
　　　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)
  　　  ・すでに担当の評価の中でなんらかの改善案が提出されており、「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事業です。
　
　　　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、市独自に改善できる部分が限られる事業です。

　　　③令和３年度当初予算のない事業

　　※１…「今後の事業の方向性」欄は、「拡大」「改善」「維持」「縮小」「廃止・休止」の５段階で表示
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7 保育園運営事業 子育て支援課 773,081 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
①市立の保育園７園（直営）
②私立の保育園３園（民間）
③小規模保育事業所２園（民間）
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,８】

8 保育園整備事業 子育て支援課 239,060 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,８】

9
子育て支援センター
運営事業

子育て支援課 14,785 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開設及び相談業務
を実施。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

10 児童手当支給事務 子育て支援課 1,107,842 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
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３,４】

②

11 予防接種事業 健康推進課 474,916 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

12
妊産婦・乳児健康
診査事業

健康推進課 85,568 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

13
乳幼児健康診査事
業

健康推進課 18,724 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

14 発達支援教室事業 健康推進課 1,913 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、幼児の
発達や関わり方について保護者の相談に応じる。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

15 母子保健指導事業 健康推進課 8,868 現状維持

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。令和３年度よりパパママ教室事業を統合。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

16 パパママ教室事業 健康推進課 0 統合

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。
令和３年度より母子保健指導事業に統合。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

①
③

17
不妊治療費助成金
事業

健康推進課 3,350 現状維持

不妊や不育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。
不育症検査及び不育症治療に係る診療費の自己負担額
の全額を１年度15万円を限度に助成する。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

18 幼稚園支援事業 子育て支援課 10,766 統合

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

①

19
幼稚園授業料等補
助事業

子育て支援課 290,984 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25,700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11,300円まで無償
年収360万円未満相当世帯及び第３子（小学校３年生
までの子どもが算定基準）以降の子どもの副食材料費
を無償
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】
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11
20
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,４,８,11,16】

21
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,４,８,11,16】

22
いきいき子育て講
座開催事業

教育行政課 0 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

①
③

23
家庭教育地域活動
推進事業

教育行政課 866 拡大

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,４,８,11,16】
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,４】
地域学校協働活動推進事業：地域と学校のパートナー
シップに基づき双方向の「連携・協働」を推進し、家
庭・地域・学校のより一層の連携を目指す。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,10】

24
子ども会活動費補
助事業

子育て支援課 5,534 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

25
児童館等活動運営
事業

子育て支援課 14,644 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

26
放課後児童健全育
成事業

子育て支援課 180,852 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31年度までに市内８校全ての児童クラブを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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,８】

27
ファミリーサポート
事業

子育て支援課 1,893 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,８】

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 3,799 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

2
みよし市教育振興
基本計画推進事業

学校教育課 154 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。
【ＳＤＧｓ取り組み：４】

3
中小学校体育連盟
事業

学校教育課 1,827 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
　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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

4 教育施策推進事業 学校教育課 12,853 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

5
通学路表示対策事
業

教育行政課 4,100 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,16】

6
小中学生思い出コ
ンサート事業

学校教育課 0 拡大

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

③

安 心 し て
子どもを産
み育て、誰
もが豊か
な心 を育
むまち

安心して子
ど も を 産
み、育てら
れ る 環 境
にしよう
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7
小中学生夢の作品
展事業

学校教育課 2,056 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

8
児童生徒防犯対策
事業

学校教育課 2,189 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,11】

9 現職教育事業 学校教育課 42,869 拡大

教員の職務・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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４，10】

10
みよし市教育セン
ター事業

学校教育課 14,276 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

11 教育支援事業 学校教育課 26,301 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

12
小学校保健推進事
業

学校教育課 30,610 拡大
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

13
小学校管理備品等
整備事業

教育行政課 3,624 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
行う。
【ＳＤＧｓの取り組み:４】

14 小学校管理事業 教育行政課 132,951 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

15
小学校教科書・指
導書整備事業

学校教育課 2,568 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

16 小学校運営事業 学校教育課 113,137 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

17
小学校就学援助事
業

学校教育課 15,931 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

18
小学校学習活動事
業

学校教育課 5,669 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

19
小学校コンピュータ
整備事業

教育行政課 91,306 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。
【ＳＤＧｓの取り組み:４】

20
小学校教育振興事
業

学校教育課 10,280 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

21
小学校教材備品等
整備事業

学校教育課 10,785 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

22
小学校副読本購入
事業

学校教育課 9,672 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、新型コロ
ナウイルスの影響により令和３年４月１日改訂を令和
４年４月１日改訂に変更)
【ＳＤＧｓの取り組み：４】
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23
小学校教育活動事
業

学校教育課 3,939 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
　１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・入学の祝いを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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

24
小学校施設整備事
業

教育行政課 29,136 拡大

老朽化し大規模な改修が必要な校舎、「人に優しい街
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

25
中学校保健推進事
業

学校教育課 16,392 拡大
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

26
中学校管理備品等
整備事業

教育行政課 1,300 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。
機器類の経年劣化に対応した計画的な更新を必要とす
る。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

27 中学校管理事業 教育行政課 44,689 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

28
中学校教科書・指
導書整備事業

学校教育課 8,475 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

29 中学校運営事業 学校教育課 63,134 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
要となる維持費に支払い及び消耗品等を購入する。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

30
中学校就学援助事
業

学校教育課 19,213 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３，４】

31
中学校学習活動事
業

学校教育課 15,030 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

32
中学校部活動支援
事業

学校教育課 1,811 現状維持
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

33
中学校コンピュータ
整備事業

教育行政課 50,104 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。
【ＳＤＧｓの取り組み:４】

34
中学校教育振興事
業

学校教育課 6,705 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

35
中学校教材備品等
整備事業

学校教育課 8,757 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

36
中学校副読本購入
事業

学校教育課 5,922 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

37
中学校教育活動事
業

学校教育課 4,733 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
　キャリア教育実施(県委託)
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

38
外国語指導助手派
遣事業

学校教育課 28,002 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

39 ＰＴＡ活動事業 教育行政課 144 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】
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てよう 40 学校給食運営事業 学校教育課 4,295 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,12】

41
給食センター維持
管理事業

学校教育課 108,592 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。
・食器等の消耗品購入
・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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,12】

42 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,８,12】

43
給食調理等委託事
業

学校教育課 320,513 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,８,12】

44
給食協会運営補助
事業

学校教育課 255,927 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,８,12】

45
私立高校等授業料
補助事業

教育行政課 6,852 現状維持

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
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

46 奨学金支給事業 教育行政課 6,240 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）
【ＳＤＧｓの取り組み：１,４,10】

47
社会教育委員会運
営事業

教育行政課 999 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

48
青少年補導員活動
事業

教育行政課 1,370 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

49 心の電話相談事業 教育行政課 688 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

50
青少年健全育成推
進協議会等事業

教育行政課 5,117 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：10,11,16】

51 成人の日事業 教育行政課 3,172 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

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 1,615 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

2
カリヨンハウス管理
運営事業

市民課 24,954 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,17】

3
地区公民館運営費
補助事業

生涯学習推進課 24,569 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16,17】
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図書、逐次刊行物
（新聞・雑誌等）等
整備事業

生涯学習推進課 41,136 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
学習時代の到来に即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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

5
図書館奉仕（図書
の貸出等）事業

生涯学習推進課 1,155 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

6 読書啓発事業 生涯学習推進課 957 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

7 図書館電算事業 生涯学習推進課 19,083 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行く。
また、クラウド型電子図書館サービスを導入すること
で、図書館に来館せずにインターネットを利用して本
を読むことができる。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

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 3,450 改善

三好ケ丘駅前の「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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

①

10
みよし悠学カレッジ
講座運営事業

生涯学習推進課 22,408 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,17】

11
生涯学習発表会開
催事業

生涯学習推進課 797 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

12
図書館学習交流プ
ラザ管理運営事業

生涯学習推進課 139,458 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,11,16】

13
地区文化活動推進
補助事業

生涯学習推進課 1,208 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,17】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,17】

15 文化事業委託事業 生涯学習推進課 4,985 現状維持

春の文化展、文化祭(秋）、公募美術展を文化協会に
委託して実施している。
　春の文化展　     ５月
　文化祭        　 11月
　公募美術展　　　 １月
【ＳＤＧｓの取り組み：４,17】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,11】

17
有形文化財保存活
動支援事業

教育行政課 930 現状維持

①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。
②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。
③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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,11】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,11】
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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 縮小

①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。
②各地区において郷土芸能の伝承活動がされている。
③市民に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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,11】

20
文化財環境保全事
業

教育行政課 352 現状維持

①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。
②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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,11】

21 史跡整備管理事業 教育行政課 1,821 現状維持

①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。
②福谷城跡は、学術調査後、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。
③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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,11,15】

22
埋蔵文化財保存事
業

教育行政課 4,397 現状維持

①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。
②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。
③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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,８,11】

23
文化財資料購入事
業

教育行政課 317 現状維持

①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。
②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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,11】

24
資料館施設管理事
業

教育行政課 7,263 現状維持

①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。
②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。
③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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,６,11】

25 資料館展示事業 教育行政課 5,499 現状維持

①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。
②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。
③平成29年度に常設展示をリニューアルした。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,10,11】

26
資料館資料整理事
業

教育行政課 4,129 現状維持

①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。
②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。
③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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,８,11】

27
石川家住宅管理事
業

教育行政課 3,823 現状維持

①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。
②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。
③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。
④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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,６,８,10,11】

28
芸術文化国際大会
等出場者激励事業

生涯学習推進課 80 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】

29
サンアート維持管理
事業

教育行政課 1,754,251 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。（令和３年４月
１日～令和８年３月31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
【ＳＤＧｓの取り組み：４,11】

30
アートプラザ開催事
業

生涯学習推進課 1,392 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,17】
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13

31
友好都市議員研修
事業

議事課 821 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17 】

32
友好の森維持管理
事業

産業課 2,591 現状維持

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
【ＳＤＧｓの取り組み：６,15】

33
友好の森ふれあい
ツアー事業

産業課 399 統合

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：６,15】

①

34
小学生士別市交流
事業

学校教育課 3,019 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。
【ＳＤＧｓ取り組み状況：４】

35
友好都市小学生ス
ポーツ交流事業

スポーツ課 5,907 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３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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

36 友好都市交流事務 秘書課 1,063 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４，５,10,17】

①

37
多文化共生推進事
業

協働推進課 1,216 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：５，８,10,17】

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。
【ＳＤＧｓ取り組み状況：４】

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。
【ＳＤＧｓ取り組み状況：４】

40
男女共同参画啓発
事業

協働推進課 866 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：５,８,10,17】

21
1
社会福祉団体活動
支援事業

福祉課 100,001 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,８,10,17】

2
民生児童委員活動
事業

福祉課 10,544 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

3
総合福祉フェスタ開
催事業

福祉課 3,001
廃止・休

止

総合福祉フェスタ事業を開催していた。
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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,10】

①

4
生活困窮者自立支
援事業

福祉課 29,621 拡大

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３,４,10】

5
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

6 生活保護総務事業 福祉課 3,691 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３】

②

文化に親し
み、交流が
盛んなまち
にしよう

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

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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7 生活保護扶助事業 福祉課 271,940 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３】

②

8
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）
【ＳＤＧｓの取り組み：３,11】

9
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。
【ＳＤＧｓの取り組み３,11】

10
認知症高齢者等あ
んしん補償事業

長寿介護課 364 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。
①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
②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
③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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

11
地域福祉計画策定
事業

福祉課 107 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

12
地域包括支援セン
ター運営事業

長寿介護課 46,988 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、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した。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

13
生活支援体制整備
事業

長寿介護課 24,405 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

14
認知症総合支援事
業

長寿介護課 9,466 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

15
在宅医療・介護連
携推進事業

長寿介護課 11,749 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

16
地域ケア会議推進
事業

長寿介護課 325 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

17
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

18
高齢者世話付住宅
生活援助員派遣等
事業

長寿介護課 5,424 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

10



取組
方針
No

取組方針
事
業
No

事務事業名

　

第２次みよし市
総合計画基本計画

事務事業

所属
Ｒ３当初
予算額

（千円）

今後の
事業

方向性
※１

事業概要 備考

健康で生
き生きと暮
らせるまち

21 豊かに暮ら
せるように
み ん な で
助け合おう 19 老人保護措置事業 長寿介護課 8,950 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,11】

20 敬老金支給事業 長寿介護課 5,816 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

21 高齢者訪問等事業 長寿介護課 567 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

22
福祉センター運営
管理事業

長寿介護課 9,199 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　までの５年間
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

23
老人憩いの家運営
管理事業

長寿介護課 37,960 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　までの５年間
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

24 年金相談事業 保険年金課 110 縮小

①国民年金の被保険者に関する資格取得、喪失等の届
出事務や免除申請の受付事務を行い、受付したものに
ついては年金事務所へ進達する。
②市民に身近な市役所内で年金相談を開設している
◆平成14年度から国民年金事務が機関委任事務から法
定受託事務となり、第１号被保険者の届出等の受け付
けが市町村事務となった。
【ＳＤＧｓの取り組み：３ 】

①
②

25
高齢者配食サービ
ス事業

長寿介護課 19,205 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

26
家族介護用品支給
事業

長寿介護課 4,459 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

27
ねたきり老人等手
当支給事業

長寿介護課 4,032 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

28
高齢者日常生活用
具・住宅改修費支
給事業

長寿介護課 3,574 現状維持

高齢者日常生活用具の給付
[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歳以上で足腰の衰え等により歩行に不安のある人
高齢者、住宅改修費支給
[対象]
介護保険制度で要支援、要介護の認定を受けている人
がいる世帯
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

29
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】
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30
介護保険サービス
利用者負担額軽減
事業

長寿介護課 89 現状維持

1 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。
2 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

31
介護人材育成等支
援事業

長寿介護課 540 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ＰＲを
実施した法人に対する助成を実施している。令和３年
度から、訪問看護に係る研修に対しての補助も行う。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

32 介護保険運営事務 長寿介護課 27,913 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
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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

33
国保連合会委託事
業

長寿介護課 1,269 現状維持

①　介護給付費通知書作成処理
②　高額介護サービス費支給申請処理
③　高額介護サービス費のお知らせ
④　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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

34
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 320 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

35
介護保険料賦課徴
収事務

長寿介護課 3,604 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

36
介護認定審査会事
務

長寿介護課 6,040 現状維持

被保険者が介護保険の給付を受けるには、要介護・要
支援の判定を受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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

37 介護認定調査事務 長寿介護課 8,944 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）
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

38
介護保険趣旨普及
事務

長寿介護課 525 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

39
居宅介護サービス
給付事業

長寿介護課 1,013,441 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

40
施設介護サービス
給付事業

長寿介護課 699,936 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

41
居宅介護サービス
計画給付事業

長寿介護課 105,731 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

42
居宅介護福祉用具
購入事業

長寿介護課 4,070 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支給限度基準
額の９割を上限として、償還払いで支給する。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

43
地域密着型介護
サービス給付事業

長寿介護課 320,385 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】
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21
44
居宅介護住宅改修
事業

長寿介護課 10,901 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

45
介護予防サービス
給付事業

長寿介護課 49,347 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
予防サービスを受けたときは、その費用の９割、８割
又は７割を給付する。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

46
地域密着型介護予
防サービス給付事
業

長寿介護課 1,795 現状維持

要支援者が、指定地域密着型介護予防サービス事業者
から指定地域密着型介護予防サービス（介護予防小規
模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活
介護、介護予防認知症対応型通所介護）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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

47
介護予防福祉用具
購入事業

長寿介護課 1,268 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を購入し
たときは、介護予防福祉用具購入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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

48
介護予防サービス
計画給付事業

長寿介護課 13,399 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

49
介護予防住宅改修
事業

長寿介護課 6,774 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

50
介護（予防）サービ
ス給付審査支払事
業

長寿介護課 1,342 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

51
高額介護（予防）
サービス事業

長寿介護課 53,601 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

52
特定入所者介護
サービス事業

長寿介護課 54,895 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

53
特定入所者介護予
防サービス事業

長寿介護課 88 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

54
高額医療合算介護
（予防）サービス事
業

長寿介護課 6,969 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

55
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

56
介護予防・生活支
援サービス事業

長寿介護課 99,629 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
が訪問型サービス又は通所型サービスを受けたとき
は、その費用の一部を負担する。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

57
介護予防ケアマネ
ジメント事業

長寿介護課 10,479 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

58
高額介護予防サー
ビス費相当事業

長寿介護課 56 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

59
高額医療合算介護
予防サービス費相
当事業

長寿介護課 78 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

60
介護予防普及啓発
事業

長寿介護課 787 現状維持

１　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。
２　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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

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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61
地域介護予防活動
支援事業

長寿介護課 780 現状維持

みなよし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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

62
成年後見制度利用
支援事業

長寿介護課 1,167 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

63
地域支え合い体制
づくり事業

長寿介護課 1,993 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を学ぶことができるようにす
る。また、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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

64
家族介護者交流事
業

長寿介護課 321 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

65
介護相談員派遣事
業

長寿介護課 3,970 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

66
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 230 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

67
訪問看護ステーショ
ン維持管理事業

長寿介護課 2,447 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。
①設置位置：みよし市民病院内
②業務時間：８:30～17:15（土日祝日及び年末年始は
除く）
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

68 訪問看護事業 長寿介護課 503 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

69 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

70
障がい者福祉計画
策定事業

福祉課 100 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、令和２年度に次期計画を策定した。
【ＳＤＧｓの取り組み：３，17】

71
心身障がい者扶助
費等給付事業

福祉課 114,082 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
【ＳＤＧｓの取り組み：１，３】

72
障がい者自立支援
事業

福祉課 889,336 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３，10】

73
障がい者福祉セン
ター事業

福祉課 19,232 現状維持

障がい者福祉センターを指定管理者制度により管理、
運営を行う。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

74
障がい者施設整備
事業

福祉課 2,664 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】
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1
母子家庭等医療費
支給事業

保険年金課 36,202 現状維持

母子・父子家庭や父母のいない児童等の保健の向上と
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）
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

2
子ども医療費支給
事業

保険年金課 316,974 現状維持

子どもが必要な医療を安心して受けられるよう医療保
険の自己負担額について、子ども医療費として助成す
る
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15歳到達年度末まで
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

3
障がい者医療費支
給事業

保険年金課 164,298 現状維持

障がい者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
・障がい者医療費支給
　障がい者手帳１～３級、その他
・精神障がい者医療費支給
  全疾病・・・精神障がい者保健福祉手帳１、２級

精神のみ・・精神障がい者保健福祉手帳３級、自立
支援受給者等
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

4
後期高齢者福祉医
療費給付金支給事
業

保険年金課 115,791 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

5
療養給付費負担金
事務

保険年金課 379,594 現状維持

後期高齢者医療被保険者への医療療養給付費の一部
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
後期高齢者医療療養給付費（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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

6
後期高齢者医療健
康診査事業

保険年金課 25,722 現状維持

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、各市町村で行っている。
市内の指定医療機関で、必須項目として問診、身体計
測、血圧測定、脂質検査肝機能検査、尿・腎機能検査
をほか、必要に応じ貧血検査、心電図検査等の詳細項
目の検査を実施している。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

7 献血推進事業 健康推進課 268 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

8
救急医療対策推進
事業

健康推進課 19,214 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

9
市民病院負担金事
業

健康推進課 933,922 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

10
未熟児養育医療給
付事業

保険年金課 5,002 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

11
国保連合会負担事
業

保険年金課 4,470 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

12
国民健康保険税賦
課徴収事業

保険年金課 10,881 現状維持

国民健康保険の賦課徴収費用
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

13
国民健康保険趣旨
普及事業

保険年金課 542 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,10】

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、12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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

15
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22
15
一般被保険者療養
給付事業

保険年金課 2,476,291 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

①

17
一般被保険者療養
費支給事業

保険年金課 16,299 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

18
退職被保険者等療
養費支給事業

保険年金課 1 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】 ①

19
国民健康保険審査
支払事業

保険年金課 7,560 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

20
一般被保険者高額
療養費支給事業

保険年金課 314,129 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

21
退職被保険者等高
額療養費支給事業

保険年金課 1 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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 1 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

①

24
出産育児一時金支
給事業

保険年金課 19,740 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

25 葬祭費支給事業 保険年金課 2,900 現状維持
被保険者の死亡に対する葬祭費の支給。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

26
特定健康診査等事
業

保険年金課 46,517 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

27 医療費通知事業 保険年金課 2,416 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

29
後期高齢者医療推
進事業

保険年金課 3,091 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

30
後期高齢者医療保
険料賦課徴収事務

保険年金課 4,161 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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 728,515 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っている。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
行っている。
・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％）
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】
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34 健康診査事業 健康推進課 109,336 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

35 感染症対策事業 健康推進課 10,666 拡大

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を推進する。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

36 健康相談事業 健康推進課 2,024 統合

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。
令和３年度より健康の道等整備事業を統合。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

①

37 健康教育事業 健康推進課 3,484 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

38
健康の道等整備事
業

健康推進課 0 統合

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。
令和３年度より健康相談事業に統合したため廃止。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

①
③

39 歯科保健推進事業 健康推進課 1,281 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

40 栄養改善事業 健康推進課 567 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

41
住民健康管理シス
テム運営事業

健康推進課 12,126 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

42 プール開放事業 教育行政課 13,500 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

43
スポーツ推進審議
会運営事業

スポーツ課 250 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

44
スポーツ推進委員
等運営事業

スポーツ課 8,380 現状維持

スポーツ推進委員はスポーツ基本法において、スポー
ツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うも
のとされている。
また、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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

45
スポーツ協会補助
事業

スポーツ課 10,400 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

46
体育施設管理運営
事業

スポーツ課 119,719 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,７】

①

47
みよし市スポーツ大
会等開催事業

スポーツ課 12,161 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
し、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資するイベントを実施す
る。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

①

48
スポーツ教室開催
事業

スポーツ課 4,368 拡大
幼児の親子体操教室、幼児体育教室、スタンツ教室の
各教室を前期、後期に分けて実施する。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】
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健康で生
き生きと暮
らせるまち

22

49
学校体育施設ス
ポーツ開放事業

スポーツ課 695 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

50
国体、全国大会出
場激励事業

スポーツ課 1,107 現状維持

全国大会、世界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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

51
カヌー競技推進事
業

スポーツ課 71,909 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４】

53
いきいきクラブ活動
補助事業

長寿介護課 6,511 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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
現金などに交換して交付する。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

55
シルバー人材セン
ター補助事業

長寿介護課 46,380 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

56
高齢者生きがいセ
ンター運営管理事
業

長寿介護課 4,943 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
日までの５年間
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

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 21,639 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,13】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,13,17】

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 2,552 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16】

4
防災計画策定見直
し事業

防災安全課 1,396 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

5 防災情報発信事業 防災安全課 7,474 拡大

市が発信す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、３箇所に風向風速計を設置して
いる。
市民自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。
【ＳＤＧｓの取り組み：10,11,13,16,17】

6
非常用設備保守点
検事業

防災安全課 1,452 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16】

7
災害対策用品購入
事業

防災安全課 26,244 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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,13,17】

8
防災訓練開催運営
事業

防災安全課 1,654 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

生涯にわ
たって健康
に暮らせる
ようにしよ
う
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31

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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,13,17】

10
家具等転倒防止対
策事業

防災安全課 509 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,13】

11
防災意識普及啓発
事業

防災安全課 2,091 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：10,11,17】

12
防災行政無線通信
施設運営管理事業

防災安全課 23,444 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,13,16,17】

13
消防団運営管理事
業

防災安全課 61,258 拡大

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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,13,17】

14
消防団車両運営管
理事業

防災安全課 24,426 現状維持
消防車両、消防用ポンプの更新、維持管理を行う。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

15
市消防操法大会開
催事業

防災安全課 207 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。
Ｒ３より出初め・観閲式・任命式開催事業を統合。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

①

16
出初・観閲式・任命
式開催事業

防災安全課 0 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。
Ｒ３より消防団市操法大会等行事開催事業に統合。
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

①
③

17
県消防操法大会出
場事業

防災安全課 1,847 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

18 消防施設維持事業 防災安全課 10,009 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

19 消防施設整備事業 防災安全課 33,767 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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

32
1 交通安全啓発事業 防災安全課 4,431 拡大

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16】

2
交通委員・交通指
導員管理事業

防災安全課 2,762 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16,17】

3
高齢者交通安全事
業

防災安全課 3,324 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16】

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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16】

5 防犯推進事業 防災安全課 17,139 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16,17】

6
安心ステーション管
理運営事業

防災安全課 65 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16,17】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,16,17】

交通事故
や犯罪の
ないまちを
つくろう

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
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8
社会を明るくする運
動啓発事業

福祉課 354 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、入賞作を商業施設
に展示。また市内の商業施設等で街頭啓発（啓発物の
配布）。
【ＳＤＧｓの取り組み：16,17】

9 消費生活啓発事業 産業課 3,352 現状維持

消費者行政推進事業
１　専門講座の開催
２　商品量目検査の実施
３　貯蓄推進事業の実施
４　消費生活の啓発
５　消費生活展の開催
６　消費生活相談窓口
７　消費生活出前講座の開催
８　弁護士同席の消費生活相談窓口の開設
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

魅力 と活
力があふ
れるまち

41
1 商工会補助事業 産業課 27,558 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９,10,12,17】

2
商工団体振興補助
事業

産業課 1,663 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,10,17】

3 中小企業補助事業 産業課 41,839 現状維持

①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。
②㈱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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８】

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）
【ＳＤＧｓの取り組み：８】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９】

6 企業立地推進事業 産業課 2,304 現状維持

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）
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９,10】

42

7 観光協会補助事業 産業課 77,381 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

8 観光総務事務 産業課 819 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
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

9
ビジターセンター管
理事業

産業課 2,867 現状維持

市の北の玄関口である「三好ケ丘駅」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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

10
市民活動センター
管理運営事業

協働推進課 15,808 現状維持

分庁舎「市民活動センター」の管理運営
１階
　(1) 市民活動サポートセンター
　(2) 多文化共生センター
　(3) 愛知県衣浦東部保健所みよし駐在
　(4) 倉庫
２階
　(1) ふたば
　(2) 会議室
【ＳＤＧｓの取り組み：４,10,17】

11
明知下ふるさとふれ
あい広場管理事業

協働推進課 359 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

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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12 行政区活動事業 協働推進課 103,850 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,７,10,11,14,15,16,17】

13 市民憲章推進事務 協働推進課 569 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,５,
８,10,13,14,15,16,17】

①

14
コミュニティ広場管
理運営事業

協働推進課 24,160 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,11,17】

16
自治基本条例推進
事業

協働推進課 0 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,３,４,５,６,
８,10,11,12,13,14,15,16,17】

③

17
地区拠点施設整備
事業

協働推進課 26,731 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,７,10,11,17】

①

18 駅周辺整備事業 道路河川課 16,591 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,９,10,11,12,16】

19
おかよし交流セン
ター管理運営事業

協働推進課 17,224 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,７,11,17】

43

1
農業経営基盤強化
事業

産業課 14,523 現状維持

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
【ＳＤＧｓの取り組み：２,８】

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
【ＳＤＧｓの取り組み：２,８,12,15】

3
援農ネットみよし事
業

産業課 6,526 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２,８,12,17】

4
米生産調整推進事
業

産業課 4,527 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。
経営所得安定対策推進事務を円滑にすすめるため、水
田台帳システムの構築を行う。
【ＳＤＧｓの取り組み：２,15】

5 地場産業振興事業 産業課 47,494 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２,８,15,17】

6 有害鳥獣捕獲事業 産業課 2,274 拡大

・鳥獣類による農作物への被害を防止するため、散弾
銃・空気銃、アミ、箱罠などを使用した有害鳥獣の捕
獲
・農業者が設置する鳥獣被害防止柵の資材の一部を補
助
【ＳＤＧｓの取り組み：２,15】

7
農業用水管理費負
担事業

産業課 4,399 現状維持

愛知用水賦課金負担金
受益面積　622.9ha(R3.4現在）
組合員数　1,612人
 
みよし市利水委員会　委員16人
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
【ＳＤＧｓの取り組み：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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8
農業用低圧ポンプ
運営補助事業

産業課 1,664 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)）
【ＳＤＧｓの取り組み：２】

9
県営土地改良事業
負担金事業

産業課 20,000 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=1.88km
　総事業費　C=603,628千円
  第2期区間　C=542,000千円
　事業期間 第2期区間　H25～R6
　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）　    1,880m
　休憩施設（東屋）等　        　　　  5箇所
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

10
県土地改良事業団
体連合会事業

産業課 138 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
【ＳＤＧｓの取り組み：２】

11 土地改良補助事業 産業課 73,183 現状維持

・維持管理適正化事業債務負担金（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 農道整備事業、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25%.
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
【ＳＤＧｓの取り組み：２,11】

12
緑と花のセンター管
理運営事業

産業課 46,986 統合

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２，12，15】

①

13
産業フェスタみよし
実行委員会補助事
業

産業課 9,000 統合

・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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２,９,12,17】

①

14 食育推進事業 産業課 831 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２,４,12】

15
さんさんの郷イベン
ト実行委員会補助
事業

産業課 0 統合

・緑と花のセンターを活用した市民間の活発な交流事
業を通して、地産地消事業の推進を図ることを目的と
したイベントを実施する。
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。

①
③

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 13,418 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24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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

2
農村公園維持管理
事業

公園緑地課 3,180 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】

4 花苗配布事業 産業課 2,307 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】
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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

5 記念樹配布事業 産業課 785 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新築
②出生
③小学校入学
樹種・ハナミズキ・ヤマボウシ・モッコウバラ等
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】

①

6
森林病害虫防除事
業

公園緑地課 6,000 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：15】

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/㎡
【ＳＤＧｓの取り組み：15,17】

8
公共施設緑化推進
事業

公園緑地課 4,196 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：15】

9 自然林保全事業 産業課 61 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：15】

②

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：15,17】

11 都市公園整備事業 公園緑地課 329,579 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,15】

12 公園維持管理事業 公園緑地課 286,493 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,15】

13
犬・猫死体処理事
業

環境課 1,980 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
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

14 環境美化推進事業 環境課 6,260 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】

15
不法投棄防止対策
事業

環境課 627 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】

16
家庭ごみ計画収集
事業

環境課 606,205 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、金属
ごみ、陶磁器・ガラスごみ、プラスチック製容器包
装、再利用資源(びん・かん・ペットボトル)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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,12,13】

17
不燃物埋立処分場
管理事業

環境課 4,882 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㎡
【ＳＤＧｓの取り組み：11,12】

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 13,100 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
①降下ばいじん測定調査
②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
③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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,11,14,15】

2 公害防止啓発事業 環境課 346 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
①環境保全講演会（市内事業所を対象）
②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
③「みよしの環境」を発行（年１回）
【ＳＤＧｓの取り組み：３,11,14,15】
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52
3 環境管理事業 環境課 433 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：７,13】

4 公害対策事業 環境課 158 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,11,14,15】

5
エコエネルギー促進
事業

環境課 45,000 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）
【ＳＤＧｓの取り組み：７,11,12,13】

6 リサイクル推進事業 環境課 71,525 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、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、東郷
美化センターから発生する残さを減少させ、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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,12】

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 15,700 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

2 都市計画決定事務 都市計画課 13,702 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,13,15】

3
都市計画基本図作
成事業

都市計画課 3,708 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)
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

4
まちづくり基本計画
更新事務

都市計画課 0 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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】

③

5
まちづくり土地利用
条例手続事務

都市計画課 167 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う。
 
まちづくり審議会
　委員５名（弁護士、大学教授）
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】

6 準用河川維持事業 道路河川課 71,717 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,12】

7 準用河川改修事業 道路河川課 145,661 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
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,12】

8
し尿汲取り清掃事
業

環境課 5,114 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：６,14】

9
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：６,14】

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 201,452 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台追加し、６台体制で
２路線を運行している。平成25年10月には運行時間の
短縮等の見直し及びダイヤ改正を行った。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,７,８,９,11,13,15,17】

自然環境
を守り未来
へつなぐま
ち

環境にやさ
しいまちに
しよう
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62
2
公共駐輪場整備管
理事業

道路河川課 2,655 現状維持

三好ケ丘駅、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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,11】

3 道路維持管理事業 道路河川課 403,072 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,10,11,12】

4 道路改良事業 道路河川課 42,698 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,12】

5 里道整備事業 道路河川課 27,500 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％
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,12】

6
交通安全施設整備
事業

道路河川課 150,348 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
　防護柵設置
歩道設置事業
【ＳＤＧｓの取り組み：11,12】

7
都市計画道路整備
事業

道路河川課 181,686 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,12】

8
区画整理指導・支
援事務

公園緑地課 34 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

9
地区計画区域内施
設整備事業

道路河川課 254,345 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
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11,12,13】

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,15】

63
1
やすらぎ霊園管理
事業

環境課 3,733 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）
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

2
就労支援雇用安定
事業

産業課 12,619 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,12】

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 4,064 改善

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

①

72 透明性の
高い開か
れた市政 1

議会会議録作成事
業

議事課 3,881 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、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閲覧検索できる。
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

2
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。一般質問については、ライ
ブ映像も配信している。
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

3
ファイリングシステ
ム維持管理事業

総務課 833 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
【ＳＤＧｓの取り組み：12】

多様な世
代の定住・
移 住 を 促
進しよう

快適で暮
らしやすい
まち

便利 で快
適な住環
境をつくろ
う
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72 透明性の
高い開か
れた市政

4 情報公開事業 総務課 398 現状維持

①情報公開条例に基づき行政文書の開示をする
②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
③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、審査会で審査する
④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、審査会で審査する
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

5 地方公会計事務 財政課 1,144 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、公表し市民と情報の共
有化を図る。
【ＳＤＧｓの取り組み：９，17】

①

6
議会だより発行事
業

議事課 2,712 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

①

7 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

8
ＣＡＴＶ番組制作放
送事業

広報情報課 66,253 現状維持

・市政情報や市内の出来事など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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

9
コミュニティＦＭ番組
制作放送事業

広報情報課 18,106 現状維持

・市政情報や市内の出来事など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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

10
ホームページ制作
管理事業

広報情報課 2,881 改善

・ホームページは、みよし市の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・更新を容易に
行える、コンテンツ・マネジメント・システム（ＣＭ
Ｓ）を利用したホームページ管理環境を維持する。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

①

11
広報みよし発行事
業

広報情報課 14,047 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

12 市勢要覧製作事業 広報情報課 3,223 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

13 印刷物配布事業 協働推進課 823 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

73 効果的・効
率的 で安
定した行財
政運営 1 職員任用事務 人事課 2,617 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、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、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
せるように人材活用を行っていく。
【ＳＤＧｓの取り組み:５,８,９】

①

2 職員研修事業 人事課 7,295 現状維持

【職員研修体系】
１一般研修（階層別、管理職、体験研修）
２特別研修（専門、一般教養、人事評価、視察、会計
事務研修）
３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）
４自主研修（自主研究活動助成、通信教育助成）
５職場研修（ＯＪＴ）
【ＳＤＧｓの取り組み:５,８,９】

26



取組
方針
No

取組方針
事
業
No

事務事業名

　

第２次みよし市
総合計画基本計画

事務事業

所属
Ｒ３当初
予算額

（千円）

今後の
事業

方向性
※１

事業概要 備考

まちづくり
の進め方

73

3 行政改革推進事務 企画政策課 146 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,２,３,４,５,６,７,８,
９,10,11,12,13,14,15,16,17】

4
行政評価システム
事業

企画政策課 615 現状維持

行政評価実施要綱に定める実施方針に基づき、事務
事業評価や施策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・効率的で安定した
行財政運営を推進する。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,２,３,４,５,６,７,８,
９,10,11,12,13,14,15,16,17】

5
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 9,362 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９】

6
電子自治体基盤管
理事業

広報情報課 22,216 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（ＬＧＷＡＮ）及び
庁内ネットワークを安定的に運用する。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９】

①

7
庁内統合型ＧＩＳ整
備事業

都市計画課 2,175 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９,11】

8
広域行政事務負担
事務

企画政策課 547 現状維持

①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。
②平成25年度に日進市、東郷町、豊明市及びみよし市
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年度からは長久手市が参加している。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,２,３,４,５,６,７,８,
９,10,11,12,13,14,15,16,17】

9
古瀬間聖苑に係る
豊田市への事務委
託等事業

環境課 21,924 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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

10
塵芥処理に係る豊
田市への事務委託
等事業

環境課 3,446 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
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

11
し尿処理に係る豊
田市への事務委託
等事業

環境課 25,643 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
【ＳＤＧｓの取り組み：６,14,17】

12
尾三衛生組合負担
事業

環境課 296,226 現状維持

ごみ処理を、一部事務組合において行うことにより、
廃棄物処理事務の効率化を図る。
【尾三衛生組合運営管理費】
・運営費負担金 50/100ごみ量割　50/100人口割
・可燃物処理施設（焼却処理）、資源ごみ処理施設、
不燃物処理施設及び埋立処分場管理費等の運営に係る
費用を共同で負担する。
【建設費負担金】
・施設建設費の起債償還費を共同で負担する。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,17】

13
広域消防・広域防
災負担金支払事業

防災安全課 711,864 現状維持

みよし市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町の４市
１町で組織する尾三消防組合に対し、尾三消防組合規
定第11条により、分担金を負担し、常備消防を充実さ
せ、強化を図る。
平成29年度より４市１町となったため、平成30年度か
ら令和２年度までの分担金は、それぞれの常備消防費
の決算額（公債費を除く経常経費）の割合で算出した
額とする。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,11,17】

効果的・効
率的 で安
定した行財
政運営
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14
ふるさと納税返礼品
ＰＲ推進事業

財政課 13,980 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９，17】

①

15 予算編成等事務 財政課 1,405 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

臨時会、６,９,12,３月議会にあわせ、補正予算を
編成する。
【ＳＤＧｓの取り組み：９，17】

16
個人・法人市民税
課税事務

税務課 27,529 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

17
軽自動車税課税事
務

税務課 3,524 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

18 資産税評価事務 税務課 0 統合

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。令和３年度より110・資産税課税事務に統合。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

①
③

19 資産税課税事務 税務課 30,863 現状維持

固定資産税の算定のため、固定資産（土地、家屋及び
償却資産）の評価を評価基準等に基づき行い、所有者
に対して、固定資産税を課税する。
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。
課税明細書、納税通知書を納税者に交付し、土地と家
屋の価格等縦覧帳を納税者に縦覧する。
令和３年度から108・資産税評価事務を統合した。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

20 市税収納管理事務 納税課 3,578 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

21 滞納整理事業 納税課 3,466 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

22 振替納税事務 納税課 713 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

23 公有財産管理事業 財政課 7,216 統合

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９，11，17】

①

体系外 81 その他（体
系外）

1
委員会行政調査事
業

議事課 5,356 改善

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　　  100,000円
　議会運営委員会　 75,000円
　特別委員会　　　 75,000円
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

①

2
政務活動費交付事
業

議事課 3,600 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

3 議会庶務事務 議事課 6,546 現状維持

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。
【ＳＤＧｓの取り組み：16,17】

4 議長会関係事業 議事課 1,198 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

効果的・効
率的 で安
定した行財
政運営
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体系外 81 その他（体
系外）

5 市長会事務 秘書課 1,386 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、情報交換を行っている。また、国・県等への陳
情・要望業務などを行う。
【ＳＤＧｓの取り組み：４,10,11,17】

6 表彰事務 総務課 164 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
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

7
文化の日記念式典
事業

総務課 3,389 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
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

8
新年あいさつ会事
業

総務課 139 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
【ＳＤＧｓの取り組み：12】

9 庁舎維持管理事業 総務課 157,838 現状維持
庁舎の効率的、適正な維持管理を図る
【ＳＤＧｓの取り組み：７】

10
公用車・バス管理事
業

総務課 46,078 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
【ＳＤＧｓの取り組み：７,13】

11 第三者委員会事務 総務課 996 現状維持

①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について審査等を行う
②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。
③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
④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
【ＳＤＧｓの取り組み：10,16】

12 法規整備事業 総務課 16,212 現状維持

①例規集のデータベースを構築し、データ更新を行う
②法令図書の追録を行う
③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
④顧問弁護士による法務相談を行う。
⑤住民訴訟の対応を行う
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

13 平和推進事業 総務課 883 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
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

14 計画行政推進事務 企画政策課 2,426 現状維持

　総合計画に基づいたまちづくり推進のため、３年間
ごとの実施計画を策定し、毎年度、ローリング方式で
見直しを実施することで、各事業を計画的に進めると
ともに、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の配布などを
行っている。ＳＤＧｓのＰＲを絡めたタオルハンカチ
等の啓発資材の配布を計画している。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,２,３,４,５,６,７,８,
９,10,11,12,13,14,15,16,17】

15 政策調査研究事務 企画政策課 2,434 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９,11,17】

16 秘書事務 秘書課 3,237 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２，８，10，17】

17
財務会計システム
運用事業

財政課 10,324 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：９，17】

18
公共施設等総合管
理計画事務

財政課 0 統合

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。
公共施設等劣化点検を平成30年度に行い、令和２年度
にすべての施設の個別施設計画を策定し、それらの総
合調整を行った。
【ＳＤＧｓの取り組み：９，11，17】

①
③

19
人事・給与システム
維持管理事業

人事課 5,953 現状維持

１　人事情報の集中管理
２　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
【ＳＤＧｓの取り組み:８,９】
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体系外 81 その他（体
系外） 20 給与支給事務 人事課 29,363 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。
【ＳＤＧｓの取り組み:８,９】

21
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］
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９】

22
職員駐車場確保事
業

人事課 12,365 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。）
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９】

23 職員健康診断事務 人事課 13,288 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３,８】

24
職員互助会補助事
業

人事課 6,450 現状維持

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》
①主催事業の開催
②職員親睦旅行助成
③職員有志によるクラブ活動への助成
④福利厚生施設等の利用推進
⑤ボランティア活動の推進
⑥給付金の支給
【ＳＤＧｓの取り組み：３,17】

25 職員福利厚生事務 人事課 2,644 改善

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》
①作業服（夏・冬）　　　  ⑧保健師被服
②防災服　　　　　　　　　⑨給食センター被服
③防寒服　　　　　　　　　⑩トレーニングウェア
④防災ヘルメット
⑤防災安全靴
⑥保育士・調理保育業務員被服
⑦学校業務員被服及び靴
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

①

26 職員健康管理事業 人事課 1,299 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
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

27 検査事務 総務課 559 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
【ＳＤＧｓの取り組み：12】

28
電算システム管理
運用事業

広報情報課 223,022 拡大

電算システムの安定した運用を行う。
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９】

29 契約事務 総務課 4,366 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
【ＳＤＧｓの取り組み：12】

30 会計事務 会計課 24,527 現状維持

歳入：市税等の歳入データを本市の財務会計システム
に取込むことにより、公金の収納状況を管理する。
歳出：議決された予算の執行に際し、支出調書の審査
を行い、指定金融機関を通して債権者に対し、速やか
に支払い処理を行う。また、源泉を伴う支払について
は、所得税を徴収し、国に納付を行う。
備品管理：市が所有する備品について、取得・廃棄等
の管理を行う。
決算書作成事務：決算を調製し、決算書を作成する。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

31 相談事業 市民課 2,521 改善

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。
保育園・小中学校や地域住民を対象に、人権啓発事業
を実施する。
【ＳＤＧｓの取り組み：１,５,８,10,16,17】

①

32 戸籍事務 市民課 5,643 現状維持

・戸籍届の受付から審査、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実施する。
【ＳＤＧｓの取り組み：５，17】

②

33 住民基本台帳事務 市民課 48,655 統合

①異動届の受付、受理及び審査
②住民基本台帳の記載及び管理
③行政の基礎資料作成
④証明書及びマイナンバーカード交付
⑤コンビニ交付システム機器等の保守・管理
⑥住民異動届における本人確認の強化
⑦住民基本台帳の一部写しの閲覧に係る事務の取扱
令和３年度より印鑑登録事務を統合
【ＳＤＧｓの取り組み：10,17】

①
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34 印鑑登録事務 市民課 0 統合

・みよし市印鑑条例に基づき①申請の受付審査、②新
印鑑登録証(カード)の交付、③印鑑登録証(カード)の
引替交付、④原票の保管、⑤印鑑登録証明書の交付事
務をおこなっている。
令和３年度より、住民基本台帳・印鑑登録事務に統合
したため廃止。
【ＳＤＧｓの取り組み：10，17】

①
③

35
市民情報サービス
センター取扱事務

市民課 2,114 現状維持

１.住民票、戸籍関係諸証明及び税関係諸証明
２.税、使用料等公金収受
３.維持管理業務
【ＳＤＧｓの取り組み：10,17】

36
選挙管理委員会運
営事業

総務課 834 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
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

37 選挙啓発事業 総務課 489 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
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

38 統計事務 企画政策課 383 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,５,８,11】

39 基幹統計事務 企画政策課 2,388 現状維持

　国・県から委託された各種基幹統計調査の実施
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

令和6年度：全国家計構造調査、国勢調査調査区設
定、農林業センサス、経済センサス‐基礎調査
【ＳＤＧｓの取り組み：３,４,５,８,11】

②

40 監査事務 監査委員事務局 2,047 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。
【ＳＤＧｓ取り組み：16】

41
総合福祉システム
整備事業

福祉課 29,681 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

42
戦没者追悼式開催
事業

福祉課 883 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：17】

43
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

44
保健センター維持
管理事業

健康推進課 15,697 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

45 狂犬病予防事業 環境課 1,886 現状維持

・狂犬病予防法に基づき下記の事務を実施する。
①犬の登録事務
②犬の鑑札再交付事務
③狂犬病予防注射済票の交付事務
④狂犬病予防注射済票の再交付事務
⑤犬登録管理システムの管理
【ＳＤＧｓの取り組み：３】

46
鳥獣捕獲等許可事
務

環境課 642 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
①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）
②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
③市内におけるカラス対策業務
④市内における外来生物対策業務
【ＳＤＧｓの取り組み：11】
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47
犬・猫避妊等手術
費補助事業

環境課 1,580 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
①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
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

48
農地管理システム
維持管理事業

産業課 0
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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２,15】

①
③

49
農業委員会運営事
業

産業課 11,615 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：２,15】

50
土木積算システム
維持管理事業

道路河川課 1,834 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
【ＳＤＧｓの取り組み：８,９,10,11,12】

51
市有施設建築工事
受託事業

都市計画課 1,159 現状維持

公共施設の建築等工事を、各施設担当課から工事施工
依頼を受けて、都市計画課において事業を執行してい
る。
【ＳＤＧｓの取り組み：６,11】

52 建築相談等事務 都市計画課 873 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。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家
等対策計画を定め、空き家に関する施策を実施する。
【ＳＤＧｓの取り組み：11】

53 道路台帳修正事業 道路河川課 28,673 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,12】

54
市営住宅維持管理
事業

都市計画課 159,386 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う。
【ＳＤＧｓの取り組み：1,６,10,11】

55 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：11,13,16】

②

56
国民保護計画策定
事業

防災安全課 71 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：16】

57
教育委員会事務局
運営事業

教育行政課 13,586 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。
【ＳＤＧｓの取り組み：４】
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