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ス 天王小学校改修事業 9 
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2 教育環境の整備推進 

ア きたよし地区中学校建設事業 9 

イ 黒笹地区小学校建設事業 9 

ウ 北部小学校大規模改修事業 9 

 

3 子育て支援の推進 
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ウ 母子通園事業 10 

 

4 調和のとれた土地利用の推進 

ア まちづくり土地利用推進事業 10 

イ 莇生地区多機能用地開発事業 11 
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5 単独のまちづくりへの取り組み 
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6 「愛知万博」支援事業の推進 

ア 愛知万博交流事業 11 

イ 愛知万博「三好町の日」事業 12 

① 催事計画・運営事業 

② 参加事業（伝統芸能） 

③ 参加事業（いいじゃん踊り） 

④ 参加事業（三好音頭） 

ウ 愛知万博「豊田加茂地域の日」事業 12 

エ 愛知万博「北海道の日」参加事業 12 

オ 愛知万博おもてなし事業 12 

① 観光紹介所設営事業 

② 花のおもてなし事業 

カ 愛知万博小中学生学習活動事業 12 

キ 愛知万博記念カヌーポロ・Ｅボート大会事業 13 

ク 愛知万博ボランティア活動事業 13 

 

（３）基本施策 

1 健やかで生き活きと喜びあえるまち（保健、医療、福祉、生きがいの充実） 

・住民参加による地域福祉計画の策定 

ア 地域福祉計画策定事業 13 

イ 福祉有償運送運営協議事業 13 

・子育て支援事業の推進 

ア 子育て支援事業 10 

（放課後児童健全育成事業、保育所運営事業、子育て支援センター事業等） 

イ ファミリーサポートセンター事業 10 

ウ 母子通園事業 10 

・きたよし地区新保育園建設事業の推進 

ア きたよし地区保育園用地埋蔵文化財発掘調査事業 13 

・介護保険施設整備事業の推進 

ア 老人保健施設整備推進事業 13 

・障害者、高齢者福祉の推進 

ア 手話奉仕員養成講座開催事業 14 

イ 知的障害者福祉施設送迎車両整備補助事業 14 

ウ 成年後見制度利用支援事業 14 

・（仮称）やすらぎ霊園整備事業の推進 

ア (仮称)やすらぎ霊園整備事業 14 

 

2 心ゆたかな個性と創造性が輝くまち（教育、文化、スポーツの振興） 

・三好町教育基本計画に基づく教育の推進 

ア 教育基本計画推進事業 15 

イ 小中学校少人数指導等対応非常勤講師派遣事業 15 

ウ 特別支援教育相談事業 15 

エ 子どもの相談員配置事業 15 
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・黒笹地区小学校、きたよし地区中学校建設事業の推進を始めとする 
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イ 黒笹地区小学校建設事業 9 

ウ 北部小学校大規模改修事業 9 

エ 南中学校放送設備整備事業 15 

オ プール開放事業 15 

・みよし悠学カレッジ事業の推進を始めとする生涯学習事業の推進 

ア みよし悠学カレッジ講座開催事業 16 

イ 生涯学習推進事業 16 

・みよし男女共同参画プランの計画的な推進と青少年健全育成事業の推進 

ア 男女共同参画社会推進事業 17 

イ 女性団体連絡協議会活動補助事業 17 

ウ 青少年健全育成推進協議会活動補助事業 18 

・文化活動と郷土芸能伝承の推進 

ア 文化振興事業 18 

イ 文化財保護事業 19 

ウ 資料館展示事業 19 

エ 町誌編さん事業 19 

・総合型地域スポーツクラブを始めとするスポーツ振興事業の推進 

ア 総合型地域スポーツクラブ推進事業 19 

イ スポーツ振興事業 20 

ウ カヌー競技推進事業 20 

・図書館ネットワーク化の推進 

ア インターネット蔵書検索システム構築事業 20 

 

3 安全で安心して住める美しいまち（交通安全、防犯、防火、防災、地域環境の整備） 

・ 地震防災強化計画に基づく災害に強いまちづくりの推進 

ア 大規模地震対応防災対策マップ作成事業 7 

イ 震災対策基本調査事業 7 

ウ 民間木造住宅耐震診断及び改修補助事業 7 

エ 公共建築物耐震診断事業 7 

オ 飲料水兼用型耐震性貯水槽整備事業 7 

カ 災害対策及び避難所資機材整備事業 8 

キ 防災行政無線整備事業 8 

ク 家具等転倒防止対策事業 8 

ケ 消防団あり方検討事業 8 

コ 消防車両整備事業 8 

サ 保育園防災対策事業 8 

① ガラス飛散防止フィルム貼付事業 

② 備品等転倒防止事業 

シ 北部小学校大規模改修事業 9 

ス 三吉小学校耐震補強事業 8 

セ 天王小学校改修事業 9 

ソ 三好、北中学校耐震補強事業 9 

・防犯対策の強化 

ア 安全なまちづくり推進事業 21 

イ 自主防犯パトロール隊活動事業 21 
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・人にやさしいまちづくり事業（公共公益施設のバリアフリー化）の推進 
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イ 福谷・新屋住宅統合建替事業 21 

ウ 北、南中学校エレベータ改修事業 22 

・不法投棄防止対策の強化 

ア 不法投棄防止対策事業 22 

・循環型社会をめざしたまちづくり（ごみの減量化やリサイクル）の推進 

ア ごみ計画収集事業 22 

イ リサイクルステーション管理事業 22 

ウ ごみ減量化対策事業 22 

・新エネルギー（太陽光発電）等の活用の推進 

ア 住宅用太陽光発電システム設置補助事業 23 

イ 最新規制適合車等早期代替促進補助事業 23 

・緑と水辺を守り育てるまちづくりの推進 

ア 緑と花の推進委員会補助事業 23 

イ 緑化推進植栽事業 23 

ウ 美しいまちづくり事業 23 

 

4 活力ある産業と潤いのあるまち（産業の振興、労働福祉、観光・地域産業交流） 

・農業ふるさと活性化（ブランド化）による地産地消の推進 

ア 果樹減農薬栽培事業 23 

イ 果樹生産安定対策事業 24 

ウ 農業塾開講事業 24 

エ 土地改良事業 24 

オ (仮)三好下地区土地改良事業計画調査事業 24 

・農業支援体制の充実と農業生産法人への支援 

ア 米麦乾燥調整施設更新補助事業 24 

イ 農業生産法人対策補助事業 25 

ウ 農業生産法人農機具格納庫設置補助事業 25 

エ 農業生産法人農業機械導入補助事業 25 

・新規成長産業の育成と高度産業の振興 

ア 企業誘致パンフレット作成事業 25 

・商業振興と魅力あるまちづくりの調査研究 

ア 商工会補助事業 25 

・ＩＳＯシリーズ認証取得の支援 

ア 中小企業ＩＳＯ認証取得支援事業 25 

・勤労者福祉と雇用・就労対策事業の推進 

ア 勤労青少年ホーム整備事業 26 

・観光交流と特色ある地域産業交流の推進 

ア 観光協会補助事業 26 

 

5 機能的で調和のとれた快適なまち（都市基盤、都市施設の整備） 

・「三好町まちづくり土地利用条例」に基づく住みよいまちづくりの推進 

ア まちづくり土地利用推進事業 10 

・さんさんバス運行事業の推進 

ア さんさんバス運行事業 27 

イ 豊田・三好交通圏公共交通計画策定事業 27 
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・次世代に向けた快適な都市施設整備（主要幹線道路・公園・河川・下水道）の推進 
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イ 里道整備事業・地域ふるさと道路整備事業 27 

ウ 幹線道路整備事業 27 

エ 交通安全施設設置事業 28 

オ 境川緑地基本計画策定事業 28 

カ 公園整備事業 28 

キ 河川改修事業 28 

ク 下水道整備事業 34 

・機能的で調和のとれた都市基盤整備（区画整理）の推進 

ア 三好根浦特定土地区画整理推進事業 28 

（道路改良事業、街路整備事業、公共施設管理者負担金等） 

イ 土地区画整理測量調査事業 28 

・莇生地区多機能用地開発事業の推進 

ア 莇生地区多機能用地開発事業 11 

・地籍調査事業の推進 

ア 地籍調査推進事業 29 

 

6 世界にひらくみんなで築くさわやかなまち（住民参画と交流、ふるさとづくり、友好交流） 

・地域ふるさとづくり事業の推進 

ア 地域ふるさとづくり振興補助事業 29 

イ 地域ふるさとづくり推進補助事業 29 

・住民と行政の協働を進める施策の推進 

ア 公の施設指定管理者選定事業 29 

イ 行政区あり方検討事業 30 

ウ 三好丘あおば行政区複合施設整備事業 30 

エ 三好丘あおば行政区複合施設用地購入事業 30 

・単独のまちづくりへの取り組み 

ア 三好町の現状と動向調査事業 11 

イ 国勢調査事業 30 

・総合情報ネットワークの推進による住民サービスの向上 

ア 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）運用事業 31 

イ 電子調達システム開発事業 31 

ウ 新財務会計システム導入事業 31 

エ 庁内統合型ＧＩＳ整備事業 31 

・ボランティア活動への支援 

ア 地域通貨（助け合いチケット）実験実行委員会補助事業 32 

イ 環境ボランティア育成事業 32 

ウ 愛知万博ボランティア活動事業 13 

・国際及び国内交流の推進 

ア 国際交流事業 32 

イ 国内交流事業 32 

ウ 国際及び国内交流推進事業 33 

 

 

 

 

 

 ５



・「愛知万博」支援事業の推進 
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イ 愛知万博「三好町の日」事業 12 

① 催事計画・運営事業 

② 参加事業（伝統芸能） 

③ 参加事業（いいじゃん踊り） 

④ 参加事業（三好音頭） 

ウ 愛知万博「豊田加茂地域の日」事業 12 

エ 愛知万博「北海道の日」参加事業 12 

オ 愛知万博おもてなし事業 12 

① 観光紹介所設営事業 

② 花のおもてなし事業 

カ 愛知万博小中学生学習活動事業 12 

キ 愛知万博記念カヌーポロ・Ｅボート大会事業 13 

ク 愛知万博ボランティア活動事業 13 

 

 

◎ 特別会計等 

１ 国民健康保険特別会計 33 

２ 下水道事業特別会計 34 

３ 老人保健特別会計 34 

４ 土地取得特別会計 34 

５ 農業集落排水事業特別会計 34 

６ 介護保険特別会計 35 

７ 病院事業会計 36 

 ６



（１）大綱 

1 健全財政の推進 

 

2 計画行政と行政改革の推進 

 

3 住民と行政の協働によるまちづくり 

 

（２）重点施策 

1 災害に強いまちづくりの推進 

大規模地震対応防災対策マップ作成事業 ５，００９千円 交通防災課 
三好町は、平成 14 年４月 24 日に東海地震における地震防災強化地域、平成 15 年 12 月 17 日に東

南海・南海地震防災対策推進地域に指定されました。近い将来、震度６弱以上の大規模な地震が発

生し、甚大な被害を受けると予想されています。そこで、地震災害発生時の被害想定マップを作成

し町内全世帯に配布することにより、町民の防災意識の高揚及び地震防災対策の必要性を促すこと

により大規模地震発生時における被害の軽減につなげていきます。 

主な事業経費 ・大規模地震対応防災対策マップ作成業務委託 ５，００９千円 

 

 

震災対策基本調査事業 ５，５５０千円 交通防災課 
大規模地震発生時の被害想定や洪水ハザードマップなどのアセスメント結果により、災害発生時

において十分な対策をとるための必要な防災施設や物資などの基礎的調査を行います。 
主な事業経費 ・震災対策基本調査業務委託 ５，５５０千円 

 

民間木造住宅耐震診断及び改修補助事業 ６，０００千円 交通防災課 
専門家耐震診断を希望する方に対し、県の認定資格を有する耐震診断員を派遣し耐震診断及び補

強アドバイス等を実施し、昭和 56 年６月以前の旧建築基準で建てられた木造住宅の耐震改修を促進

します。 

また、民間木造住宅耐震診断も総合判定が０．７未満と判定された旧建築基準木造住宅で、耐震

補強工事（総合判定１．０以上）を希望する方に資金の一部を助成し、地震に強い一般住宅の整備

を促進します。 

主な事業経費 ・民間木造住宅耐震診断業務委託 

・木造住宅耐震改修補助事業 

２，４００千円 

３，６００千円 

 

公共建築物耐震診断事業 ５，９９９千円 交通防災課 
阪神淡路の大震災を契機に本町では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定された公共

施設の耐震診断を実施し、必要に応じ改修を行ってきました。 
災害発生時の災害対策拠点となる庁舎の耐震診断を実施することで、庁舎の耐震補強工事を進め

ます。 
主な事業経費 ・公共建築物耐震診断業務委託 ５，９９９千円 

 

飲料水兼用型耐震性貯水槽整備事業 ５８，０００千円 交通防災課 
大規模災害時に飲料水を確保するとともに、火災時の消防水利として活用するための飲料水兼用

耐震性貯水槽を整備します。 

主な事業経費 ・貯水槽設置工事 
・配管工事負担金 

５１，０００千円 
７，０００千円 

 ７



 

災害対策及び避難所資機材整備事業 １１，４４３千円 交通防災課 
大規模災害時に、避難した住民が、必要とする生活必需品や食糧を備蓄するとともに、上下水道

の機能支障を想定して簡易トイレを整備します。 
また、広域避難場所の各中学校には、医師が応急救護所において必要な資機材や災害対策本部と

の連絡手段を確保するための無線機を整備します。 

主な事業経費 ・災害対策用備蓄品等整備事業 
・災害用非常食 

１０，２４７千円 
１，１９６千円 

 

防災行政無線整備事業 ４３，６６０千円 交通防災課 
大規模地震災害や地球温暖化の進行による異常気象がもたらす風水害等から町民の安全を守るた

め、災害時における避難勧告等の災害に関する情報を速やかに全町民に周知する必要があります。 

昭和 63 年に整備した防災行政無線親局は、設置後 17 年が経過し機器のメインテナンスに支障が

出てきているため更新します。また、地域からの要望により子局を増設する事で、安全安心なまち

づくりを図ります。 

主な事業経費 
・町防災行政無線（同報系）親子局更新工事 
・町防災行政無線設置工事 
・町防災行政無線屋外子局スピーカー増設工事 

３６，３８３千円 
６，８２５千円 

４５２千円 

 

家具等転倒防止対策事業 ３，１９３千円 交通防災課 
大規模地震の発生が危惧されており、本町の 65 歳以上の高齢者で構成される世帯と重度障害者で

構成される世帯を対象に、地震発災時に家庭において家具の転倒による負傷や逃げ遅れ等を事前に

防止することを目的とし、家具等転倒防止対策用器具を設置します。 

主な事業経費 ・家具等転倒防止対策事業用器具購入費 

・家具等転倒防止対策事業委託 
２，２６８千円 

９２５千円 

 

消防団あり方検討事業 １２６千円 交通防災課 
平成 16 年度に消防団あり方検討会を設置し、三好町消防団の活動や役割、あり方を検討してきま

したが、平成 17 年度も継続して検討を行うことで三好町消防団の活性化を図ります。 

主な事業経費 ・消防団あり方検討会委員報酬 １２６千円 

 

消防車両整備事業 ２０，７２７千円 交通防災課 
自動車 Nox・PM 法の公布にともない、平成 14 年 10 月 1 日から車種規制の対象となった消防団車

両を計画的に更新し、火災や災害時における消防団の機動力となる消防車両の整備を図ります。 

主な事業経費 ・小型動力ポンプ付積載車整備事業 

・防災車更新事業 
１８，４１７千円 
２，３１０千円 

 

保育園防災対策事業【新規】 １１，８２１千円 児童課 
保育園入所児童の地震発生時の安全確保を図るため、地震防災対策としてガラスの破損･飛散防止

のためのフィルムを貼るとともに備品の転倒防止対策を実施します。 

主な事業経費 ・ガラス飛散防止フィルム貼付事業 
・備品等転倒防止事業 

１０，８２３千円 
９９８千円 

 

三吉小学校耐震補強事業   １６，７００千円 管理課 
 近い将来発生する可能性が高いとされる東海地震等に対応するため、地域の防災拠点として位置

付けられている施設であることも考慮し、耐震診断の結果に基づき体育館の耐震補強を行います。 

主な事業経費 ・三吉小学校耐震補強工事監理委託 

・三吉小学校耐震補強工事 
７００千円 

１６，０００千円 

 ８



 

天王小学校改修事業 ８，３２５千円 管理課 
近い将来発生する可能性が高いとされる東海地震等に対応するため、地域の防災拠点として位置

付けられている施設であることも考慮し、耐震診断の結果に基づき校舎の耐震補強を行います。 
また、非常時を想定し、南舎の教室に出入口を新たに確保する工事のための設計委託を行います。 

主な事業経費 
・天王小学校耐震補強工事監理委託 

・天王小学校南舎改修工事設計委託 

・天王小学校耐震補強工事 

 ２００千円 
  １，６００千円 

６，５２５千円 

 

三好、北中学校耐震補強事業 １５２，３４８千円 管理課 
近い将来発生する可能性が高いとされる東海地震等に対応するため、地域の防災拠点として位置

付けられている施設であることも考慮し、耐震診断の結果に基づき校舎・体育館等の耐震補強を行

います。 

主な事業経費 

・三好中学校耐震補強工事監理委託 

・三好中学校耐震補強工事 

・北中学校耐震補強工事設計委託 

・北中学校耐震診断委託（技術室棟） 

２，４８７千円 
１４８，０３６千円 

  ６７８千円 
１，１４７千円 

2 教育環境の整備推進 

 

きたよし地区中学校建設事業 １，６１３，４３４千円 管理課 
平成 18 年度の開校に向けて、計画的に建設事業を推進しています。 

校舎棟については、平成 15 年度に基本設計・実施設計を完了しており、本年度は平成 16・17 年

度の継続事業として、２年目の校舎棟建設工事を行います。 

外構については、平成 17・18 年度の継続事業としての１年目の外構工事を行います。 

主な事業経費 

・きたよし地区中学校校舎棟建設事業 
・きたよし地区中学校外構整備事業 

・きたよし地区中学校下水道整備事業  

・きたよし地区中学校消耗品・備品購入 

１，２４６，９１３千円 
１６０，０７２千円 
１１，０００千円 

１９５，４４９千円 

 

黒笹地区小学校建設事業 ５０，７４３千円 管理課 
 平成 19 年度の開校に向けて、愛知県住宅供給公社による立替施行の手法により建設事業を計画的

に進めています。 

 平成 17 年度は、平成 16 年度に債務負担をした建築実施設計の買取を行います。 
主な事業経費 ・黒笹地区小学校実施設計料 ５０，７４３千円 

北部小学校大規模改修事業 １７３，１７２千円 管理課 
北部小学校大規模改修については、平成 14 年度から校舎棟別に順次改修工事を実施してきていま

す。 

平成 17 年度については、プール及び外構の設計委託、体育館の改修工事を行います。また、平成

12 年度の耐震診断の結果に基づいた耐震補強工事も併せて行います。 

主な事業経費 

・北部小学校大規模改修工事（プール）設計委託 
・北部小学校大規模改修工事（外構）設計委託 

・北部小学校大規模改修工事（体育館）工事監理委託・

改修工事 

・北部小学校大規模改修工事（体育館）消耗品・備品購

入 

５，０００千円 
５，１００千円 

１５４，８００千円 
 

８，２７２千円 
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3 子育て支援の推進 

 

子育て支援事業（放課後児童健全育成事業、保育所運営

事業、子育て支援センター事業等） 

 

８９７，９１４千円 児童課 
共働き家庭の一般化や核家族化が進む中で、子どもを持つ家庭の育児不安を解消するとともに、

子育てと仕事との両立支援や子どもの成長過程における地域的な支援に取り組むことにより、子育

てを家庭と地域、行政が一体となって誰もが安心して子どもを生み育てられ、明日の社会を担う子

どもたちが健やかに育つ環境づくりを推進していきます。 

主な事業経費 

○放課後児童健全育成事業 

 ・公立放課後児童クラブ…通年開所６ｶ所 

・夏休み期間のみを対象とした放課後児童クラブ… 

開設２ｶ所（みどり第２児童クラブ、天王第２児

童クラブ） 

 ・民間放課後児童クラブとの利用料格差是正 

○保育所運営事業 

 ・保育園９園での受入児童の拡充（城山保育園での 3

歳未満児の受入れ開始） 

・24 時間対応保育事業、休日保育事業等の特別保育事

業の充実 

・民間保育施設への運営費支援 

○子育て支援センター事業 

 ･４ｶ所の子育て支援センターを中心とした子育て相

談、育児講座等の開設 

３４，０６０千円 
 
 
 
 
 

８６２，６９８千円 
 
 
 
 
 

１，１５６千円 

ファミリーサポートセンター事業【新規】 ２，５１５千円 児童課 
女性の社会進出や就労形態の多様化に伴い、保護者の生活スタイルが変化し短時間の保育ニーズ

に対応するために、ファミリーサポートセンターを設立し、地域内で子育て支援の相互援助ができ

る環境整備を図ります。 
 

 

母子通園事業【新規】 ７，３９４千円 児童課 
ことばが遅い、多動、人とかかわらないなど発達に遅れのあると思われる子どもが、親子で通所

し、遊びを通して日常生活に必要な習慣を養い、心身の発達を助長･支援するための母子通園施設を

明知保育園に整備し、子育て支援を図ります 

主な事業経費 ・母子通園施設(明知保育園)整備事業 
・母子通園施設運営費 

５，３９８千円 
１，９９６千円 

4 調和のとれた土地利用の推進 

 

まちづくり土地利用推進事業 ２，９０１千円 都市計画課 
三好町まちづくり土地利用条例に基づく”三好町まちづくり審議会”の開催、”地区まちづくり協

議会”への支援及び必要に応じ”公聴会”の開催などの事務事業を行います。 
また、条例に基づく地区まちづくり計画の作成に向けた地域リーダーを育成するため、「みよしま

ち育て塾」を開催します。この塾では、三好のまちの現状を再認識し、課題を発見し、その解決方

法を自分たちで考える過程を通し、まちづくり・まち育ての方法を学び、それにより三好の“まち

づくり”を行う人材を育てます。 

主な事業内容 ・みよしまち育て塾の開催 
・まちづくり審議会の開催 
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莇生地区多機能用地開発事業 ５９９，０００千円 商工観光課 
 全体構想に基づき事業計画を進めるとともに、造成事業及び公共施設等の整備事業を開発事業全

体における事業者間の調整を図りながら推進していきます。 

 また、同時に開発事業用地への進出企業の誘致も進めていきます。 

主な事業経費 
・莇生地区多機能用地開発事業推進補助金 
・都市計画道路 三好ヶ丘駒場線整備事業 
・公共下水道事業（下水道事業特別会計） 

１，０００千円 
３６８，０００千円 
２３０，０００千円 

 

5 単独のまちづくりへの取り組み 

 

三好町の現状と動向調査事業【新規】 ５，０００千円 企画課 
平成 17 年度の国勢調査による人口が５万人を超えると想定されることにより、市制を含めた今後

の行政運営のあり方について検討を加える必要が生じます。 

このような状況の中で、平成 17 年度に市制を含めた単独での新しいまちづくりを進めるため、総

合計画の見直しなどに必要な基礎調査を実施します。 

主な事業経費 ・人口動態、住民ニーズ、まちづくり課題調査 ５，０００千円 

6 「愛知万博」支援事業の推進 
愛知万博支援事業：「総括表」 ５３，７１９千円 企画課 

愛知万博への参加交流とＰＲ活動に加え、万博会場への来場者にとって県内第一歩の出会いの場

であるパークアンドライド三好駐車場において、温かいおもてなしの心で迎えることにより、愛知

万博の成功に寄与することを目的に、各事業を実施します。 

主な事業経費 

ア 愛知万博交流事業  
イ 愛知万博「三好町の日」事業 
 ①催事計画・運営事業 
 ②参加事業（伝統芸能） 
 ③参加事業（いいじゃん踊り） 
 ④参加事業（三好音頭） 
ウ 愛知万博「豊田加茂地域の日」事業 
エ 愛知万博「北海道の日」参加事業 
オ 愛知万博おもてなし事業 
①観光紹介所設営事業 
②花のおもてなし事業 

カ 愛知万博小中学生学習活動事業 
キ 愛知万博記念カヌーポロ・Ｅボート大会事業 
ク 愛知万博ボランティア活動事業 

５，７２０千円 
 

３，０００千円 
１０，４７５千円 

６０２千円 
５４０千円 
８９８千円 
１２０千円 

 
３，４７３千円 
１，６６５千円 

１５，９２８千円 
６，７５５千円 
４，５４３千円 

 
（各事業内容） 
ア「愛知万博交流事業」  ５，７２０千円 秘書課 

万博への公式参加国の人々を、開催地元として歓迎し、地域ぐるみで愛知万博を盛り上げます。 

特に、組合せ相手国であるベリーズ国をはじめ中米７カ国が主催する８月 19 日のナショナルデー

には、住民の方々に参加、協力をしてもらい、この日を盛り上げていきます。 

また、組合せ相手国の万博スタッフなど関係者を町内に招いて歓迎事業を行ったり、町内中島住

宅を宿舎とする外国人万博スタッフとの交流を計画し、町民の国際理解と地域の国際化を図ります。 
主な事業経費 ・愛知万博交流事業委託 ５，７２０千円 
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イ「愛知万博「三好町の日」事業」 
①催事計画・運営事業  ３，０００千円 企画課 

愛知県館あいち・おまつり広場において、８月 22 日に「三好町の日」が開催されます。 

本町を国内外からの来場者にアピールするため、催事計画の作成と運営を行い、万博の盛上げに

貢献します。 
主な事業経費 ・愛知万博三好町の日催事計画作成等業務委託 ３，０００千円 
②参加事業（伝統芸能）【新規】       １０，４７５千円 資料館 

「三好町の日」催事の１つとして、本町の「郷土芸能」を国内外からの来場者にアピールし、愛

知万博の盛上げに貢献します。 
また、参加団体の活動を支援するとともに、愛知万博への参加を契機に更なる郷土芸能の継承活

動の活性化を推進します。 
主な事業経費 ・愛知万博みよしの伝統芸能アピール事業補助金 ８，３００千円 
③参加事業（いいじゃん踊り）【新規】 ６０２千円 商工観光課 

「三好町の日」催事の１つとして、いいじゃん踊りのインストラクターを派遣し、万博を応援す

ると共に三好町の観光宣伝活動を推進します。 
主な事業経費 ・愛知万博三好町の日参加事業補助金 ６０２千円 
④参加事業（三好音頭）【新規】 ５４０千円 社会教育課 

「三好町の日」催事の１つとして、文化協会三好音頭継承保存実行委員会が三好音頭を披露し、

万博を応援すると共に三好町の文化活動の推進、保存を図ります。 
主な事業経費 ・愛知万博三好町の日参加事業補助金 ５４０千円 

 

ウ「愛知万博「豊田加茂地域の日」事業」  ８９８千円 企画課 
愛知県館あいち・おまつり広場において、５月１日に「豊田加茂地域の日」が開催されます。 

豊田加茂地域を国内外からの来場者にアピールするため、豊田加茂地域日の催事計画の作成と運営

を行い、愛知万博の盛上げに貢献します。 
主な事業経費 ・愛知万博豊田加茂地域の日負担金 ８９８千円 

 

エ「愛知万博「北海道の日」参加事業」【新規】  １２０千円 商工観光課 
万博の公式催事として９月１日に「北海道の日」が開催されます。本町の友好都市である士別市

の踊りグループが参加するにあたり、北海道庁からの要請によりいいじゃん踊りのインストラクタ

ーを派遣し、愛知万博の盛上げに貢献します。 
主な事業経費 ・愛知万博公式催事「北海道の日」参加事業補助金 １２０千円 

 
オ「愛知万博おもてなし事業」  
①観光紹介所設営事業  ３，４７３千円 商工観光課 

愛知万博三好駐車場において、万博来場者を対象に観光情報ＰＲコーナーを開設し本町の観光Ｐ

Ｒを図ります。 
主な事業経費 ・愛知万博観光紹介所設営事業補助金 ３，４７３千円 
②花のおもてなし事業  １，６６５千円 農政課 

愛知万博会場への来場者にとって県内第一歩の出会いの場である三好駐車場と周辺道路に花を飾

り、来場者を温かいおもてなしの心でお迎えします。 
主な事業経費 ・花の購入、管理委託 １，６６５千円 

 
カ「愛知万博小中学生学習活動事業」【新規】 １５，９２８千円 学校教育課 
愛知万博を総合的な学習の一環における校外学習の活動の場としてとらえ、人と自然との深いか

かわりを体験し、自然との共生について学習する機会を提供します。 
主な事業経費 ・愛知万博学習活動事業 １５，９２８千円 
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キ「愛知万博記念カヌーポロ・Ｅボート大会事業」 ６，７５５千円 スポーツ課 
愛知万博開催を記念して、「カヌーポロ競技」と、平成 15 年から導入した「Ｅボート」を活用し

て、万博開催期間中に「カヌーポロ・Ｅボート大会」を開催します。 

○期日：平成 17 年８月６日（土）、７日（日） 

○会場：保田ヶ池カヌーポロ競技場 
 
ク「愛知万博ボランティア活動事業」  ４，５４３千円 企画課 
愛知万博三好駐車場で本町の観光ＰＲや特産物の案内、清掃など来場者へのおもてなしを目的に、

万博開催期間中（185 日間）ボランティア活動を行います。 

主な事業経費 ・愛知万博ボランティア活動事業三好町実行委員会補助金 ４，５４３千円 
 
（３）基本施策 

1 健やかで生き活きと喜びあえるまち（保健、医療、福祉、生きがいの充実） 

・住民参加による地域福祉計画の策定 

 

地域福祉計画策定事業 ４，６２９千円 福祉課 
地域福祉計画は、「高齢者」「障害者」「児童」の３分野を中心に、住民の参加を得て地域の様々な

生活課題を明らかにし、これを解決しようとするものです。 
地域福祉計画では、行政だけが課題解決の行動主体ではなく、各種団体やサービス事業者、地域

住民など、地域の様々な資源や行動主体が連携して問題を解決していく流れをつくりあげることが

重要となります。この計画は福祉のトータルマネージメントプランとしての性格を有しています。 

主な事業経費 ・策定委員報酬 
・計画策定委託費 

４２９千円 
４，２００千円 

福祉有償運送運営協議事業【新規】 ７６千円 福祉課 
当該地域内において公共交通機関によって担うことができない運送をまかなうため、福祉有償運

送運営協議会で、NPO 等（社会福祉法人、医療法人、公益法人等を含む非営利法人）の運送が必要

であること及びその際の条件等が適切なものか否かを協議します。 
 
・子育て支援事業の推進 

○ 子育て支援事業 10 ページ参照 ･･････････････････････････････････････････････････

･･･････････････････････････････････

････････････････････････････････････････････････････

（放課後児童健全育成事業、保育所運営事業、子育て支援センター事業等） 

○ ファミリーサポートセンター事業 10 ページ参照 

○ 母子通園事業 10 ページ参照 

 

・きたよし地区新保育園建設事業の推進 

きたよし地区保育園用地埋蔵文化財発掘調査事業 ８，０００千円 児童課 
きたよし地区の人口増加に伴う保育園入園児の拡大に対応するため、新たな保育園建設が必要と

なり建設候補地の検討をしてきましたが、当該地に埋蔵文化財(古窯)が所在する可能性があり、試

掘後に発掘調査を行います。 
 
・介護保険施設整備事業の推進 

老人保健施設整備推進事業 １８７千円 高齢福祉課 
介護保険制度施行後、町内完結型の介護施設サービス基盤の充実を図るため、総合福祉施設（さ

んりふれ）の拠点となる町民病院を含む地域保健・医療・福祉体制の整備の一環として、老人保健

施設を整備します。 
主な事業経費 ・介護保険施設整備研究会委員報酬 １５２千円 

 １３



・障害者、高齢者福祉の推進 

手話奉仕員養成講座開催事業【新規】 ４４３千円 福祉課 
聴覚障害者の日常生活上の初歩的なコミュニケーション支援を行う手話奉仕員の養成を行う事に

より、聴覚障害者の自立と社会参加の促進を図ります。 

今年度は養成講座入門編を開催します。（入門、基礎、応用の３ヵ年計画で養成します。） 

・主催     三好町 

・委託先  社団法人 愛知県聴覚障害者協会 

・開催 全 18 回  

・定員 20 名 

・開催場所 三好町中央公民館 
 
知的障害者福祉施設送迎車両整備補助事業【新規】 ３，４００千円 福祉課 
知的障害者通所授産施設「しおみの丘」の送迎車両整備に対し補助を行います。 

 
成年後見制度利用支援事業【新規】 ４７２千円 高齢福祉課 
認知症の人、知的障害のある人、精神障害のある人など、判断能力の不十分な人々は、財産管理

や身上監護（介護、施設への入退所などの生活に配慮すること）についての契約や遺産分割などの

法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあったりする恐れがあります。

こうような判断能力の不十分な人々を保護し、支援していきます。 

介護保険サービス、障害者サービスの利用の観点から、認知症の高齢者、または知的障害者にと

って、成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、制度に対する理解が不十分である

ことや、費用負担が困難なこと等から利用が進まないといった事態に陥らないために、町が行う成

年後見制度の利用を支援する事業に対して助成を行います。 

 また、成年後見の開始の審判が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族が共に申立を行う

ことが難しい場合など、特に必要な場合に町長が申立を行います。 

（町長の申立の範囲） 

(1) 本人に配偶者、または４親等以内の親族がいない場合 

(2) ４親等以内の親族がいても、音信不通の状況にあるなどの事情により、申立を期待できない場

合 

(3) ４親等以内の親族がいても、本人に対する虐待、放置等があり、親族による申立が適当でない

場合 
 

・（仮称）やすらぎ霊園整備事業の推進 

（仮称）やすらぎ霊園整備事業 １５９，０２２千円 健康課 
平成 10 年に用地を取得し、15 年に基本計画、16 年度に実施設計を策定しました。平成 17 年度は、

全町民を対象とした墓地を整備します。 

主な事業経費 
・第１期整備工事 
・用地購入費 
・事業用地草刈委託 

１２２，７００千円 
３６，１３８千円 

１８４千円 
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2 心ゆたかな個性と創造性が輝くまち（教育、文化、スポーツの振興） 

・三好町教育基本計画に基づく教育の推進 

教育基本計画推進事業 １，３８２千円 

学校教育課 
管理課 

 平成 15 年度に「まちづくりは人づくり」の理念を基に策定された三好町教育基本計画を実施して

いくため、教育基本計画推進事業として人づくりと学校・家庭・地域の教育力の向上を目指した事

業を実施します。 

主な事業経費 

・特色ある教育推進事業 
・教育講演会、児童生徒理解研修会の開催 
・子育てハンドブックの印刷 
・教育基本計画推進委員会委員報酬 
・幼年期健全育成推進協議会委員報酬 
・三好町教育基本計画印刷費 

５６０千円 
２５０千円 
２４７千円 
１３９千円 
１０１千円 
９５千円 

 

 

小中学校少人数指導等対応非常勤講師派遣事業 ２５，９７８千円 学校教育課 
少人数指導による児童生徒へのきめ細かな指導を充実するため、また、「総合的な学習」の推進を

目的として、町内小中学校に１名の非常勤講師を配置します。 
主な事業経費 ・小中学校少人数指導等対応非常勤講師派遣事業 ２５，９７８千円 

 

特別支援教育相談事業【新規】 ６００千円 学校教育課 
国をあげて特別支援教育を始めようとするこの時期、軽度の発達障害や自閉症、不登校などの問

題をかかえる児童生徒を専門医による診断を行い、保護者や教師に適切な支援、助言をする相談活

動を行います。 
主な事業経費 ・特別支援教育相談員謝礼 ６００千円 

 

子どもの相談員配置事業【新規】 １，２００千円 学校教育課 
児童の悩み等を気軽に話せ、ストレスを和らげることのできる第三者的な立場の「子どもの相談

員」を配置します。 
主な事業経費 ・子どもの相談員配置事業 １，２００千円 

・黒笹地区小学校、きたよし地区中学校建設事業の推進を始めとする教育環境の整備充実 

○ きたよし地区中学校建設事業 ９ページ参照 ････････････････････････････････････････

････････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････

○ 黒笹地区小学校建設事業 ９ページ参照 

○ 北部小学校大規模改修事業 ９ページ参照 

 

 

南中学校放送設備整備事業【新規】 ８，０４４千円 管理課 
南中学校の放送設備は、老朽化が進み、アンプの容量も低く、その都度修繕を繰り返しています。

また、災害等緊急放送が流せなくなることなど生徒の安全面への不安を解消するため、新たに放送

設備の整備を行います。 
主な事業経費 ・南中学校放送設備整備 ８，０４４千円 

 

プール開放事業【新規】 １５，２８６千円 管理課 
平成 17 年度より三好町総合公園内のプールの使用が休止されるため、きたよし、みなよし、なか

よしの３地区の小学校プールの一般開放を行います。 

主な事業経費 ・プール開放事業管理運営委託 
・プール開放事業備品購入 

１３，４４８千円 
１，８３８千円 
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・みよし悠学カレッジ事業の推進を始めとする生涯学習事業の推進 

 

みよし悠学カレッジ講座開催事業 ３３，０４４千円 悠学カレッジ 
みよし悠学カレッジは、少子高齢化・国際化・高度情報化社会に対応し、社会の発展や町民の要

望・町の政策を反映させ、三好町がめざす将来都市像「ゆとりと活気ある ふれあいのまち」の実

現に向けて事業を展開します。 
◎みよし悠学カレッジ講座の開催 
①一般公開講座       ３講座(  ３回) 
②子ども講座       １０講座( １０回) 
③情報活用講座      １６講座(１２４回) 
④専門講座 
ア 生活創造講座    １２講座( ８０回) 
イ 国際理解講座    ２３講座(２１０回) 
ウ 情報技術講座    ６２講座(５２０回) 

主な事業経費 

・みよし悠学カレッジ運営委員会委員報酬 
・講座・講演会講師謝礼 
・託児サポーター謝礼 
・業務管理システムサーバー借上料 

１８９千円 
２２，４８３千円 
２，１１２千円 
１，３２５千円 

生涯学習推進事業 ３２，７２９千円 社会教育課 

○ 生涯学習推進基本計画（平成 14 年３月策定）に基づき、みよし悠学カレッジ事業を始め、

中央公民館講座、明越会館講座、地域で自主的に取組まれる学習活動、高齢者対象の寿大学

や高齢者の健康づくり講座、子育てを支援する各種の講座や教室などの町民が参加できる学

習機会の充実を図るとともに、関連事業を庁内関連部局の連携のもとで推進します。 

○ 町民の学習活動の場としての中央公民館、明越会館など、これら施設を利用者が快適で安

心して利用できるように適正な管理運営と環境整備に努めます。  

○ 町民の文化意識の高揚と文化芸術に親しむ機会づくりを進めるため、既成の文化団体の活

動と地域に根づいた文化（生涯学習）活動を継続して支援します。 

○ 家庭だけでなく学校と地域が連携し協力して行う家庭教育地域活動、保育園・幼稚園・子

育て支援ボランティアグループなどとの連携による幼児期の家庭教育講座、就園前の親子を

対象にした子育て交流会開催、子育てサークル活動支援など、各種事業の推進・支援するこ

とにより、家庭と地域の教育力の向上を図ります。 

主な事業経費 

・中央公民館講座開催事業 

・明越会館講座開催事業 

・高齢者教室開催事業 

・幼児期家庭教育講座開催事業 

・家庭教育地域活動推進事業 

・地区生涯学習講座開催事業補助金 

・中央公民館環境整備事業 

・地区公民館環境整備事業補助金 

・文化事業開催事業（町文化祭、町公募美術展） 

・文化協会補助金 

・行政区文化活動推進事業補助金 

１，００８千円 

２４０千円 

７６３千円 

６２４千円 

３８０千円 

１，６８８千円 

６，３５１千円 

１２，２７５千円 

５，１１４千円 

３，１６１千円 

１，１２５千円 
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・みよし男女共同参画プランの計画的な推進と青少年健全育成事業の推進 

男女共同参画社会推進事業 ６９１千円 社会教育課 

平成 11 年 6 月に施行された「男女共同参画社会基本法」において、男女共同参画社会の実

現を「21 世紀のわが国社会を決定する最重要課題」として位置付けると同時に、市町村にお

いて「市町村男女共同参画計画」を定めることが規定されました。本町においては、実状に

あった男女共同参画社会の実現に向け、総合的、計画的に取組むための指針となる「みよし

男女共同参画プラン」を平成 15 年 3 月に策定し、男女共同参画社会の実現に向け、プランの

施策方針に従い事業推進を図ります。 

○ フェミニストカウンセリング（女性のための悩みごと相談）の実施 

 女性問題専門のカウンセラーによる予約制の面接相談と電話相談を月 1 回実施します。 

○ 男女共同参画セミナーの開催 

 男女共同参画社会への意識づくり講習会を男女共同参画社会週間中に開催します。 

○ 啓発活動の実施 

 男女共同参画社会の意識啓発及び意識高揚を高めるため、リーフレットの配布による啓発

活動を行います。６月の男女共同参画社会週間、10 月の男女共同参画社会月間では、周知を

するために横断幕による啓発も実施します。 

○ 男女共同参画交流ネットワーク推進事業 

 各種団体のネットワークを推進するため、登録団体の情報をまとめた冊子を作成し、登録

団体を通じ、男女共同参画の情報提供及びウィルあいちの交流ネットに参画します。 

主な事業経費 

・フェミニストカウンセリング（女性のための悩みごと相談） 

・男女共同参画セミナー開催 

・啓発活動 

・男女共同参画交流ネットワーク推進事業 

３００千円 

６２千円 

２５２千円 

７７千円 

 

女性団体連絡協議会活動補助事業 ２，０６０千円 社会教育課 

男女共同参画社会の実現と住み良い地域づくりに向けて、三好町女性団体連絡協議会に加

盟する地区女性団体相互の交流と情報交換を進め、ボランティア活動や学習の機会を通じて、

女性団体活動の振興発展を図ることを目的に支援していきます。 

 ○ 福祉事業の推進、救援活動の推進及びその参加活動の推進事業に充当するための、募

金活動、９月の敬老月間において安立荘を訪問して、化粧や全員による合唱や踊りを披露

する慰問活動 

 ○ 三好町、三岳村の友好親善を図るため、両女性団体が毎年交互に女性交流会を開催し、

自主的な公益性の高い友好交流活動 

 ○ 買い物袋持参運動 産業フェスタへの参加 

 ○ 女性だより「ほほえみ」の発行 

主な事業内容 

・特別養護老人ホーム「安立荘」慰問（社会奉仕部） 

・三岳村・三好町女性交流会（総務部） 

・買い物袋持参運動 産業フェスタ参加（総務部） 

・募金活動（社会奉仕部） 

・広報誌 女性だより「ほほえみ」発行（広報部） 
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青少年健全育成推進協議会活動補助事業 ７，９７２千円 社会教育課 
次代の担い手である青少年を健全に育成するため、「地域ぐるみで推進しよう非行のない町

づくり」をスローガンに各地域における指導者の育成、地域ぐるみによる青少年の非行防止
を訴え、健全育成のための広報、啓発活動の実施、青少年健全育成活動の推進、有害環境の
除去、非行防止を図る住民運動の推進を目的に活動しており、今後も引き続き支援の充実に
努めます。 
 ○ 少年の主張 校内大会及び三好町大会開催 
   小学生と中学生の日常生活に関する訴えを聞くことにより、子を持つ親が子供の考え

方を再認識し、家庭教育のあり方を見直す契機とするとともに地域社会における青少年の
健全育成に対する理解と、関心を深めます。 

 ○ 中学校芸術鑑賞等教室開催 
   健全育成を目的に、質の高い芸術鑑賞教室や講演会等を開催することにより、中学生

の情操の涵養と芸術活動への参加機運の醸成を図るとともに、人生、社会での多様な体
験・経験を踏まえた講師の講話に接することで、豊かな人間性の形成を図ります。 

 ○ 地区青少年健全育成推進協議会等補助金 
 健全育成指導者の育成、ジュニアクラブの自主事業の推進に努めることにより、次代の
担い手である青少年の健全育成を地域ぐるみで推進します。 

 ○ 「家庭の日」推進事業 
   家庭教育の重要性を認識し、家庭・地域・学校・職場・行政が一体となり、「家庭の日」

を啓発し、関連事業を推進することにより、「家庭のふれあい」を大切にし、青少年の健
全育成を図ります。 

主な事業内容 

・少年の主張 校内大会及び三好町大会開催事業 
・中学校芸術鑑賞教室等開催事業 
・地区青少年健全育成推進協議会等補助金 
・「家庭の日」推進事業 
・青少年健全育成広報啓発事業 

 
 
 
 
 

 
・文化活動と郷土芸能伝承の推進 
文化振興事業 １６，５１９千円 文化センター 
町民参加を主軸とした各種の文化振興事業を展開し、町民の文化意識の向上と新たに文化活動に

取組む人材と文化団体の育成を図ります。また町民自ら参加し創造する文化芸術活動の広がりを促
進し、町内外に向けて文化芸術を通じたまちづくりの情報を積極的に発信します。 
○ 町民参加型事業 

①みよし音楽祭 
町内合唱団とセミプロ演奏家の発表を行います。 

②三好演劇塾公演 
町民出演の演劇講座と公演を行います。 

③アートプラザ 
ア．ロビーコンサート 
アマチュア・セミプロアーティストの演奏会（年間５回）を開催します。 

イ．茶会コンサート 
アマチュア・セミプロアーティストの演奏会及び呈茶（年間２回）を開催します。 

④夏休みワークショップ 
親子・家族を対象に夏休み期間に開催します。 

⑤国際民族舞踊フェスタ 
アマチュア・セミプロ舞踊家の発表とプロの舞踊家の公演を行います。 

⑥バックステージツアー 
夏休み期間の体験学習として実施、通常入れないサンアート館内を探検します。 

○ 鑑賞型事業 
①劇団四季ファミリーミュージカル 
ファミリーを対象としたミュージカルの公演を行います 

②吉田正記念オーケストラ演奏会 
町内合唱団とのジョイントコンサートを行います。 

③落語公演 
人気落語家による二人会を行います。 

○ 育成事業 
みよし少年少女合唱団 

合唱団の育成と演奏会への出演を行います。 
主な事業経費 ・文化センターサンアート文化振興事業 １６，５１９千円 
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文化財保護事業 ７，０４０千円 資料館 
町指定文化財の保存維持、郷土芸能の伝承活動を行う保存会及び行政区の歴史的な発展を記す郷

土史誌編さんに取り組む行政区の活動を支援し、郷土の文化財と伝統文化の保存と継承を推進しま

す。 

主な事業経費 

・町指定文化財（山車）保存維持活動事業補助金 
・地区郷土芸能伝承活動事業補助金 
・郷土史誌編さん事業補助金 
・山車保存施設修繕事業補助金（三好上、三好下地区） 
・囃子台本体製作事業補助金（新屋地区） 

９００千円 
６４０千円 

１，５００千円 
１，０００千円 
３，０００千円 

資料館展示事業 ５，２１９千円 資料館 
郷土出身の南画家伊豆原麻谷の作品を展示する特別展をはじめとする展示事業の実施、古文書解

読養成講座の開催を通じて、郷土の歴史的、民俗的、文化的な所産の保存、公開展示、一般利用を

促し、町民の教養、学術及び文化の発展に寄与します。 

主な事業経費 ・展示事業（企画展 3 回、特別展１回） 
・古文書解読養成講座の開催 

５，０３９千円 
１８０千円 

 
町誌編さん事業 １７，５１１千円 資料館 
歴史的な史実としての資料に基づき三好町の歴史的発展を明らかにし、多くの貴重な資料を町民

共有の財産として後世に伝えるため、新編三好町誌を編さんします。 
この事業を通して、広範囲に資料の調査収集、既存資料の再確認が行われ、史実としての資料や

文化財の新たな発見が期待されます。 
調査収集した資料の整理と保存及び有効活用を図りながら、学問的水準を反映させた中にも、で

きるかぎり平易な文書で記述し、親しみやすい町誌を目指しています。 

主な事業経費 ・町誌編さん業務委託 
・学術調査業務委託 

１２，０５０千円 
４，０００千円 

 

・総合型地域スポーツクラブを始めとするスポーツ振興事業の推進 

総合型地域スポーツクラブ推進事業 ３，１５８千円 スポーツ課 
いつでも誰でも気軽にスポーツに親しむことができ、会員が自ら企画、運営を行い、健康づくり

と地域、世代間の交流を進めるため、総合型地域スポーツクラブを設立・育成します。 

平成 17 年度は、「なかよしクラブ」（平成 16 年６月設立）に対する運営補助及び、みなよし地区

での設立に向けて検討を行う設立準備会に対する補助を行います。 

主な事業経費 ・地域スポーツクラブ補助金（なかよしクラブ） 
・地域スポーツクラブ設立準備会補助金（みなよし地区） 

２，２４５千円 
９１３千円 

 

 １９



 

スポーツ振興事業 １８，６９６千円 スポーツ課 
スポーツ教室、地区体力つくり事業を通してスポーツに親しむ機会づくりの推進や、学校体育施

設を開放することにより、気軽にスポーツができる場を提供します。 
さらに、各種スポーツイベントを開催することにより、スポーツ活動への参加とスポーツを観戦

する機会を提供し、生涯スポーツの振興を図るため次の事業を実施します。 
○  スポーツ教室開設事業 
    幼児とその親等を対象としたスポーツ教室を開催し、子どもの頃から個人が主体的にスポーツ

に取り組むことを促進します。 
○  体力つくり推進事業 
    地域対抗ソフトボール大会や三好町体育祭、三好町マラソン駅伝大会の開催及び、各地区の体

力つくり事業に補助することにより、町民の体力つくりと地域の交流を図ります。 
○  施設開放運営事業 
    学校教育に支障がない範囲で学校体育施設を貸し出し、身近な施設でスポーツをする機会を提

供し、健康づくりとスポーツの振興を目指します。 

主な事業経費 
・スポーツ教室開設事業 
・体力つくり推進事業費 
・施設開放運営事業費 

１，６６２千円 
１３，０９７千円 
３，９３７千円 

 

カヌー競技推進事業 ２，５８０千円 スポーツ課 
わかしゃち国体を契機に、施設の有効利用及び青少年健全育成を図るため「カヌーのまち・三好」

としてカヌー競技の振興を図ってきましたが、誰でも簡単に乗ることができる 10 人乗りの「Ｅボー

ト」を活用し、水に親しみながら地域間交流を進め、カヌーへの理解を深めます。 

また、平成 17 年度は、Ｅボートを３艇購入します。 

・図書館ネットワーク化の推進 

インターネット蔵書検索システム構築事業【新規】 １５，０１６千円 図書館 

県図書館や他の公共図書館とのネットワークの推進、町民情報サービスセンターの図書コーナー

の充実、参考業務などの読書環境の整備を行い、図書利用サービスの向上に努めます。 

主な事業経費 
・インターネット蔵書検索システム機器使用料 

・町民情報サービスセンター事業（図書館） 

４，０３６千円 

１０，９８０千円 

 

3 安全で安心して住める美しいまち（交通安全、防犯、防火、防災、地域環境の整備） 

・地震防災強化計画に基づく災害に強いまちづくりの推進 

○ 大規模地震対応防災対策マップ作成事業 ７ページ参照 ･･････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････
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･･････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････
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○ 震災対策基本調査事業 ７ページ参照 

○ 民間木造住宅耐震診断及び改修補助事業 ７ページ参照 

○ 公共建築物耐震診断事業 ７ページ参照 

○ 飲料水兼用型耐震性貯水槽整備事業 ７ページ参照 

○ 災害対策及び避難所資機材整備事業 ８ページ参照 

○ 防災行政無線整備事業 ８ページ参照 

○ 家具等転倒防止対策事業 ８ページ参照 

○ 消防団あり方検討事業 ８ページ参照 

○ 消防車両整備事業 ８ページ参照 

○ 保育園防災対策事業 ８ページ参照 

① ガラス飛散防止フィルム貼付事業 

② 備品等転倒防止事業 

○ 北部小学校大規模改修事業 ９ページ参照 

○ 三吉小学校耐震補強事業 ８ページ参照 

 ２０



○ 天王小学校改修事業 ９ページ参照 ･･･････････････････････････････････････････････

････････････････････････････････････････○ 三好、北中学校耐震補強事業 ９ページ参照 

 

・防犯対策の強化 

 

安全なまちづくり推進事業 １６，５４４千円 交通防災課 
 安全で安心して住めるまちづくりを目指し、交通安全活動、防犯活動、明るいまちづくり活動を

推進します。  
○交通安全、防犯啓発事業 
三好町における事故や犯罪、非行等を防止し安全で安心して暮らせる住みよい町を築くために積

極的な事業を展開する三好町安全なまちづくり推進協議会に補助金を交付し活動を支援します。 
○地区安全なまちづくり推進協議会補助金 
地域における事故や犯罪、非行等を防止し安全で安心して暮らせる住みよい地域を築くために積

極的な事業を展開する各地区安全なまちづくり推進協議会に補助金を交付し活動を支援します。 
○交通安全啓発事業 
悲惨な交通事故を防止するため、各層の交通安全教室の開催や交通安全啓発事業を行い交通安全

意識の高揚を図ります。 
○防犯推進事業 
安全で安心して住めるまちづくりを目指し、警察と連携しながら防犯啓発事業を行い防犯意識の

高揚を図ります。 

主な事業経費 

・三好町安全なまちづくり推進協議会補助金 
（交通安全、防犯啓発事業、明るいまちづくり事業） 

・地区安全なまちづくり推進協議会補助金 
・交通安全推進事業 
・防犯推進事業 

７，７１１千円 
 

２，２５０千円 
４，７６６千円 
１，８１７千円 

自主防犯パトロール隊活動事業【新規】 ４００千円 交通防災課 
地域の防犯のために自主的活動を行う自主防犯パトロール隊の活動支援の一つとして、防犯パト

ロール車に装着する青色回転灯を 20 基購入し、申し出のあった自主防犯パトロール隊に無償で貸し

出します。 

主な事業経費 ・三好町安全なまちづくり推進協議会補助金 
 （自主防犯パトロール隊活動事業） 

４００千円 

 

・人にやさしいまちづくり事業（公共公益施設のバリアフリー化）の推進 

 

鉄道駅バリアフリー化補助事業 ９２，０００千円 商工観光課 
 人にやさしい安心して住めるまちづくりの推進を図るために、町内鉄道駅の円滑な利用を目的と

して行われるバリアフリー化事業（鉄道駅整備事業）に対して補助を実施します。 
主な事業経費 ・鉄道駅バリアフリー化補助金 ９２，０００千円 

福谷・新屋住宅統合建替事業 ５４４，２９３千円 営繕課 
福谷住宅、新屋住宅の老朽化に伴い両住宅を統合し建替する目的で平成 14 年度より着手し平成

15 年度には１期工事（１棟 34 戸）が完成しています。 

平成 17 年度は、平成 16 年度の継続事業として２期工事（１棟 34 戸）の建替工事と外構工事、

管理施設整備工事等を行います。 

主な事業経費 

・建替工事（継続費） 
・工事監理委託（継続費） 
・外構工事 
・管理施設整備工事 
・道路改築工事 
・その他（役務費、委託費、負担金、移転補償費等） 

４４２，２００千円 
８，０００千円 

４５，０００千円 
３３，０００千円 
７，９２０千円 
８，１７３千円 

 ２１



北、南中学校エレベータ改修事業【新規】 ２４，３５２千円 管理課 
北中学校及び南中学校の給食配膳用エレベータは、設置後 20 年以上経過しており老朽化が進んで

います。給食配膳用のエレベータについては、人にやさしいまちづくり条例に基づき、随時人荷物

兼用のエレベータへの改修を行っています。 

主な事業経費 
・北中学校エレベータ改修工事設計委託 
・南中学校エレベータ改修工事 

・南中学校エレベータ改修工事建築確認手数料 

３３０千円 
２４，０００千円 

２２千円 
 
・不法投棄防止対策の強化 

不法投棄防止対策事業 ２，６７４千円 環境課 
地域や町では、不法投棄のパトロールを実施しています。また、不法投棄の早期発見と情報提供

をいただくため、郵便局及びタクシー会社と「不法投棄情報提供の覚書」を締結し、不法投棄の防

止にも努めています。不法投棄は夜間や人通りの少ない場所、ごみ集積所などで行われています。

今後とも不法投棄の防止、啓発を行い、投棄された物についても適切な処理に努めます。 

主な事業経費 
・家電、パソコン処理手数料 
・タイヤ処理手数料 
・放置車両処理費用 

８８０千円 
３００千円 

１，２１３千円 
 

・循環型社会をめざしたまちづくり（ごみの減量化やリサイクル）の推進 

ごみ計画収集事業 ４４５，９１７千円 環境課 
可燃ごみ、不燃ごみ、資源（びん・かん）及び粗大ごみの収集が計画的かつ合理的に行えるよう

民間に委託することにより、能率的な収集体制の整備を図り、常に清潔な居住環境を保持し、町の

美観を損なわないように努めます。 

主な事業経費 
・ごみ収集清掃業務委託 
・資源ごみ分別収集用コンテナ配布回収業務委託 
・粗大ごみ電話受付業務委託 

４３８，７３２千円 
５，０４３千円 
２，１４２千円 

 

リサイクルステーション管理事業 １４，７８４千円 環境課 
循環型社会をめざすため、資源ごみ回収への意識の高揚並びにリサイクルの推進を図り、ごみの

減量化及び有効利用を促進するため設置したリサイクルステーション（２ヶ所）をより利便性のあ

る施設とするため、適切な管理運営に努めます。 

主な事業経費 
・管理運営業務委託 
・古紙等資源回収業務委託 
・プラスチック製容器包装回収業務委託 

７，６４８千円 
５，３２４千円 
１，２０７千円 

 

 

ごみ減量化対策事業 ７，７００千円 環境課 
近年の急速なごみ増加に伴い、ごみの資源化・減量化を行うことにより、尾三衛生組合東郷美化

センターから発生する焼却灰等の残さを減少させ、最終埋立処分場の延命を図るとともに、住民の

環境美化に対する意識向上を図り、きれいな住みよい町づくりを推進します。 

主な事業経費 

・資源ごみ処理手数料 
・資源ごみ回収業務委託 
・資源ごみ回収推進補助金 
・機械式生ごみ処理機購入費補助金 
・生ごみ堆肥化容器購入費補助金 

７，６５８千円 
４，９２１千円 
５，５００千円 
２，１００千円 

１００千円 

 ２２



・新エネルギー（太陽光発電）等の活用の推進 

 

住宅用太陽光発電システム設置補助事業 ４,０００千円 環境課 
省エネ、省資源並びにＣＯ２の削減を推進し、クリーンエネルギーを利用した太陽光発電システ

ムの普及に取り組むため、太陽光発電システムを設置する一般家庭に対し、費用の一部を補助し、

設置費用の負担を軽減します。 

最新規制適合車等早期代替促進補助事業 ２，５００千円 環境課 
大気汚染物質である、窒素酸化物（ＮＯｘ）及び粒子状物質（ＰＭ）の削減を目的として、平成

13 年６月に「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法（通称：自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）」が施行されました。 

この法律は、地域規制、車種規制等が導入され、三好町もこの法律の規制対象地域となる特定地

域に指定されたことにより、平成 14 年 10 月からは、車種規制が開始され貨物自動車を始めとする

ディーゼル自動車に対し、一定期間以上の使用ができなくなりました。 

平成 15 年度よりディーゼル自動車等から排出される排気ガスの削減や大気汚染の改善を図るこ

とを目的に中小企業事業者が自動車ＮＯｘ・ＰＭ法による車種規制を受けるディーゼル貨物自動車

等を、使用期限の２年以上前に最新の排出ガス規制に適合した自動車に買い替えをする車両購入費

の一部を補助します。 
 

・緑と水辺を守り育てるまちづくりの推進 

緑と花の推進委員会補助事業 ５，８００千円 農政課 

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ため

に実施される各種の事業の推進を図るとともに緑化に関する啓蒙啓発運動を展開する。 

主な事業経費 ・地区公共施設、道路等緑化事業 ５，８００千円 

 

緑化推進植栽事業 ５，８００千円 農政課 

公共施設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健康的なまちづくりに

努め、良好な自然環境の保全と緑と花のあるまちづくりを推進します。 

平成 15 年度より３か年計画で、莇生字あざみ地内の道路法面に植栽工事を行っています。 

主な事業経費 ・緑化推進植栽工事 １，３００㎡ ５，８００千円 

 

美しいまちづくり事業 ３，７７０千円 農政課 

結婚、出生、新築、還暦、小学校入学の人生の慶事を記念し、緑化苗木配布及び全世帯に花苗を

配布し、緑豊かな美しいまちづくりを推進しています。又、町内の各種イベントを花苗プランター

で装飾し、緑と花のあふれる会場の雰囲気を演出するとともに来場者に対しての緑化意識の高揚を

図ります。 

主な事業経費 ・緑化苗木、花苗配布、イベント会場プランター装飾 ３，７７０千円 

 

4 活力ある産業と潤いのあるまち（産業の振興、労働福祉、観光・地域産業交流） 

・ 農業ふるさと活性化（ブランド化）による地産地消の推進 

果樹減農薬栽培事業  １，１４７千円 農政課 

 環境保全型農業として減農薬果樹栽培につながるコンフュザー導入により、三好の特産物に安

全・安心ブランドの付加価値をつけ、且つ農家の健康管理と農作業の軽減を図ります。 

主な事業経費 ・梨及び桃減農薬栽培推進事業 １，１４７千円 
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果樹生産安定対策事業 １５０千円 農政課 

果樹専業農家の高齢化や農産物の価格の低迷により、本町の特産であるブドウの栽培面積は年々

減少傾向にある。そのため、減農薬果樹栽培の確立によるブランド化を図り、食の安全安心に努め

地産地消を推進します。 

また、農作業機械の導入により作業の効率化や軽減を図り、農家の健康管理に努めます。 

主な事業経費 ・高圧洗浄機一式 １５０千円 

 

農業塾開講事業 １５０千円 農政課 

農作物栽培管理や農業作業機械運転の講習などを行い、新規農業就労者、援農ヘルパーの育成支

援や、定年退職者の生きがいとして農作業の基本を学んでいただきます。 

主な事業経費 ・農業塾開講事業補助金 １５０千円 

 

土地改良事業 １２８，４７０千円 農政課 

 土地改良施設の未整備地区について早急な事業援助を行うことで、生産性の向上と農業経営の合

理化を推進します。… 農道整備（５箇所）、ため池計画調査（長田池） 
農業用水源として重要なため池の改修や周辺の環境整備を行うことで、農家支援のみならず自然

環境の見直し、生態系の保護及び周辺住民の憩いの場として地域の活性化を推進します。… 
ため池整備（１箇所） 
土地改良施設の維持補修により良好な施設維持管理を支援します。 

また、土地改良事業へ債務負担による支援を行います。 

主な事業経費 

・土地改良事業補助金 
・県営老朽ため池等整備事業（大力池地区）負担金 
・土地改良施設維持管理費補助金 
・土地改良事業債務負担金 

７，６６０千円 

１３，３８８千円 
７，１４０千円 

１００，２８２千円 

 

（仮）三好下地区土地改良事業計画調査事業【新規】 ２，７００千円 農政課 

農業経営の安定と農業担い手の育成を図るため、（仮）三好下地区土地改良事業の計画調査につい

て補助を行います。 

主な事業経費 ・土地改良事業補助金 ２，７００千円 

 

・農業支援体制の充実と農業生産法人への支援 

米麦乾燥調整施設更新補助事業 ５６，２０８千円 農政課 

 水稲栽培農家や担い手農家の生産体制の整備、合理的な作付け体制の導入、効率的な流通体系の

確立を通じ生産から流通までの一貫した産地体制を図るため昭和 59 年度に米麦乾燥調整施設が設

置されました。この施設の修繕等をしてきましたが、故障が絶えず機械設備の更新を 15 年度から３

か年で実施しています。 

本年度は、精選、バラ出荷、自主検査、籾殻タンク、電気等の設備を更新し、販売先や消費者に

安心して消費できる選別を実施し、農家の所得確保に努めます。 

主な事業経費 ・精選、バラ出荷、自主検査、籾殻タンク、電気等の設備

更新 

５６，２０８千円 
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農業生産法人対策補助事業 【新規】 ５００千円 農政課 

本町では、農業従事者の高齢化、後継者不足等により農地の遊休地化が進み、農地の有効利用へ

の取り組みが課題となっています。そのため、地域農業の担い手が中心となって農業生産法人「フ

ァームズ三好」が本年２月に設立されます。 

「ファームズ三好」の農業経営安定のため、農作業等経費の一部を補助します。又、法人への農

地流動化（利用集積）を図り、遊休農地の解消に努め優良農地の保全を推進します。 

主な事業経費 ・事業推進にかかる経費 ５００千円 

 

農業生産法人農機具格納庫設置補助事業【新規】 １８，０００千円 農政課 

 農業生産法人「ファームズ三好」が本年２月に設立され、ＪＡあいち豊田三好営農センターが事

務局となるため利便性のよい営農センター敷地内に「ファームズ三好」専用の事務所及び農機具格

納庫を整備します。 

主な事業経費 ・農機具格納庫１６７．９８㎡、事務所８７．７８㎡ １８，０００千円 

 

農業生産法人農業機械導入補助事業 【新規】 ７，３４２千円 農政課 

 本町農業の生産の安定や遊休農地削減のために地域の若手担い手が中心となって設立された農業

生産法人ファームズ三好に対し、農作業の効率化を図るための作業用機械の導入に対し補助します。 

農業生産法人が農業機械を整備することにより、農地の利用集積や農作業の受委託の拡大が促進

され生産性の向上により法人の農業経営の安定及び地域農業の活性化を図ります。 

主な事業経費 ・トラクター、播種機、消毒機導入 ７，３４２千円 

 

・新規成長産業の育成と高度産業の振興 

企業誘致パンフレット作成事業 １８９千円 商工観光課 
 町内工業用地への企業誘致の推進を図るため、資料として案内用パンフレットを作成します。 
主な事業経費 ・企業誘致パンフレット作成   １８９千円 

 

・商業振興と魅力あるまちづくりの調査研究 

商工会補助事業 ２５，６７６千円 商工観光課 
町内商工業者の経営並びに技術の改善等のための事業を充実させ、商工業の振興と安定に寄与す

ることを目的として、商工会が実施する経営改善普及事業及び地域総合振興事業等に対して補助を

実施します。 

主な事業経費 

・経営改善普及事業 
・地域総合振興事業 
・街路灯設置事業 
・指導施設維持管理事業 
・青色推進事業 
・街路灯電灯料補助金 

１５,１９６千円 
１,８７９千円 

８７０千円 
２,２２４千円 
４,７８２千円 

    ７２５千円 
 

・ＩＳＯシリーズ認証取得の支援 

中小企業ＩＳＯ認証取得支援事業 ５,０００千円 商工観光課 
本町の中小企業においても、企業活動のグローバル化により、国際的な規格に適合することが要

求される様になってきました。このような状況において、国際規格である ISO 9000 及び 14000 シリ

ーズの認証を取得する企業に対して、その費用の一部を補助することにより、国際競争力の強化や

経営の安定化を通し中小企業の振興を図ります。 

〇対象者   町内中小企業者 

〇補助額   対象経費の１／３（限度額 500 千円） 

 ２５

 



・勤労者福祉と雇用・就労対策事業の推進 

勤労青少年ホーム整備事業 ２，０８０千円 商工観光課 
昭和 44 年開館以来、35 年が経過し、施設が老朽化しているため、利用者の利便性向上のため計

画的に改修を行っていきます。 
主な事業経費 ・勤労青少年ホーム軽運動室内装改修工事 ２，０８０千円 

 

・観光交流と特色ある地域産業交流の推進 

 

観光協会補助事業 ５６，５１５千円 商工観光課 
住民ニーズに対応した観光行事・催事を推進し、観光施設・伝承行事等の紹介・宣伝により、観

光客を誘致し、観光事業の振興と町の活性化を図っていきます。 

○ 三好池まつり事業 

７艘のまつり船と、打ち上げ花火、水中スターマイン、ナイアガラ花火等で観客の誘致を図り

ます。 

○ 三好大提灯まつり事業 

３基の大提灯を掲出し、お囃子、棒の手、夜店、打上げ花火等により観客の誘致を図ると共に、

伝承行事を支援していきます。 

○ いいじゃんまつり事業 

いいじゃん踊りを通じて、子供からお年寄りまで誰もが参加し楽しめる祭りとして住民の交流

を図ります。 

○ みよし桜まつり事業 

三好公園、保田ケ池公園の桜の名所に、ぼんぼり、夜間照明の会場設営により観客の誘致を図

ります。 

○ ふるさと交流事業 

三岳村、士別市と交流事業を実施する団体を支援し、友好都市との交流推進を図ります。 

○ 愛知万博観光紹介所設置事業 

2005 年日本国際博覧会の開催に伴い、パーク＆ライド方式の駐車場において万博来場者を対象

に、観光情報ＰＲコーナーを開設し本町の観光ＰＲを図ります。 

○ 愛知万博「三好町の日」参加事業 

2005 年日本国際博覧会「市町村催事 三好町の日」に、いいじゃん踊りのインストラクターを

派遣し、万博を応援すると共に三好町の観光宣伝活動を推進します。 

○ 愛知万博公式催事「北海道の日」参加事業 

2005 年日本国際博覧会「公式催事 北海道の日」に、士別市の踊りグループが参加するにあた

り、北海道庁からの要請によりいいじゃん踊りのインストラクターを派遣します。 

主な事業経費 

・三好池まつり事業 
・三好大提灯まつり事業 
・いいじゃんまつり事業 
・みよし桜まつり事業 
・ふるさと交流事業 
・愛知万博観光紹介所設営事業 
・愛知万博「三好町の日」参加事業 
・愛知万博公式催事「北海道の日」参加事業 

１４，６５４千円 
７，８５５千円 

２３，４６６千円 
２，９８３千円 
１，６１４千円 
３，４７３千円 

６０２千円 
１２０千円 

5 機能的で調和のとれた快適なまち（都市基盤、都市施設の整備） 

・「三好町まちづくり土地利用条例」に基づく住みよいまちづくりの推進 

○ まちづくり土地利用推進事業 10 ページ参照 ･･･････････････････････････････････････

 

 ２６



・さんさんバス運行事業の推進 
さんさんバス運行事業 ４９，８１４千円 企画課 
町民の日常生活の足として、コミュニティバス「さんさんバス」の運行を行います。また、「さん

さんバス」が未巡回である交通空白地には「乗合タクシー」を運行し、「さんさんバス」と接続する

ことで、住民の利便性の向上を図ります。 

主な事業経費 

・ さんさんバス運行負担金 
・ 乗合タクシー運行負担金 
・ バス停標識代 
・ パンフレット印刷製本費 
・ バス停およびバスロケーションシステム修繕費 
・ バスロケーションシステム通信費 

４３，０７０千円 
２，７３８千円 

５６０千円 
１２０千円 

１，２１７千円 
１，８００千円 

 

 

豊田・三好交通圏公共交通計画策定事業【新規】 ８８８千円 企画課 
豊田加茂地域は自動車産業を中心に発展し、産業及び交通体系とも自動車への依存度が高い地域

です。高齢社会の到来や過度な自動車依存型社会からの脱皮に向けた動きに合わせ、生活交通確保

に向けた取り組みが進みつつあります。市町村合併による社会的環境の変化も含め、公共交通のあ

り方、及び広域的な公共交通の連携・整備が必要となってきています。 
そのような中、モデル交通圏の一例として、本町と合併後の新豊田市を一つの交通圏と設定し、

その交通圏における公共交通のあり方等について検討を行い、「豊田・三好交通圏公共交通計画」を

策定します。 
主な事業経費 ・ 豊田・三好交通圏公共交通計画策定負担金  ８８８千円 

・次世代に向けた快適な都市施設整備（主要幹線道路・公園・河川・下水道）の推進 

 

道路維持補修事業 １７，６００千円 土木課 
町道の舗装や側溝が良好に利用できるよう維持し、補修します。 

主な事業経費 ・舗装補修費 
・側溝整備費 

１０，０００千円 
７，６００千円 

 

里道整備事業・地域ふるさと道路整備事業 ２３，２６０千円 土木課 
里道整備事業は、認定されていない生活道路の舗装や側溝などの整備を行い、地域住民の利便を

図るものです。また、地域ふるさと道路整備事業は、地元が事業主体となり生活道路の整備を行う

ものです。いずれの事業も町から資本的、技術的支援を行います。 

主な事業経費 ・里道整備費（三好上行政区始め８行政区） 
・地域ふるさと道路整備事業補助金（東山行政区） 

１６，９６０千円 
６，３００千円 

 

幹線道路整備事業 １５５，４５０千円 土木課 
町道及び都市計画道路を計画的に整備します。 

主な事業経費 

・町道大坪線改良事業費 
・町道三好ケ丘駒場線改良事業費 
（三好丘緑行政区から莇生地区多機能開発区域まで） 
・都市計画道路中島線整備事業費 

７，７９０千円 
１０９，６００千円 

 
３８，０６０千円 

 ２７



 

交通安全施設設置事業 ３３，０９２千円 土木課 
カーブミラー、区画線、ガードレール、道路照明灯などの設置及び歩道整備などを行い、交通の

安全確保に努めます。 

主な事業経費 

・カーブミラー設置費 
・区画線設置費 
・道路照明灯設置費 
・ガードレール設置費 
・町道山ノ間小林線歩道設置事業費 
・町道三好福田線歩道設置事業費 
・町道莇生打越線歩道設置事業費 

３，１９２千円 
４，０００千円 
１，４００千円 
１，０００千円 
９，０００千円 
９，５００千円 
５，０００千円 

 

境川緑地基本計画策定事業【新規】 ８，６５０千円 都市計画課 
 豊かな水辺を有する境川は、住民の憩の場やレクリエーションの場として、また、都市環境に潤い

を与える場として貴重な自然です。 

そこで、平成 16 年３月に策定した三好町まちづくり基本計画の水と緑の方針により、現在の境川

緑地を北に延伸し、公園・緑地のネットワークの強化・形成を図るための基本計画を策定します。 
主な事業経費 ・境川緑地基本計画策定委託 ８，６５０千円 

公園整備事業 １３５，０００千円 都市整備課 
都市公園として計画的に整備を行います。 

主な事業経費 
・三好公園整備工事 
・細口公園整備工事 
・根浦２号公園整備工事 

３３，０００千円 
５２，０００千円 

５０，０００千円 
 

 

河川改修事業 １０１，４５０千円 土木課 
河川の氾濫を防ぐため、国、県の補助を仰ぎ計画的に護岸整備等の河川施設を整備します。 

主な事業経費 ・準用河川砂後川改修事業費 
・準用河川茶屋川改修事業費 

７４，４５０千円 
２７，０００千円 

○ 下水道整備事業 34 ページ参照 ･･････････････････････････････････････････････････

 

・機能的で調和のとれた都市基盤整備（区画整理）の推進 

三好根浦特定土地区画整理推進事業（道路改良事業、

街路整備事業、公共施設管理者負担金等） 

 

４０４，０００千円 

都市整備課 
土木課 

三好根浦特定土地区画整理事業の進捗にあわせ、道路等の整備を行い適切な事業運営を図ります。 

主な事業経費 
・三好根浦１号緑地公共施設管理者負担金 

・都市計画道路インター３号線、４号線整備事業 

・町道根浦諸輪線他１路線整備事業 

８０，２６０千円 
２０４，６００千円 
１１９，１４０千円 

 

土地区画整理測量調査事業 ３０，６００千円 都市整備課 
区画整理事業の事業化に向け、測量調査を行います。 

主な事業経費 ・（仮）三好中部地区特定土地区画整理事業 

・（仮）荒畑地区土地区画整理事業 
２０，１００千円 
１０，５００千円 

 

・莇生地区多機能用地開発事業の推進 

○ 莇生地区多機能用地開発事業 11 ページ参照 ･･･････････････････････････････････････
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・地籍調査事業の推進 

地籍調査推進事業 ２２，６４０千円 土地調査課 
地籍の明確化を図るという国土調査法の目的に従い実施する事業であり、その成果は土地所有者

の土地に対する権利の保護や、公共事業の円滑な実施に寄与し、「安心して土地を活用できる地籍調

査事業の推進」を図ります。 

主な事業経費 

・三好下第３地区登記委託 
・打越中・下・山伏地区測量業務委託 
・黒笹第１地区測量業務委託 
・福谷第１地区測量業務委託 
・西一色第１地区素図作成委託 

４２３千円 
２，７４６千円 
５，３３６千円 

１１，０３３千円 
３，１０２千円 

 

6 世界にひらくみんなで築くさわやかなまち（住民参画と交流、ふるさとづくり、友好交流） 

・地域ふるさとづくり事業の推進 

 

地域ふるさとづくり振興補助事業 ４０，１６７千円 総務課 
地域ふるさとづくり事業の円滑かつ効果的な実施を目指し、スムーズな行政区運営及び住民自ら

住みよい環境づくりに心がけ、地域や住民が自ら企画し実施する事業を「地域ふるさとづくり事業」

として位置づけ、行政区に対し補助金等を交付し、積極的に行政区の育成、活動の支援をしていき

ます。 

○行政区運営費補助金 
  行政区の育成及び円滑な活動の支援をします。 
○地域ふるさとづくり振興事業 
 （ソフト事業） 

行政区独自の総意と工夫を生かして、地域住民の相互の交流を深め、地域への愛着心・連帯

意識を高めるために開催される行政区事業の支援をします。 
  （ハード事業） 
   行政区が実施する住民交流、地域への愛着心・連帯意識を高めるために使用する備品等の整

備事業の支援をします。 

○地域ふるさとネットワーク事業 
  地域情報の伝達として行政区が発行する区民だよりの製作に要する経費を支援します。 
○行政区事務員設置事業 

行政区の事務の円滑化を図るため、行政区事務員雇用の経費を支援します。 

主な事業経費 

・行政区運営費補助金 
・地域ふるさとづくり振興事業（ソフト・ハード） 
・ふるさとネットワーク事業 
・行政区事務員設置事業 

１５，２００千円 
１６，１００千円 
１，０００千円 
６，６６７千円 

 

地域ふるさとづくり推進補助事業 ６００千円 都市計画課 
 地域が独自の創意工夫により、特色ある地域づくりを推進するため、その地域づくりのビジョン

を作成する調査及び研究に対し支援を行います。 
主な事業経費 ・地域ふるさとづくり推進事業補助金（６地区） ６００千円 

・住民と行政の協働を進める施策の推進 

公の施設指定管理者選定事業 ９５千円 総務課 
平成 15 年 9 月の地方自治法一部改正により、公の施設の管理が「指定管理者制度」により管理代

行させることができるようになりました。平成 16 年４月施行の「三好町公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例」に基づき、「指定管理者制度」を活用するか「町の直接管理」にするかの

方針を定め、公の施設管理の指定管理者を選定し、施設管理の充実を図ります。 
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行政区あり方検討事業【新規】 ２８４千円 総務課 
単独でまちづくりを進めるうえで、現在の行政区の位置づけ、役割等を見直し、今後の行政区の

あり方を検討します。 
 

 

三好丘あおば行政区複合施設整備事業 ３６，５００千円 総務課 
平成 16 年度からの継続事業として、三好丘あおば行政区住民のふれあい機能、交流機能をもった

複合施設及び新築に伴う備品等の整備を進めます。 

平成 16・17 年度 建設工事（完成予定＝平成 17 年７月） 

※施設の状況 

建築面積＝２２０．４４㎡（延べ床面積：２０１．５４㎡） 

敷地面積＝７４９．０９㎡ 

主な事業経費 

・三好丘あおば行政区複合施設補助金 
・三好丘あおば行政区複合施設太陽光発電設備設置補助金 
・三好丘あおば行政区備品整備補助金 
・三好丘あおば行政区備品収納庫補助金 

３０，０００千円 
４，０００千円 
１，５００千円 
１，０００千円 

三好丘あおば行政区複合施設用地購入事業【新規】 ６１，２００千円 総務課 
平成 15 年４月１日に設立した三好丘あおば行政区の複合施設用地として、平成 15 年 10 月に西加

茂町村土地開発公社で取得した土地を施設建設のために買い戻しを行います。 

○用地面積：７４９．０９㎡ 

○所在地：福谷字広久伝 179‐1（三好ヶ丘第三特定土地区画整理地内 73 街区 5） 
 
・単独のまちづくりへの取り組み 

○ 三好町の現状と動向調査事業 11 ページ参照 ･･･････････････････････････････････････

 

 

国勢調査事業【新規】 ２５，９８２千円 企画課 
国勢調査は、わが国の人口及び世帯の実態を把握して、各種施策の基礎資料を得るとともに結果

を広く一般の利用に供することを目的としています。 
調査対象は、調査時において本邦内に常住している者（３ヶ月以上にわたって住んでいるか、又

は住むことになっている者）です。 

主な事業経費 
・調査員報酬（３８０人） 
・指導員報酬（４０人） 
・調査事務費 

１９，２９８千円 
２，０７９千円 
４，６０５千円 
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・総合情報ネットワークの推進による住民サービスの向上 

 

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）運用事業 １３，０６９千円 広報情報課 
国の「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画」が推進される中、愛知県においては、各市町村共通の課題であ

る電子自治体を実現し、住民サービスの向上と事務の効率化を図り、もって地域の情報化を推進す

るため、「あいち電子自治体推進協議会」が平成 15 年４月 18 日に設立され、これに先立ち「共同利

用型データセンター」も整備されています。 

この協議会は、愛知県及び県内市町村（名古屋市は除く）が共同で各種の情報システムの構築及

び情報ネットワークを整備・運営するため、平成 17 年１月 24 日から 28 業務の電子申請・届出シス

テムの運用を開始しました。 

現在、協議会では、電子申請・届出システム研究会を始め５つの研究会があり、施設予約システ

ム、電子調達・入札（ＣＡＬＳ／ＥＣ）システム、統合型地図情報（ＧＩＳ）システムやマルチペ

イメントネットワークシステムなどについて研究をしています。 

《総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）運用事業費の主内容》 

・ＬＧＷＡＮ機器賃借料         ７，２６７千円 

・機器保守料              １，９９１千円 

・ＬＧＷＡＮ用データ通信回線使用料   １，２６０千円 

・ソフトバージョンアップ費用        ９００千円 
主な事業経費 ・ＬＧＷＡＮ運用事業費 １３，０６９千円 

 

電子調達システム開発事業【新規】 １，５１５千円 総務課 
愛知県及び県下 80 団体で共同開発、共同運用する電子調達システム（電子申請、電子入札）を平

成 17 年度に開発します。 

（今後のスケジュール） 

平成 17 年度 システム開発 

平成 18 年度 一部実施（愛知県） 

平成 19 年度 本格実施（愛知県） 

本格実施可能（市町村） 
主な事業経費 ・電子調達システム開発負担金 １，５１５千円 

新財務会計システム導入事業【新規】 ３，１５０千円 財政課 
現行の財務会計システムが導入以後 10 年以上経過しており、行政評価の導入に伴うシステム変更

を行うことが困難な状況であり、予算編成から決算までの従来までの財務会計システムに、実施計

画、進行管理、行政評価などの連携を図り、各施策、事務事業を一体的に管理する総合的なシステ

ムを構築し、ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥのマネジメントサイクルを一元化したシステムで管理できる

ようにするための導入調査を平成 17 年度に行います。 

 

 

庁内統合型ＧＩＳ整備事業【新規】 ３，０００千円 都市計画課 
 平成 12 年に策定した三好町総合情報ネットワーク基本計画に基づく統合型ＧＩＳの導入を視野

に、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ための方針を調査します。 

主な事業経費 ・庁内統合型ＧＩＳ整備方針調査業務委託 ３，０００千円 
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・ボランティア活動への支援 

地域通貨（助け合いチケット）実験実行委員会補助事業 ４８５千円 福祉課 
お金という価値尺度では表せないお互いの「力」「知恵」「時間」「モノ」などを持ち寄って地域内

で交換し、信頼関係のある豊かな地域コミュニティにするため、近隣で助け合える関係づくりを構

築します。 
三好町助け合いチケット事業は、少子化、高齢化が進む中で、人と人とを信頼の輪でつなぎ、地

域コミュニティの再構築に大きな力を発揮するものと期待されます。 
地域の支え合いを進めコミュニティ活動への積極的な参加を促すための方法として、地域通貨「三

好町助け合いチケット」の本格導入に向け引き続き流通実験を行います。 
 
環境ボランティア育成事業 ２４千円 環境課 
自発的及び自主的に地域の環境美化活動を行っている個人及び団体等を「環境ボランティア」と

して登録制度を設け、町民の環境美化に対する意識向上を図り、「きれいな町・住みよい町」の推進

に努めます。 
 

○ 愛知万博ボランティア活動事業 13 ページ参照 ･････････････････････････････････････

 

・国際及び国内交流の推進 

 

国際交流事業 ３８，５９４千円 秘書課 
言語、文化、風習などの異なる外国の人々との様々な形での交流を通じて相互理解を深め、国際

社会への対応、国際感覚豊かな人づくりを目的に、国際交流を推進します。 
また、友好提携しているアメリカ・コロンバス市などと、安心して外国の人々とふれあい、生活

を体験できるよう派遣事業を推進します。 

主な事業経費 

・友好都市訪問事業 
・三好町・コロンバス市友好都市提携１０周年記念事業 
・青年海外（中国）派遣事業補助金 
・友好都市コロンバス市ふるさと交流事業補助金 
・国際交流事業運営補助金 

１，１８２千円 
９９４千円 

１，８９０千円 
１，０００千円 

２９，５６０千円 

国内交流事業 １１，６８１千円 秘書課 外 
風土、生活、文化が異なる他地域との交流により、自らの地域の特性を認識し、地域の振興、活

性化を図るとともに、人的交流による豊かな人間性の形成を目的に、国内交流を推進します。 
また、三好町が友好提携をしている長野県三岳村、北海道士別市とは、産業、文化、教育など幅

広い分野において相互交流事業を推進します 

主な事業経費 

（長野県三岳村） 
・友好の森ふれあいツアー事業 
・子ども会リーダー・指導者交流事業補助金 
・ふるさと交流事業補助金 

（北海道士別市） 
・少年スポーツ交流事業（サッカー、野球） 
・少年団受入事業（サッカー、野球） 
・ふるさと交流事業補助金 

 
１７０千円 

１，３０３千円 
２９４千円 

 
３，７２８千円 

    ２７２千円 
１，３２０千円 
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国際及び国内交流推進事業 ９，９００千円 学校教育課 
国際交流の一環として、三好町の友好都市であるコロンバス市に中学生を派遣するとともに、教

育関係者を教育親善大使として受け入れ、ホームステイ、学校訪問等の交流を通して相互理解と友

好親善を深めます。 
 また、小学生については５、６年生を対象に士別市に派遣し、友好提携の大きな目的である人づ

くりに寄与するとともに、友好を深める契機とします。 

主な事業経費 
・友好都市中学生派遣事業 
・教育親善大使受け入れ事業 
・三好町小学生士別市派遣事業 

５，６０５千円 
３３８千円 

３，９５７千円 

・「愛知万博」支援事業の推進 

○ 愛知万博交流事業 11 ページ参照 ････････････････････････････････････････････････

･･･････････････････････････････････････

･････････････････････････････････

･･･････････････････････････････････

･･･････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････

･････････････････････････
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○ 愛知万博「三好町の日」事業 12 ページ参照 

① 催事計画・運営事業 

② 参加事業（伝統芸能） 

③ 参加事業（いいじゃん踊り） 

④ 参加事業（三好音頭） 

○ 愛知万博「豊田加茂地域の日」事業 12 ページ参照 

○ 愛知万博「北海道の日」参加事業 12 ページ参照 

○ 愛知万博おもてなし事業 12 ページ参照 

① 観光紹介所設営事業 

② 花のおもてなし事業 

○ 愛知万博小中学生学習活動事業 12 ページ参照 

○ 愛知万博記念カヌーポロ・Ｅボート大会事業 13 ページ参照 

○ 愛知万博ボランティア活動事業 13 ページ参照 

 

◎ 特別会計等 

１ 国民健康保険特別会計 

 

国民健康保険給付事業 ２，０１２，９２０千円 保険年金課 
国民健康保険加入者が、病気やけがなどの治療のために医療機関でかかった費用の 7 割※を給付

します。 

※３歳未満児は８割、70 歳以上で老人保健の適用を受けない人は９割（一定以上所得者は８割）

を給付します。 

また、同じ月内の医療費自己負担分が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分

を高額療養費として支給します。 

医療費給付の他には被保険者の出産による出産育児一時金、死亡による葬祭費の支給も行ってい

ます。 

主な事業経費 

・療養給付費 
・高額療養費 
・出産育児一時金 
・葬祭費 

１，７８７，２８０千円 
１９０，８００千円 
２２，８００千円 
６，９５０千円 

国民健康保険保健事業 ９，４５５千円 保険年金課 
国民健康保険は医療費の給付だけではなく、病気などにならないための身体づくりや、健康保持

のための保健事業を行っています。 

主な事業経費 

・健康世帯記念品 
・生活習慣病予防事業 
・胃がん検診 
・医療費通知 

１５０千円 
１，５３７千円 
２，０５１千円 
２，３１６千円 
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２ 下水道事業特別会計 

 

公共下水道整備事業 ９８２，３１７千円 下水道課 
境川流域関連公共下水道の計画的な整備促進を図るため、新たに着手する黒笹地区公共下水道事

業及び莇生地区多機能用地開発事業に伴う公共下水道事業を推進し、住環境の向上と公共用水域の

保全に努めていきます。 

主な事業経費 

・既成市街地公共下水道整備事業 
・三好根浦地区公共下水道整備事業 
・三好西部地区公共下水道整備事業 
・黒笹地区公共下水道整備事業 

３７４，８７７千円 
６８，０００千円 

４２０，８３９千円 
１１８，６０１千円 

公共下水道維持管理事業 ２６９，６９５千円 下水道課 
快適な生活環境を形成するため、水洗化の推進を図るとともに処理施設の計画的な管理運営と管

路施設の良好な維持管理に努めていきます。 
 
３ 老人保健特別会計 

 

老人保健医療事業 １，８７８，１９９千円 保険年金課 
75 歳（身体障害者は 65 歳）以上の高齢者が、病気やけがの治療のために医療機関でかかった費

用の９割（一定以上所得者は８割）を給付します。 

また、同一月内に医療機関に支払った自己負担分の合計額が自己負担限度額を超えた場合、超え

た分が申請により高額医療費として支給されます。 

主な事業経費 ・医療給付費 
・高額医療費 

１，８６４，８００千円 
６，６００千円 

 

健康と生きがいづくり事業 ３９７千円 保険年金課 
高齢者の健康増進と生きがいづくりを支援し、病気にならない健康なからだづくりをすすめてい

きます。 
１生涯現役づくり  自ら健康への関心と生きがいを持つよう支援します。 
２健康体操普及   運動を習慣的に行い、身体への効果を図り、疾患の予防をします。 
３高齢者栄養改善  栄養指導を行い、食事による病気予防、体質改善等を図ります。 

主な事業経費 ・健康と生きがいづくり事業 ３９７千円 

４ 土地取得特別会計 

公共用地取得基金利子 ４８円 財政課 
公共若しくは公共用に供する土地又は、公共の利益のために取得する必要がある土地の円滑化な

取得を図るため、土地取得特別会計を設置しています。 
この土地の取得のための原資として、公共用地取得基金を積立てています。 

 

５ 農業集落排水事業特別会計 

農業集落排水建設事業 ２５，００８千円 下水道課 
農村集落における農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持並びに生活環境の改善

を図り、活力ある農村の形成に努めていきます。 
 
家庭排水処理施設維持管理事業 ２１９，８３２千円 下水道課 
農村集落の生活環境の向上を図るとともに、し尿や生活雑排水等を処理する処理施設の計画的な

管理運営と管路施設の良好な維持管理に努めていきます。 
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６ 介護保険特別会計 

(１) 保健事業勘定 

 

介護保険給付事業 １，０８７，０４８千円 高齢福祉課 
保険給付の円滑な事業実施のため、要介護（支援）認定者の介護サービスに要する費用の一部は

利用者が負担し、残りは保険者が保険給付費として負担します。 

主な事業経費 

・介護サービス等給付費 
・支援サービス等給付費 
・審査支払手数料 
・高額介護サービス等費 

１，０４６，８８８千円 
３２，７７９千円 
１，８１０千円 
５，５７１千円 

 

事業計画推進事業 ３，６３３千円 高齢福祉課 
平成 15 年度に第２期高齢者保健福祉計画兼介護保険事業計画を策定しましたが、介護保険財政の

事業計画期間は介護保険法第 117 条の規定により３年と定められており、中期財政運営を行うこと

とされています。 

このように、３年毎に３年を１期とし、高齢者の保健福祉及び介護保険事業に係る保険給付の円

滑な事業実施のため、第３期（平成 18 年度から 20 年度）における生活圏域ごとの介護給付対象サ

ービス種類毎の必要量を見込み、新規の要介護者等の出現予測を把握し、要介護（要支援）認定者

における保険給付サービスや介護予防事業の充実が図られるよう、第３期事業計画の策定を行いま

す。 

主な事業経費 
・介護保険運営協議会委員報酬 
・第３期事業計画書印刷費              

・第３期事業計画策定業務委託 

２７８千円 
５９０千円 

２，７６５千円 

 

法改正対応介護電算システム修正事業 １０，２９０千円 高齢福祉課 
介護保険法附則第２条の規定により、法施行後５年を目途に介護全般に関し、必要な見直し等の

措置が講ぜられるため、法改正に対応した介護電算システムの修正を行い、住民サービスの向上を

図ります。 

主な事業経費 ・法改正対応システム修正業務委託 
・介護電算パッケージ使用料 

８，１９０千円 
２，１００千円 

(２) 介護サービス事業勘定 

 

訪問看護事業                                     ２９,２９１千円 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ課 
疾病又は負傷により、家庭においてねたきり又はこれに準ずる状態にある老人及び居宅において

継続して療養を受ける状態にある人の自宅を訪問し、療養上必要な看護を適切に行います。 

主な事業経費 
・人件費 
・訪問看護事業 
・居宅介護支援事業 

２５，７３２千円 
１，２６７千円 

４６４千円 
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７ 病院事業会計 

三好町民病院運営事業 ２，６１７，７０９千円 三好町民病院  
健康診断からリハビリテーションまでの包括医療が受けられる体制づくりを推進し、療養型病床、

訪問看護ステーション及び在宅介護支援センターを併設し入院から在宅まで一環した医療、福祉を

行う高齢社会に対応した総合的な医療施設として町の医療・福祉・介護体制の確立の役割を担って

いきます。さらに、「三好町を愛し三好町民の健康に寄与することを誓う」の理念のもと、地域医療

の拠点病院として地域に根ざした信頼される病院を目指し、患者ニーズ、地域ニーズに応じた効率

的な医療体制を堅持していきます。 

主な事業経費 

収益的支出 
・ 医業費用 
・ 医業外費用 

資本的支出 
・ 建設改良費 
・ 資産購入費 
・ 企業債償還金 

 
２，２２３，８９０千円 

７５，４００千円 
 

５，７６０千円 
２５，１７２千円 

２８６，４８６千円 
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