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（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）重点取組み項目 

1 少子高齢化社会に向けた子育て支援と高齢者福祉の推進 
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） ９５７，２４２千円 子育て支援課 
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。 

○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７箇所（三吉小 10 月開所予定） 

 ・夏休み期間限定放課後児童クラブ２箇所開設（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 

○保育所運営費 

・保育園９園での受入児童の拡充 

・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 

・４箇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 

○ファミリーサポート事業 

・依頼会員、援助会員の援助活動の調整 

・会員を対象とする講習会及び交流会の実施 

○母子通園事業 

 ・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･支援するため明知保

育園の母子通園｢ふたば｣を充実 
・主な指導助言内容等 
日常生活の指導、保護者に対する療育上の助言、指導を行い発達支援をする。 

主な事業経費 

・放課後児童健全育成費 
・保育所運営費 
・子育て支援センター費 
・ファミリーサポート事業費 
・母子通園事業 

４９，５５７千円 
８９７，６４９千円 
１，１９６千円 
３，３２７千円 
８，３４３千円 

 

きたよし地区新設保育園建設事業 ３７，５１５千円 子育て支援課 
増加するきたよし地区の保育需要に対応していくため、早期に新設保育園建設を推進し、身近に安

心して子どもを預けることができ、あわせて子育てに携わる誰もが気軽に相談・交流できる地域の子

育て支援拠点の整備を推進します。 

主な事業経費 
・不動産鑑定委託 
・造成実施設計委託 
・建設工事設計委託 

９００千円 
６，６５２千円 
２９，９６３千円 

 

 ６



天王保育園改築建設事業【新規】 １２，０００千円 子育て支援課 
町内で最も古い保育園（昭和 42 年建築）の保育環境の充実と地域の子育て支援拠点施設として建替

整備を行います。 

主な事業経費 ・基本設計委託 １２，０００千円 
 

老人福祉施設整備等補助事業 ５７，３６４千円 高齢福祉課 
高齢者保健福祉計画兼介護保険事業計画(ささえ愛 みよし２１)に基づき、老人福祉施設等を計画

的に整備します。公募により選定した社会福祉法人おかざき福祉会が整備する、特別養護老人ホーム

及び老人短期入所生活介護（ショートステイ）に対して、三好町老人福祉施設整備費補助金交付要綱

に基づき助成します。また、国の地域介護・福祉空間整備等交付金要綱に基づく、認知症対応型デイ

サービスセンター整備に対して助成します。 

（整備内容） 

(1)特別養護老人ホーム 定員 100 人(うち認知症 30 人、全室個室・ユニット型) 

(2)老人短期入所施設（ショートステイ） 定員 20 人 

(3)老人デイサービスセンター 定員 30 人（うち認知症 10 人） 

主な事業経費 
・老人福祉施設整備費補助金 
・地域介護・福祉空間整備等補助金 
（認知症対応型デイサービスセンター整備事業補助） 

４７，３１９千円 
１０，０００千円 

 

2 黒笹地区小学校建設事業を始めとする教育環境整備の推進 

黒笹地区小学校建設事業 ２１４，０５３千円 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 18 年度は開校の前年度にあたるため、小学校開校時に必要となる消耗品・備品を整備します。

主な事業経費 ・黒笹小学校消耗品・備品購入費 ２１４，０５３千円 
 

北部小学校大規模改修事業 ３５０，２０５千円 管理課 
北部小学校については、平成 14 年度から校舎棟別に順次改修工事及び耐震診断の結果に基づいた耐

震補強工事を実施してきています。 

平成 18 年度については、現在の老朽化したプールの建替及び外構の整備等を実施し、教育環境の向

上を目指します。 

主な事業経費 

・北部小学校プール建替工事監理委託 
・北部小学校プール建替工事 

・北部小学校プール建替工事確認申請手数料 

・北部小学校大規模改修工事（外構）監理委託 

・北部小学校大規模改修工事（外構） 

・北部小学校プール消耗品・備品購入費 

・北部小学校外構工事区画整理組合負担金 

４，０００千円 
１７９，２８０千円 

４１千円 
２，５００千円 

１４６，９００千円 
１， ４８９千円 
１５，９９５千円 

 

三吉小学校耐震補強事業   ２，６５０千円 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、また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棟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 
１５０千円 

２，５００千円 
 

 ７



緑丘小学校校舎増築事業 ８９，４８１千円 管理課 
緑丘小学校は現在 30 学級ですが、保有している普通教室が 27 教室しかなく、特別教室等の転用で

対応している状況です。今後の児童の推計からも、当面はこのような状況が続くと考えられるため、

３教室分の普通教室と昇降口を増築し、普通教室不足の解消を図ります。 

主な事業経費 
・緑丘小学校校舎増築工事監理委託 
・緑丘小学校校舎増築工事 

・緑丘小学校校舎増築工事確認申請手数料 

２，１００千円 
８７，３４０千円 

４１千円 
 

きたよし地区中学校建設事業 １６０，１２８千円 管理課 
平成 18 年４月に町内４番目の中学校として、三好丘中学校が開校します。 

建設工事に関しましては、校舎棟・体育館棟について平成 17 年度中に完了します。外構整備につい

ては、平成 17 年度・平成 18 年度の継続事業として実施している、きたよし地区中学校外構工事の２

年目の工事を行います。 

主な事業経費 ・きたよし地区中学校外構工事 

・三好丘中学校職員室ＬＡＮ設定工事 
１５９，８２８千円 

３００千円 
 

北中学校耐震補強事業 ３５，７８２千円 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、また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棟・体育館棟の耐震補強を

行います。 

主な事業経費 ・北中学校耐震補強工事監理委託 

・北中学校耐震補強工事 
  ８５９千円 
３４，９２３千円 

 

3 安全、安心なまちづくりと循環型社会の構築、地球温暖化防止対策の推進 

飲料水兼用型耐震性貯水槽整備事業 ７０，２６２千円 防災安全課 
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

震性貯水槽を北中学校に整備します。 
主な事業経費 ・飲料水兼用型耐震性貯水槽整備事業 ７０，２６２千円 

 

帰宅困難者支援マップ作成業事業【新規】 ２，５００千円 防災安全課 
東海地震の警戒宣言発令時及び突発地震時に、多くの帰宅者が特定の駅等に集中し混乱状況が予想

されるため、帰宅者等の分散を図るための適正な情報提供方法、徒歩帰宅者への水道水及びトイレ等

の提供が必要となります。 

県が平成 15 年度から関係行政機関等により連絡調整を行う機関を設置し、それぞれの役割を含め広

域的な帰宅困難者等支援対策の具体化を図り、「基幹的徒歩帰宅支援マップ」を作成し、平成 17 年３

月に公表したことを受け、市町村単位での支援マップの作成を行います。 

主な事業経費 ・帰宅困難者支援マップ作成業事業 ２，５００千円 
 

国民保護計画作成事業【新規】 ５，２０８千円 防災安全課 
平成 16 年 9 月に公布された「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」（通称

「国民保護法」）の施行に伴い、三好町国民保護計画を平成 18 年度中に策定します｡ 

主な事業経費 ・国民保護計画策定事業 ５，２０８千円 
 

 

 ８



民間木造住宅耐震診断及び耐震改修補助事業 １３，２００千円 防災安全課 
専門家耐震診断を希望する方に対し耐震診断員を派遣して、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、診断結果により自宅の耐震補強工事を行う者にその費用の一部を助成し、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事業 
・民間木造住宅耐震改修補助事業 

１，２００千円 
１２，０００千円 

 

災害対策及び避難所資機材整備事業 １７，４８１千円 防災安全課 
大規模災害時に避難した住民が必要とする生活必需品の備蓄、下水道の機能支障を想定しての簡易

トイレや要援護者のための避難所資機材等を整備します。 
また、広域避難場所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 ・災害対策用備蓄品整備事業 
・避難所資機材整備事業               

６，６５０千円 
１０，８３１千円 

 

安全なまちづくり推進事業 ２１，１９３千円 防災安全課 
 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。 

○自主防犯パトロール隊活動事業 

青色回転灯(20 基)の無償貸し出しや防犯資機材(プレート・のぼり)の提供をおこない、自主防犯パ

トロール隊の活動を支援します。 

○明るいまちづくり事業 

夜間の犯罪未然防止対策として、行政区の要望に基づく防犯灯の新設や玉切れ等の既設防犯灯の修

繕を行います。 

○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 
（交通安全及び防犯啓発事業、自主防犯パトロール隊

活動、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 

９，２４３千円 
 
 

２，２５０千円 
８，０２７千円 
１，６７３千円 
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地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業【新規】 ８１０千円 学校教育課 
子どもたちが事件や事故に巻き込まれることなく、安心して学校生活を送ることができる学校づく

りを目指すため、学校を中心として地域と連携した学校の安全体制の整備を図ります。 
 また、登下校時における緊急避難場所としての「子ども１１０番の家」がどこからでも分かるよう

な表示の旗を設置して、町民にも啓発してまいります。 

主な事業経費 ・地域ぐるみの学校安全体制整備事業 
・児童生徒防犯対策事業 

５５１千円 
２５９千円 

 

低公害車普及促進補助事業【新規】 ３，２００千円 環境課 
自動車の排出ガスによる大気汚染問題、化石燃料の消費に伴う二酸化炭素の排出による地球温暖化

問題等、環境に大きな影響を与えています。きれいな大気環境を取り戻し、地球環境を守るためには、

環境にやさしい低公害車の普及が強く期待されています。低公害車を購入した個人に対してその購入

費の一部を補助することにより、低公害車の普及促進を図り､地球温暖化の原因物質のひとつである二

酸化炭素（温室効果ガス）の排出抑制を図ります。 
 

住宅用太陽光発電システム設置整備補助事業 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、費用の一部を助成し、設置

費用の負担を軽減します。 
 

不法投棄防止対策事業 ２，２０３千円 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 

８４３千円 
３００千円 
７９２千円 

 

ごみ計画収集事業 ４６５，２４２千円 環境課 
燃やすごみ、燃えないごみ、再利用資源（びん・かん）及び粗大ごみの収集が計画的かつ合理的に

行えるよう民間に業務委託し、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 

４５８，１９７千円 
５，０５４千円 
１，９９１千円 

 

リサイクルステーション管理事業 １５，８００千円 環境課 
循環型社会をめざすため、再利用資源の回収への意識の高揚並びにリサイクルの推進を図ります。

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箇所）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 
・分別清掃業務委託 
・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 
１，８１０千円 
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ごみ減量化対策事業 １６，８３３千円 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 

４，６５０千円 
５，５２８千円 
４，１２５千円 
２，１００千円 

６７千円 
 

4 農地の有効活用、商工業の活性化による産業の振興 

土地改良事業 ８４２，４８５千円 農政課 

土地改良施設の未整備地区を計画的に事業補助を図り、農業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）、排水路整備（前川）、ため池計画調査（長田池） 

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。 

土地改良施設の定期的整備補修を行う土地改良施設維持管理適正化事業の補助を計画的に実施し、

土地改良施設の機能の保持と耐用年数の確保を支援します。… 新屋地区 

また、新たに行う土地改良事業の財政基盤を確保するために、債務負担の繰上げ償還による支援を

行います。 

主な事業経費 

・土地改良事業補助金 
・土地改良施設維持管理費補助金 
・維持管理適正化事業補助金 
・維持管理適正化事業債務負担金 
・土地改良事業債務負担金繰上償還 

８，６８２千円

  ７，４１０千円 
２，２４３千円

１，２３４千円

８２２，９１６千円

 

（仮）三好下地区土地改良事業計画調査事業 １６，２８０千円 農政課 

農業経営の安定と農業担い手支援を図るため、県営土地改良事業（仮）三好下地区の事業採択に向

けた計画調査について補助を行います。… 計画区域 75ha、三好字大慈山ほか 

主な事業経費 ・土地改良事業補助金 １６，２８０千円

 

商工会補助事業 ２５，９３７千円 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 
・青色申告推進事業 
・街路灯電灯料補助事業 

１５，７６３千円

  １，３５２千円 
１，１４０千円

２，１３６千円

４，８７４千円

６７２千円
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5 調和のとれた土地利用と都市基盤整備の推進 

まちづくり土地利用推進事業 ２，８９６千円 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設置 

 

莇生地区多機能用地開発事業 １，２７５，０００千円 開発課 
開発事業計画に基づき工業用地造成工事(Ⅱ地区約８ha・Ⅲ地区約７ha )を前年度に引続き実施し、

年度内の完成を目指します。また、同時に当該工業用地への企業誘致を推進してまいります。 

主な事業経費 

（三好町土地開発公社予算：平成 18 年度） 

・莇生地区多機能用地開発事業  

（一般会計予算：平成 18 年度） 

・町道 三好ヶ丘駒場線改良事業 

・町道 打越黒笹２号線改良事業 

 
１，１６２，０００千円 

 
５５，０００千円 
５８，０００千円

 

土地区画整理調査事業 ２０，５００千円 都市整備課 
土地区画整理事業の事業化に向け、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 
１７，５００千円 
３，０００千円 

 

6 単独のまちづくりに向けた新総合計画の策定  

新総合計画策定事業【新規】 １０，５００千円 企画課 
第５次総合計画策定から７年目を迎え、単独のまちづくりを進める中で、新しい総合計画を策定し

ていきます。 

平成 18 年度から平成 20 年度の３ヵ年で策定します。 

年度 事業内容 

18 

まちづくり課題の設定・課題の整理 

 ①住民ニーズの把握 

 ②広域計画・関連プロジェクト等の連携調査 

 ③まちづくりの課題調査 

 ④まちづくり課題の提案(ワークショップ)  

19 

基本構想原案・計画原案の作成 

 ①ワークショップ(基本構想素案検討・基本計画原案作成) 

 ②基本構想原案・基本構想原案の公表 

20 

総合計画の策定 

 ①基本構想原案・基本構想原案のパブリックコメント 

 ②基本構想案・基本構想案の策定 

 ③議会提案・議決  

主な事業経費 ・新総合計画策定業務委託 
・プロポーザル作成委託 

１０，０００千円 
５００千円 
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（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） 
・健康づくりの推進 

健康教育事業、各種健診事業及び予防接種事業 ２７２，８００千円 保健センタ－ 
｢健康みよし２１｣は、平成 13 年度を計画策定・推進の初年度とし、平成 22 年度を目標年度とし、

５年ごとに計画の中間評価と計画の見直しを行います。健康づくり行動計画に基づき、生活習慣病の

予防や健康寿命の延伸、親と子の健やかな成長を目的に生涯に通じた健康づくり事業を推進していき

ます。 

○健康教育事業 

母子の健やかな成長や育児支援を始め、生活習慣病予防のための教室の開催・高血圧，糖尿病，高

脂血症，喫煙者個別健康教育の実施や｢７０２２事業｣を推進し、ＱＯＬの向上を目指して健康の保持・

増進のための健康教育を実施します。 

○健診事業 

子どもの健やかな成長・病気の早期発見や早期治療・早期療育のため妊婦及び乳幼児を対象に身体･

精神発達・歯科等を含めた健診事業、生活習慣病の早期発見や寝たきり・認知症の予防のため成人･

老人を対象に各種健診を実施します。 

○予防接種事業 

予防接種法及び結核予防法に基づき、住民の免疫保有率を向上させ、伝染のおそれのある疾病の発

生や蔓延を予防するために実施します。  

主な事業経費 

・成人保健事業（健康相談・健康教育） 
・住民健診・健康診査（基本･肝･歯･骨･各種がん検診） 
・予防接種事業 
・母子保健指導事業 
・妊婦･乳幼児健診（母子健康手帳･妊婦健診･乳児健診） 
・歯科保健事業（妊産婦・乳幼児歯科） 

２，３５６千円 
１０４，４２４千円 
１２２，８０５千円 
２，９８７千円 
３５，９３０千円 
４，２９８千円 

 

・高齢者福祉の充実 

○ 老人福祉施設整備等補助事業 ·········································７ページ参照 

 

・子育て支援の充実 

○ 子育て支援事業 ·····················································６ページ参照 

（放課後児童健全育成事業、子育て支援センター事業、保育所運営事業等） 

○ きたよし地区新保育園建設事業 ·······································６ページ参照 

○ 天王保育園改築建設事業 ·············································７ページ参照 

 

児童育成計画推進委員会事業【新規】 １２６千円 子育て支援課 
平成 17 年 3 月に策定した「第２次三好町児童育成計画（平成 17 年度～平成 21 年度）」の推進を図

るため、次世代育成支援対策推進法に基づき、計画に対する実施状況の把握及び点検、計画の見直し

等について検討する委員会を設置します。 

 

 

児童厚生員配置事業 ５５，７２７千円 子育て支援課 
現在、児童館、集会所に児童厚生員を配置し、地域児童に対する遊びの指導等児童の健全育成を実

施していますが、各種行事、学校の一斉下校時には一度に多くの児童を受入れる状況となり、1 人体

制では目が行き届かない場合が発生するため、児童厚生員の増員及び児童厚生員補助員を配置し、事

故等の未然防止、指導の充実を図ります。 

・児童厚生員増員集会所 ７館 

・児童厚生員補助員配置児童館 ８館 

主な事業経費 ・児童厚生員報酬 
・児童厚生員補助員賃金 

４６，１７０千円 
９，５５７千円 
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三好町遺児手当支給事業 １９，２６０千円 子育て支援課 
父または母と生計を同じくしていない者、父または母が障害の状態等にある者に対し、遺児１人に

つき月額手当を 2,000 円から 2,500 円に増額し、健全な育成と福祉の増進を図ります。 

主な事業経費 ・遺児手当 １９，２６０千円 
 

・障害者福祉の充実 

障害福祉計画策定事業【新規】 ３，１２２千円 福祉課 
障害福祉計画は、３年を１期として定める「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の確保

に関する計画」です。 
市町村障害福祉計画は、各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要

な量を見込んだ上で、 
・ サービスの種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 
・ 地域生活支援事業の実施に関する事項 
・ その他障害福祉サービス、相談支援及び市町村の地域生活支援事業の提供体制の確保 
に関し必要な事項を策定します。 
障害福祉計画は障害者計画に掲げる「生活支援」の事項中、障害福祉サービスに関する３年間の実

施計画的な位置付けとして策定します。 

主な事業経費 ・策定委員報酬 
・計画策定委託費 

３２２千円 
２，８００千円 

 

手話通訳者派遣事業【新規】 ２５０千円 福祉課 
聴覚障害者が地域で生活していく上で必要不可欠なコミュニケーションを支援するため、手話通訳

のできる通訳者を派遣します。 

愛知県聴覚障害者協会に委託して 10 月から実施予定。 

 
障害者自立支援事業【新規】 ５９，５１２千円 福祉課 
障害者自立支援法施行により、平成 18 年４月から福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直

しが行われ、平成 18 年 10 月から新たな事業体系へと移行します。障害者自立支援法による福祉サー

ビスの提供主体を市町村に一元化し、身体・知的・精神の３障害を統一し、障害者が自分らしく自立

した生活がおくれるよう支援を行います。 

主な事業経費 

・障害程度区分認定審査委員報酬 
・障害者相談支援事業委託費 
・介護給付費 
・地域生活支援事業 
・サービス利用計画作成費 
・社会福祉法人減免補助金 
・医師意見書作成手数料 
・医師意見書支払事務委託費 
・高額障害者福祉サービス費 

２，３２８千円 
５，２５０千円 
３１，８８１千円 
１４，８０９千円 
１，３２６千円 
３，１９４千円 

５５９千円 
９３千円 
７２千円 
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・国民健康保険の適正運用 

国民健康保険給付事業 ２，３１４，６４７千円 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、死亡による葬祭費を支給します。 

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 

２，０６７，７２０千円 
２０８，８００千円 
２６，１００千円 
７，３００千円 

 

国民健康保険保健事業 １４，２１９千円 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予防事業、健康保持のため

の事業及び健康教育､健康指導､診療報酬明細書の点検などによる適正な医療費の支出に努めます。 

主な事業経費 

・生活習慣病予防事業 
・検診事業 
・医療費通知事業 
・医療費適正化事業 

７０１千円 
２，５０４千円 
２，３１６千円 
７，７９０千円 

 

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） 

・ 生涯学習の推進 

図書館を含む複合施設基本構想策定事業【新規】 ５０，８８２千円 企画課 
施設整備の要望が多い図書館を含む複合施設について、検討を始めます。 

平成 18 年度から基本構想づくりを行い、施設整備に向けた基金を設置し積立を始めます。 

 

 

 

 

 

 

年度 基本構想 基  金 

18 内部検討 設置、積立 

19 町民ワークショップ設置 積立 

20 策定 積立 

主な事業経費 ・複合施設建設基金積立金 
・庁内プロジェクト経費（先進地視察） 

５０，００１千円 
８８１千円 
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みよし悠学カレッジ事業 ３９，０６２千円 悠学カレッジ 
みよし悠学カレッジは、高度に進展する情報通信技術や急速な少子高齢社会、地域の国際化など、

変革の著しい社会情勢に適応しつつ、「夢と緑と活力あるまち」をめざし、町民の要望に応えた各種生

涯学習講座を開催します。 

○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情報活用学科講座    18 講座（136 回） 

③専門講座 

ア 生活創造講座    11 講座（ 70 回） 

イ 国際理解講座    22 講座（212 回） 

ウ 情報技術講座    68 講座（548 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 
・テキスト・教材・講座運営消耗品 
・パソコンソフトバージョンアップ 
・ＯＡ機器等保守点検委託 
・複写機・プリンター使用料 
・ＯＡ機器等借上げ料 

１８９千円 
２１，０６１千円 
２，６６２千円 
４，１７６千円 

８０９千円 
２，６８２千円 

５２８千円 
４，３８１千円 

 

生涯学習推進事業 ５，３１６千円 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・明越会館を活用した生涯学習講座、地域での取り組みによる学習活動、高齢者対象の寿大学を始

めとした高齢者教室・講座の開催など多くの町民が参加できる事業の推進をします。  

また、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の推進、保育園・幼稚園・

子育て支援グループとの連携による家庭教育講座・子育て交流会等を通じ、家庭と地域の教育力の向

上を図ります。 

主な事業経費 

・生涯学習講座（中央公民館・明越会館）開設事業    

・地区生涯学習講座開設事業              

・高齢者教室開催事業  
・家庭教育地域活動推進事業 
・幼児期家庭教育推進事業               

いきいき子育て講座開設事業            

  子育て支援ネットワーク事業    

１，２５０千円

２，０７９千円 
７６６千円 
３８０千円 

 
６３１千円 
２１０千円 

 

・小中学校教育の充実 

○ 黒笹地区小学校建設事業 ·············································７ページ参照 

○ 北部小学校大規模改修事業 ···········································７ページ参照 

○ 三吉小学校耐震補強事業 ·············································７ページ参照 

○ 緑丘小学校校舎増築事業 ·············································８ページ参照 

○ きたよし地区中学校建設事業 ·········································８ページ参照 

○ 北中学校耐震補強事業 ···············································８ページ参照 

 

天王小学校南舎改修事業 １５，０２０千円 管理課 
天王小学校の南校舎は教室の出入口が教室の隅に近接して設置されているため、不審者が侵入した

場合、出入口に児童が殺到しパニックが発生することが想定されます。 

そこで、新たに教室に出入口を設置することにより、教室の利便性を向上させるとともに、緊急時

の安全性の確保をめざします。 
主な事業経費 ・天王小学校南舎改修工事 １５，０２０千円 

 

 １６



三吉小学校プール改修事業 ２５，３５６千円 管理課 
三吉小学校プールは当初の建築以来 25 年以上経過しており、老朽化が著しく、漏水が発生している

現状です。 

また他校のプール改修等により、町内の小学校ではコンクリート防水のプール槽は三吉小学校のみ

となるため、全面的な改修工事を実施します。 

主な事業経費 ・三吉小学校プール改修工事実施設計委託 

・三吉小学校プール改修工事 

７５０千円 
２４，６０６千円 

 

特別支援教育推進事業【新規】 ６，４９５千円 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の保護者や担当教師に対し、専門医から適切な支援、助言をしてもらう相談活動

を行います。 
特別支援教育を必要とする児童生徒が増加するなかで、一人一人の教育的ニーズを把握し、必要な

支援を柔軟に実施することが大切です。担当教師以外に補助員を配置することで、一人一人に目を向

け、個々への指導の充実を図ってまいります。 

主な事業経費 ・特別支援教育相談員謝礼 
・特別支援教育対応教員補助者配置 

８２０千円 
５，６７５千円 

 

 

英会話外国人講師派遣事業 ９，３３６千円 学校教育課 
 外国語を理解し、表現する能力を養い、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に、外国人講師を町内小中

学校へ派遣します。 

主な事業経費 ・中学校英会話講師謝礼 
・英会話講師派遣委託 

３，８３６千円 
５，５００千円 

 

小中学校相談員配置事業 ５，４３２千円 学校教育課 
児童生徒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相談員を子ど

もたちの身近に配置し、心のゆとりをもてるような環境づくりをしてまいります。 

主な事業経費 ・子どもの相談員配置事業（小学校） 
・心の教室相談員配置（中学校） 

３，１７５千円 
２，２５７千円 

 

小中学校少人数指導等対応非常勤講師配置事業 ３１，７８８千円 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名ずつの非常勤講師を配置します。 
 また、情報教育推進のための情報教育支援講師が町内小中学校へ巡回指導できるように配置します。 
主な事業経費 ・小中学校少人数指導等対応非常勤講師配置事業 ３１，７８８千円 

 

教育基本計画推進事業 １，０５３千円 学校教育課 
 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 

６００千円 
３５４千円 
９９千円 

児童の生活習慣病予防事業【新規】 ８６６千円 学校教育課 
 学童期のむし歯予防は、将来の健全な永久歯を保つためにとても重要です。学校で誰もが簡単に実

施でき、より多くの子どもが取り組むことができるフッ化物洗口を行うことにより、むし歯を予防し、

健康でよりよい食生活を維持できるようにします。 
主な事業経費 ・児童の生活習慣病予防事業 ８６６千円 

 １７



・男女共同参画社会の実現 

男女共同参画社会推進事業             ２，６８２千円 社会教育課 
男女共同参画社会の実現に向けて総合的・計画的に取り組むため策定した町プラン《パートナー》（平

成 15 年３月策定）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 

ＤＶをはじめとした女性の抱える問題解決のため女性専門のカウンセラーによる予約制の面接相談

または電話相談を月１回（第４月曜日午後）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参加意識向上のため、男女共同参画週間中（６月下旬）にセミナーを開催し

ます。 

○啓発活動の実施 

参加意識を高めるため、川柳募集（新規事業）を強調月間（10 月）に実施すると共に、６月と 10

月の強調週間あるいは強調月間に運動啓発をします。 

○男女共同参画交流ネットワーク推進事業 

登録した交流ネット団体相互の連携をはかる情報交換会を開催するとともに、登録団体の情

報をまとめた冊子を作成します。 

○女性団体連絡協議会への活動支援 

男女共同参画社会の実現と住みよい地域づくりに向けて、女性団体連絡協議会への活動支援を図り

ます。 

主な事業経費 

・フェミニストカウンセリング（女性の悩みごと相談）

・男女共同参画セミナー 
・啓発活動（川柳募集および作品集作成） 
・交流ネットガイドブック作成 
・女性団体連絡協議会活動事業補助金         

３００千円 
７２千円 
１６８千円 
８２千円 

２，０６０千円 
 

・青少年健全育成の実現 

青少年健全育成推進協議会活動補助事業 ８，３９９千円 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・啓発活動を実施するとともに、青少年健全育成活動の推進をします。 
○少年の主張校内大会及び三好町大会開催 
小中学生の日常生活を通じての訴えや考え方を聞くことにより、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、人生経験豊富な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、地区ジュニアクラブの自主事業の推進を図るため、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大切さを感じてもらえる取り組みを行います。 

主な事業経費 

・少年の主張 校内大会及び三好町大会 
・中学校芸術鑑賞等教室 
・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 
・青少年健全育成啓発事業 

７１３千円 
２，０００千円 
４，４００千円 

４４７千円 
８３９千円 
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・伝統文化の保存と継承 

文化財保護事業 ３，６８６千円 資料館 
町指定文化財の保存維持、郷土芸能の伝承に関わる保存団体の活動を支援するとともに、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 
・郷土芸能伝承活動発表会の開催 
・文化財くん蒸業務委託 

９００千円 
６４０千円 
５４６千円 

１，６００千円 
 

莇生地区多機能用地開発事業地内古窯発掘調査事業 １７３，１００千円 資料館 
莇生地区多機能用地開発事業地内に埋蔵文化財（古窯）が存在します。当該事業の施行に伴い事業

地内の古窯が滅失するため、文化財保護法に基づき古窯の記録保存をする必要があるので、当該事業

の施行前に発掘調査を実施します。 

主な事業経費 

・莇生地区多機能用地開発事業（Ⅰ地区）地内古窯発掘調査業務委託 
７２，９００千円 

・莇生地区多機能用地開発事業（Ⅱ・Ⅲ地区）地内古窯発掘調査業務委託 
１００，２００千円 

 

資料館展示事業 ５，１４９千円 資料館 
第 24 回ひな人形展を含む企画展及び特別展の開催、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 ・企画展（春季、夏季、冬季）及び特別展（秋季）の開催  

・古文書解読養成講座の開催  
４，９６９千円 

１８０千円 
 

三好町誌編さん事業 ２０，６８２千円 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。

学問的水準を反映しながらもできるかぎり平易な文書で記述して、親しみやすい町誌を目指していま

す。平成 18 年度は、「新編三好町誌」別編を発行します。 

主な事業経費 ・三好町誌編さん業務委託 
・新編三好町誌別編印刷製本業務委託 

１０，５８０千円 
８，４００千円 

 

・文化、芸術の振興 

文化振興事業 １７２，１９８千円 文化センター 
文化芸術の拠点施設として、三好演劇塾、三好音楽祭など町民参加型事業を実施するとともに鑑賞

型の事業を開催することにより、芸術文化に触れる機会を提供します。 

良好な管理のため、専門業者に部門ごとに維持管理委託するとともに、良好な状態で利用していた

だくため改修工事を行います。 

また、平成 18 年度は、休館日の月曜日が祝日にあたる５回を試行的に開館し、利用機会を増やしサ

ービスの向上を図ります。 

主な事業経費 
・文化振興事業 11 事業 

・文化会館管理委託事業 18 事業 

・大ホール調光卓改修工事 

２１，８５４千円 
１１２，１２４千円 
３８，２２０千円 
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・生涯スポーツの振興 

総合型地域スポーツクラブ推進事業 ３，１０４千円 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の育成を支援します。 

平成 18 年度は「なかよしクラブ」に対する運営補助及び、みなよし地区での設立に向けての検討を

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 
８５９千円 

 

スポーツ振興事業 １９，１３５千円 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の提供や、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

くり事業等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 

１，６５７千円 
１２，９６１千円 
４，５１７千円 

 

カヌー競技推進事業 ２９，５４１千円 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います。平成 18 年度は日本カヌーポロジュニア選手権大会を開催

し、カヌー競技の振興と青少年の健全育成を図ります。 

また、三好池の乗艇桟橋を改修し、子どもたちが安全にカヌー競技を行うことができるようにして

まいります。 

主な事業経費 
・三好池乗艇桟橋改修 

・カヌー競技全国大会実行委員会補助金 

２５，３７２千円

４，１６９千円

 

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

・バリアフリーの推進 

鉄道駅バリアフリー化補助事業 １３１，８００千円 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。 

これは、周辺の住宅開発が進み、駅利用者が飛躍的に増大したことに伴い、高齢者や身体障害者等

の鉄道利用の安全性及び円滑化の向上を図るために行うもので、町内鉄道駅のバリアフリー化（施設

整備）を実施する事業者に対して補助を行うものです。 

平成 18 年度の鉄道駅バリアフリー化事業については三好ケ丘駅を整備します。 

施設整備は、エレベータ・多目的トイレの設置、誘導ブロック等の整備を実施します。 

主な事業経費 ・鉄道駅バリアフリー化事業補助金 １３１，８００千円 
 

 ２０



小中学校エレベータ改修事業 ２０，３７９千円 管理課 
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。 

中部小学校については、工事実施に必要となる実施設計委託を、また北中学校は、平成１７年度に

実施しました実施設計委託に基づく改修工事を計画しています。 

主な事業経費 
・中部小学校エレベータ改修工事実施設計委託 
・北中学校エレベータ改修工事 

・北中学校エレベータ改修工事確認申請手数料 

２８３千円 
２０，０７４千円 

２２千円 
 

・緑と水辺の保全と活用 

緑と花の推進委員会補助事業 ５，８００千円 農政課 
「緑と花のあふれるまちづくり」に向けて、草花による地域緑花、道路等の景観の向上に努めると

ともに、啓蒙啓発運動による町民の緑花意識の高揚に努めます。 

主な事業経費 

・地区公共施設緑花推進事業 
・道路等景観事業 
・環境美化推進事業 
・啓蒙啓発事業 
・講習会事業 
・さくらの園等維持管理事業 

２，０００千円 
１，０００千円 

９００千円 
１，５２０千円 

８０千円 
３００千円 

 

緑化推進植栽事業 ８，２５０千円 農政課 
新設中学校（三好丘中学校）において、緑化思想の高揚を図るとともに、緑豊かな郷土建設に寄与

することを目的とし、緑化推進のための植樹を行います。 

また、生徒や地域住民を対象に緑化強調期間に植樹祭を開催し、記念講演および記念植樹を行い緑

化意識の高揚に努めます。 

・植栽樹種 

  高木   クスノキ、クロガネモチ、ヤマモモ始め 10 種 17 本 

  低木   シャリンバイ、ヒラドツツジ、ヒペリカムヒデコート始め５種 2,610 株 

主な事業経費 ・三好丘中学校植栽工事 
・豊田加茂地域植樹祭 

７，０００千円 
１，２５０千円 

 

美しいまちづくり事業 ５，５２０千円 農政課 
成人式・町体育祭など町のイベントや町内行政区の春のイベントなどにおいて、花苗を住民に配布

したり、結婚、出生、新築、還暦、小学校入学などの人生の慶事を記念し、苗木を配布することによ

り、緑豊かな美しいまちづくりを推進し、町民の緑化意識の高揚に努めます。 

主な事業経費 
・各行政区イベント花苗配布業務委託 
・記念樹配布事業 
・イベント会場装飾用プランター業務委託 

１，７２０千円 
１，４４０千円 
９２０千円 

 

水環境整備施設維持管理事業【新規】 ２，０００千円 農政課 
県営水環境整備事業等により親水性のある施設へと整備された福田新池（福田地内）及び百々池（打

越地内）の修景施設や植栽施設を定期的な維持管理を実施することにより水辺環境の保全を図ります。

・福田新池  県営水環境整備事業（事業実施年度：平成 13 年度～平成 16 年度） 

・百々池   県営防災ダム事業（利活用施設）（事業実施年度：平成４年度～平成 10 年度） 

主な事業経費 ・福田新池（高木、低木、草刈管理） 
・百々池（草刈管理） 

１， ５００千円 
５００千円 
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公園整備事業 １９７，１３０千円 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 

・三好公園整備費 
・細口公園整備費 
・根浦２号・５号公園整備費 
・三好根浦１号緑地公共施設管理者負担金 
・保田ヶ池センター空調機器改修費 

６８，７００千円 
２，０００千円

５０，５３０千円 
６５，５００千円 
１０，４００千円 

 

境川緑地都市計画決定図書策定事業 １，５５０千円 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・形成を図ります。 

主な事業経費 ・境川緑地都市計画決定図書策定委託 １，５５０千円 
 

・交通安全対策の推進 

交通安全施設設置事業 ４５，５８２千円 土木課 
カーブミラー、区画線、ガードレール、道路照明灯などの交通安全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 
・交通安全施設設置、更新費 
・町道山ノ間小林線歩道設置事業費 
・町道莇生打越線歩道設置事業費 

１５，６８２千円 
９，５００千円 
２０，４００千円 

 

○ 安全なまちづくり推進事業 ···········································９ページ参照 

 

・防犯対策の推進 

○ 安全なまちづくり推進事業 ···········································９ページ参照 

 

・消防対策の推進 

小型動力ポンプ付積載車整備事業 １９，３４９千円 防災安全課 
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 １９，３４９千円 
 

消防水利整備事業 ８，９６４千円 防災安全課 
火災時における消防水利を確保するため､消火栓や防火水槽の維持及び整備を行います｡ 

主な事業経費 ・消火栓維持管理・工事負担金 
・防火水槽整備事業 

５，０６４千円 
３，９００千円 

 

・防災対策の推進 

庁舎・分庁舎耐震改修事業【新規】 ２１，２４７千円 総務課 
庁舎、教育学習センター、環境防災センターについては、昭和 56 年５月以前の旧建築基準法に従い

建設されており十分な耐震性を備えていません。そのため耐震診断を実施し、その結果に基づき防災

の拠点となる庁舎や多くの皆さんが利用する施設等緊急性の高い施設を対象として耐震化を推進して

いきます。 

主な事業経費 ・庁舎耐震改修工事設計委託 
・分庁舎耐震改修工事設計委託 

１３，８８８千円 
７，３５９千円 

 

○ 飲料水兼耐震性貯水槽整備事業 ·······································８ページ参照 

○ 帰宅困難者支援マップ作成事業 ·······································８ページ参照 

 ２２



○ 国民保護計画作成事業 ···············································８ページ参照 

○ 民間木造住宅耐震診断及び耐震改修補助事業 ···························９ページ参照 

○ 災害対策及び避難所資機材整備事業 ···································９ページ参照 

 

勤労青少年ホーム耐震診断事業 ２，５７９千円 商工観光課 
昭和 44 年開館以来、36 年が経過し、大規模地震による災害から施設利用者、職員等の安全、財産

を確保するため、施設の耐震診断を実施します。 

主な事業経費 ・勤労青少年ホーム耐震診断事務委託 ２，５７９千円 
 

 

河川改修事業 ８３，１００千円 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の整備を行います。 

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 

６２，１００千円 
２１，０００千円 

橋梁耐震補強事業 ９，０００千円 土木課 
耐震性強化を目標とした補強に基づき、予期せぬ大地震が発生した場合に落橋という最悪の事態を

防ぎ緊急時の道路を確保するため整備を行います。 
主な事業経費 ・御嶽橋、砲録橋、莇生橋 ９，０００千円 

 

・大気環境の保全 

○ 低公害車普及促進補助事業 ·········································· 10 ページ参照 

○ 住宅太陽光発電システム設置整備補助事業 ···························· 10 ページ参照 

 

最新規制適合車等早期代替促進事業 １，５００千円 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１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。 

 

大気汚染測定調査事業 ６，３９２千円 環境課 
町内の大気汚染（排気ガス、降下ばいじん、悪臭）の測定調査により現状を把握することができ、

今後の大気汚染防止に資します。 
主な事業経費 ・大気調査費 ６，３９２千円 

 

・廃棄物の抑制と適正処理 

○ ごみ計画収集事業 ·················································· 10 ページ参照 

○ リサイクルステーション管理事業 ···································· 10 ページ参照 

○ ごみ減量化対策事業 ················································ 11 ページ参照 

 

・生活環境の保全 

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。 
 ２３



公害対策事業 ２５５千円 環境課 
特定建設作業の届出及び騒音･振動等住民等からの公害苦情への対応をします。 

 

・水環境の保全 

水質汚濁測定調査事業 ５，７８１千円 環境課 
町内の河川・ため池の水質、事業所排水等による水質汚濁状況を監視し、把握することで、水環境

の保全に努めます。又、特定外来生物法の施行に伴い、外来生物による被害を予防するために特定外

来生物生態魚類調査を実施します。 
主な事業経費 ・水質調査、特定外来魚類生態調査費 ５，７８１千円 

 

生活排水対策事業 ３１８千円 環境課 
愛知県知事より平成５年境川流域排水対策重点地域に指定され、５河川、８地点でＢＯＤ（生物化

学的酸素要求量）による水質検査を行っており、水質汚濁対策並びに水質の監視を強化するため生活

排水クリーン推進員を設置しています。また、今後更に啓発活動を強化していく必要があります。 
 

○ 下水道整備事業 ···················································· 32 ページ参照 

 

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） 

・農業の振興 

農業ふるさと振興事業 ４，４０４千円 農政課 
都市近郊という立地条件を活かした農業・農村の活性化と振興のために有益な農業者自らの創意工

夫による事業について、三好の農業ふるさと活性化推進協議会を通じて支援します。 
○農業ふるさと振興事業 
①農業担い手又は集落を中心とした生産体制の整備 
②高度な営農技術の普及、優良品種並びに合理的な作付け体系の導入 
③特色ある農畜産物の開発・生産並びに広報活動等 
○都市近郊型農業確立事業 
①環境保全型農業の推進 
②農業者団体単位の共同作業体制の整備 
③立地条件を活かした生産から流通までの一貫した産地体制の整備 

主な事業経費 ・農業ふるさと振興事業 
・都市近郊型農業確立事業 

２，２０１千円 
２，２０３千円 

 

米生産調整事業 ４，９２２千円 農政課 
平成 16 年度から米政策改革が実施され、「米づくりの本来あるべき姿」を目指した「米政策改革大

綱」がまとめられました。それにともない水稲の生産調整の着実な実施、並びに転作の定着化を円滑

に推進するとともに、米の生産目標数量に応じた生産の徹底を図るよう努めます。 

主な事業経費 

・米生産調整推進対策事業 
・生産組合長協議会事業 
・米生産調整推進対策地区推進事業 
・米生産調整推進対策集団転作事業 

２，４９９千円 
４６７千円 

１， ５６０千円 
３９６千円 

 

 ２４



農業塾事業 １９０千円 農政課 
農業後継者の育成や農業による生きがい対策を目的に平成 17 年度よりＪＡあいち豊田農協が主催

で打越地内において農業塾を開講し秋冬作物（ダイコン、ハクサイ、ブロッコリー）の作付けを体験

しました。また、本年は、夏作物から秋冬作物の年間を通じた作付け体験学習を予定しています。そ

のために農協が実施する各種の事業に対して支援します。 

募集人員 12 名予定 

農業に関する知識を習得してもらうため、専門家による講演会を開催。 

年２回、募集人員 40 名予定 

主な事業経費 ・農業塾事業（指導員講師謝礼、塾実施にかかる資材費） 
・講演会の実施 

１５０千円 
４０千円 

 

○ 土地改良事業 ······················································ 11 ページ参照 

○ (仮)三好下地区土地改良事業計画調査事業 ···························· 11 ページ参照 

 

・消費者の保護と育成 

消費者行政推進事業 ４５１千円 商工観光課 
消費生活講座をはじめ、貯蓄生活設計講座や消費生活展の開催、消費者啓発用リーフレットの配布

を実施することにより、消費生活に関するトラブルを未然に防止し、消費生活の向上を図ります。 

主な事業経費 

・消費生活講演事業 
・貯蓄生活設計講演事業 
・消費生活啓発事業 
・三好町消費生活塾活動事業補助金 

１２４千円 
６６千円 
１６１千円 
１００千円 

 

・商工業の振興 

○ 商工会補助事業 ···················································· 11 ページ参照 

 

・勤労者福祉の推進 

○ 勤労者青少年ホーム耐震診断事業 ···································· 23 ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２５



・観光交流の推進 

観光協会補助事業 ５６，７４９千円 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、また参加す

る住民の交流等も図ります。 
○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、打ち上げ花火等により、観客の誘致を図るととも

に、伝承行事を支援していきます。 
○三好桜まつり事業 
三好公園、保田ケ池公園の桜の名所に、ぼんぼり、夜間照明を設営することにより観客の誘致を図

ります。 
○ふるさと交流事業 
北海道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。 

主な事業経費 

・三好池まつり事業 
・三好いいじゃんまつり事業 
・三好大提灯まつり事業 
・三好桜まつり事業 
・ふるさと交流事業 

２０，８８１千円 
２２，６２３千円 
７，１５６千円 
２，９８３千円 

６６０千円 
 

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） 

・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 ········································ 12 ページ参照 

○ 莇生地区多機能用地開発事業 ········································ 12 ページ参照 

 

地籍調査推進事業 １４，６１０千円 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 

・打越中・下・山伏地区登記委託 
・黒笹地区複図等作成委託 
・福谷地区複図等作成委託 
・黒笹・福谷地区地籍図原図作成及び調査測量業務委託 
・西一色地区調査測量業務委託 

４８０千円 
５８０千円 
４００千円 

８，５００千円 
４，６５０千円 

 

明知上地籍調査補完事業【新規】 ８，０００千円 土地調査課 
地籍調査事業が完了した地区において、里道整備事業を行ったものの所有権移転がされていない土

地について地籍調査補完事業により買収を行い、民有地と公共用地の明確化を図ります。 

主な事業経費 ・用地費 
・嘱託登記委託 

６，０００千円 
２，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 ２６



・公共交通の充実 

さんさんバス事業 ５０，３７８千円 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」と接続し、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 

４４８千円 
１２０千円 

１，０７７千円 
１，８００千円 

 

（仮）三好町交通基本計画策定事業  【新規】 ３，０００千円 企画課 
三好町の現状と人の動きに考察を加え、将来あるべき三好町の交通の方向性を示すとともに、「町民

の視点に立った、高齢者や障害者をはじめ町民誰もが利用しやすい交通体系」の実現を図るべく、歩

きやすく安全で快適な道路の整備、自転車や自動車の適正な利用、公共交通（路線バスなど）の利便

性の向上など、町民の移動手段としての交通の体系について、付随する施設・設備などの整備や町民

との協働などを視野に入れて、ソフトおよびハードの両面から指針を示します。 
主な事業経費 ・（仮）三好町交通基本計画策定業務委託 ３，０００千円 

 

豊田・三好交通圏公共交通計画策定業務   ６３０千円 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 ６３０千円 

 

・道路整備の推進 

道路維持補修事業 ３９，６００千円 土木課 
町道の舗装や側溝が良好に利用できるよう維持補修を行います。 

主な事業経費 ・舗装補修費 
・側溝整備費 

１５，０００千円 
２４，６００千円 

 

里道整備事業・地域ふるさと道路整備事業 ２８，４７０千円 土木課 
里道整備事業により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

事業も町から財政的、技術的支援を行います。 

主な事業経費 ・里道整備事業費（三好上行政区始め 10 行政区） 

・地域ふるさと道路整備事業補助金（東山行政区） 

２０，３７０千円 
８，１００千円 

 

 ２７



幹線道路整備事業 ８９１，９７５千円 土木課 
町道及び都市計画道路を計画的な整備を行います。 

主な事業経費 

・町道大坪線改良事業費 
・町道植ノ畑八和田線改良事業費 
・町道打越黒笹２号線改良事業費（工事、公管金） 
・町道福谷通学線改良事業費（工事） 
・町道根浦諸輪線改良事業費（公管金） 
・町道根浦線改良事業費（公管金） 
・町道三好ケ丘駒場線改良事業費 

（莇生多機能区域内） ５５，０００千円 
（莇生多機能外北側） ８７，３００千円 
（莇生多機能外南側）１８６，０００千円 

・町道打越黒笹２号線改良事業費 
（莇生多機能区域内） ５８，０００千円 
（莇生多機能外南側） １０，０００千円 

・都市計画道路中島線整備事業費 
・都市計画道路蜂ケ池線整備事業費 
・都市計画道路インター３号線整備事業費（公管金） 

７，７２５千円 
３２，６５０千円 
６９，９００千円 
３４，０００千円 
３１，３００千円 
７５，０００千円 
３２８，３００千円 

 
 
 

６８，０００千円 
 
 

５４，５００千円 
８０，３００千円 
１１０，３００千円 

 

くらしの道整備計画指針策定事業【新規】 ２，９００千円 都市計画課 
 既成市街地や既存集落で狭隘道路が存在する地区は、交通機能の低下や火災時における消火活動困

難区域、或いは避難路・延焼防止区間等としての役割が不十分となっている等、災害危険性の高い地

区となっています。 
 そこで、このような地区での狭隘道路の解消を図るべくその実現化を目指した手法等について検討

し、町独自の整備計画指針を作成します。 
主な事業経費 ・くらしの道整備計画指針策定業務委託 ２，９００千円 

 

・便利な情報通信の推進 

議会映像インターネット配信事業【新規】 ３，１８２千円 議事課 
開かれた議会活動推進事業の一環として、本会議（開会、一般質問）の様子をライブ、あるいは、

いつでも録画にて映像が見られるよう、平成 18 年度中にインターネットにより映像配信をしていきま

す。 

 

議会会議録検索システム導入事業【新規】 １，２００千円 議事課 
開かれた議会活動推進事業の一環として、平成 17 年第１回（３月）定例会本会議の会議録から、イ

ンターネットにより誰でも、いつでも検索することができるよう、議会会議録インターネット検索シ

ステムを導入します。 

 

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）運用事業 １５，２２４千円 広報情報課 
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ：Local Government Wide Area Network）は、すべての地方公

共団体を相互に接続する行政専用ネットワークシステムであり、このネットワークを利用する電子申

請・届出システム、電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ・物品等）、統合型地図情報システム（Ｇ

ＩＳ）やマルチペイメントネットワークシステム（ＭＰＮ）の研究や円滑な導入及び支援並びにＬＧ

ＷＡＮ接続のために必要な機器等の運用管理を行います。 

主な事業経費 

・ＬＧＷＡＮ機器賃借料 

・機器保守料 

・運用支援委託費 

・ＬＧＷＡＮ用データ通信回線使用料 

・ソフトバージョンアップ費用 

７，２６７千円

１，９９１千円

１，２６０千円

３，８０６千円

９００千円

 

 ２８



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） 

・住民参加のまちづくり 

協働のまちづくり推進事業【新規】 ３７０千円 企画課 
福祉、環境、教育などの分野での社会的課題が急増しているなかで、地域社会の再構築には住民の

主体的参画は重要であり協働による地域社会づくりが求められてきています。 
住民・ＮＰＯと行政が相互に尊重し対等の立場で協働による町づくりを推進し、本町の特徴を生か

した中で魅力あるまちづくりを推進します。 

主な事業経費 ・協働によるまちづくり推進研修会 講師料 
・ＮＰＯとの協働現場見学研修への参加負担金 

３００千円 
７０千円 

 

公の施設指定管理者選定事業 ５７千円 総務課 
地方自治法第 244 条の２の規程に基づき設置する公の施設の管理が指定管理者制度により管理代行

させることが可能となりました。そのため、三好町公の施設の指定管理者等に関する条例の施行に基

づき、指定管理者の候補を選定するため三好町公の施設指定管理者選定委員会を設置します。 

 

行政区あり方検討事業 １７１千円 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付け等を見直しするとともに、今後の行政

区のあり方を検討します。 
 

・国際交流、地域間交流の推進 

 

 

国際交流事業 

 

４０，１６７千円 

秘書課 
学校教育課 

言語、文化、風習などの異なる外国の方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、国際交流事業を推進します。 
また、友好提携しているアメリカ・コロンバス市とは、中学生の派遣や教育親善大使の受入れ、ホー

ムステイ、学校訪問などの交流を通して相互理解と友好親善を深めます。 

主な事業経費 

・国際交流事業運営補助金 
・町民海外（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 
・コロンバス市学生来訪団受入れ業務委託 
・友好都市中学生派遣事業 
・教育親善大使受け入れ事業 

２９，９０４千円 
１,６９６千円 
１,０００千円 
５００千円 

６,７３７千円 
３３０千円 

 

 

 

国内交流事業 

 

 

 

８，７５１千円 

秘書課 
スポーツ課 
学校教育課 
商工観光課 

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。 
三好町が友好提携をしている、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 

【北海道士別市】 
・小学生スポーツ交流事業（サッカー、野球） 
・スポーツ少年団受入交流事業（サッカー、野球） 
・三好町小学生士別市派遣事業 
・ふるさと交流事業補助金 

 
３,６３８千円 
２６２千円 

３,９５７千円 
６６０千円 

 

 ２９



地域ふるさとづくり補助事業 ３６，９６７千円 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。 
○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。 
○行政区備品整備事業（あみだ堂行政区） 
集会所の新築に伴い必要な備品購入費を支援します。 

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（ソフト事業）補助金 
・ふるさとネットワーク事業補助金 
・行政区事務員設置事業補助金 
・行政区備品整備事業補助金 

１５，２００千円 
１３，６００千円 
１，０００千円 
６，６６７千円 

５００千円 
 

・広域行政の推進 

豊田三好事務組合運営事業（総務関係分） １３，０１２千円 企画課 
豊田市と三好町で構成された豊田三好事務組合により広域行政を実施しています。 
広域行政による事務事業の運営管理費に係る負担金を支出するものです。 
主な事業経費 ・豊田三好事務組合運営管理費負担金 １３，０１２千円 

 

豊田三好事務組合運営事業（農業共済分） ２１，８５７千円 農政課 
農業災害補償制度は、国の公的保険制度であり、自然災害の危険にさらされている農家が、共済掛

金を出し合って共同準備財産を造成しておき、災害発生時には、その共同準備財産から被害農家に共

済金を支払う相互援助を基本としています。 
事務の効率化などを目的に豊田市と三好町による共同の事務が実施され、適正で円滑な事業が推進

されております。 
事業内容   農作物共済（水稲、麦）、家畜共済（牛）、果樹共済（なし、かき、ぶどう） 
       畑作物共済（大豆）、園芸施設共済（ガラス温室、プラスティックハウス） 
主な事業経費 ・農業共済事業事務費負担金 ２１，８５７千円 

 

豊田三好事務組合運営事業（清掃関係分）  １３６，９４５千円 環境課 
住民の生活環境の整備を効率的に進め魅了ある豊かな地域社会を構築するため尾三衛生組合におい

て処理できないごみやし尿、浄化槽汚泥の処理を広域事業として参画し効率的かつ適正に処理してい

ます。 

主な事業経費 
・勘八不燃物処分場負担金 
・グリーン・クリーンふじの丘負担金 
・砂川衛生プラント負担金 

１９，２７０千円 
３７，０８１千円 
８０，５９４千円 
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尾三消防組合運営事業 ６７４，２２１千円 防災安全課 
 三好町､日進市､東郷町で組織される尾三消防組合の消防救急業務の充実を図ります｡ 
主な事業内容 ・尾三消防組合負担金 ６７４，２２１千円 

 

尾三衛生組合運営事業 ５０９，３３５千円 環境課 
尾三衛生組合は、管内住民の快適かつ衛生的な文化生活を保障するために廃棄物処理行政（ごみ処

理）をより効率的に執行するよう三好町・日進市・東郷町で構成する組合運営がされています。 
ごみの適正処理は、焼却施設、粗大ごみ処理施設、また、ごみの減量化を図るためにびんかん等を

再利用資源として回収できるリサイクルプラザを整備し適正処理に努めています。 
 

・職員の人材育成 

職員研修事業 ８，９８８千円 人事課 
階層別、一般教養及び専門研修等を開催し、職員の能力及び資質向上を図ります。 

また、目標管理評定システムを平成 18 年度より導入し、職員自身が職務目標を設定し、その目標を

達成するための努力をすることにより、自己の資質の向上や職務に対して責任の持てる職員を育成す

るなど、人材の育成とともに業績を重視した人事評価を実施していきます。 

主な事業経費 

・目標管理評定研修 
・一般研修（階層別・管理職研修等） 
・特別研修（専門・一般教養研修等） 
・派遣研修（自治大学・市町村アカデミー等） 
・自主研修 

２，６８２千円 
２，１１２千円 
１，８４１千円 
２，３１５千円 

３８千円 
 

・健全財政の推進 

行政評価システム事業 ４，８４２千円 財政課 
まちづくりの現状と課題を住民にわかりやすく伝え、まちづくりの課題に優先順位を付けて限られ

た資源（予算、人員）を有効かつ効率的に使い、役場の仕事をより価値の高いものへ改革改善し、職

員の意識改革を推進するため、行政評価システムを平成 18 年度から本格運用します。 

主な事業経費 ・行政評価に関するアンケート 
・行政評価システム支援講師料 

７４７千円 
   ４，０９５千円 

 

（仮）三好町納税推進員設置事業【新規】 ６，９９５千円 収納課 
未納町税の削減を図るための対応策として、早期に未納者宅を訪問し、納税の催告及び徴収を行い、

新たな滞納者の発生を防止するために、三好町納税推進員を配置します。 

主な事業経費 
・報酬 
・社会保険料 
・訪問集金用資材 

６，２４０千円 
７０５千円 
５０千円 

 

コンビニエンスストア収納代行事業【新規】 １７，５７０千円 収納課 
金融機関の週休２日制、増加する単身者や共働き世帯、昼夜不在家庭などの社会的変化に対応する

ため、全国で約４万店あるコンビニエンスストアに着目し、納税の機会を時間的・場所的に拡げ、納

税者の利便向上を図ります。 

コンビニエンスストアにて納税できる収納システムを平成 18 年度中に構築します。 

主な事業経費 

・税収納システム改造委託 

・歳入データ読み取り変更委託 

・コンビニ収納対応納付書等作成 

・委託基本料金（収納代行・歳入処理） 

・取扱い手数料（収納代行・歳入処理） 

・Ｈ19 固定資産税等納税通知書封入封緘作業委託 

１２，６００千円 
３，１５０千円 

８５０千円 
１２６千円 
２８３千円 
３００千円 

 

○ 土地改良事業債務負担金繰上償還 ···································· 11 ページ参照 
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・効率的、効果的な事務処理体制 

新人事給与システム導入事業【新規】 ４，１６９千円 人事課 
人事考課結果管理、職員定数管理、職員研修履歴管理及び非常勤職員の賃金支払等の事務を一元管

理するシステムを構築し、事務の効率化を図ります。 

新人事給与システムは、平成 18 年 11 月からの稼動を目標に導入します。 

 

新財務会計システム導入事業 １０，７４０千円  財政課 
現行の財務会計システムは導入以後 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

行うことは困難な状況であります。予算編成から決算までの従来の財務会計システムに、実施計画、

行政評価などとの連携を図り、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、Ｐ

ＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥのマネジメントサイクルを一元化したシステムを導入（平成 19 年度本稼動）し

ます。 

主な事業経費 ・システム保守料 
・システム使用料 

２，１００千円 
８，６４０千円 

 

地番現況図デジタル化事業【新規】 ３８，７００千円 税務課 
固定資産のより公正かつ適正な評価、課税を行うため、地番現況図のデジタル化を図り、効率的で

迅速な評価事務を推進します。 
また、調査、研究を進めている統合型ＧＩＳ整備事業の基図として活用します。 

 

◎ 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 ·············································· 15 ページ参照 

○ 国民健康保険保健事業 ·············································· 15 ページ参照 

 

２ 下水道事業特別会計 

公共下水道整備事業 ７４０，３４７千円 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、既成市街地を始め継続的に推進している

４地区に加え、新たに井ノ花地区の公共下水道事業を計画し、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 
・井ノ花地区公共下水道事業 

２４８，４０７千円 
４６，５００千円 
２５０，１３９千円 
１９１，３０１千円 
４，０００千円 

 

公共下水道維持管理事業 ２８７，４８７千円 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 １，８９６，６９７千円 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、同じ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

分を申請により高額医療費として支給します。 

主な事業経費 ・医療給付費 
・高額医療費 

１，８７９，１００千円 
１０，８００千円 
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４ 農業集落排水事業特別会計 

農業集落排水建設事業 ７，３８４千円 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 ２２５，００３千円 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。 
 

５ 介護保険特別会計 

（１） 保険事業勘定 
介護保険給付事業 １，１４４，８３１千円 高齢福祉課 
要介護等認定を受けた方が、介護サービス等を利用した場合に、その費用の９割に相当する額を、

国、県、町及び介護保険料から給付します。 

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 
・介護予防サービス等給付費 
・審査支払手数料 
・高額介護サービス等費 
・特定入所者介護（支援）サービス費 

９５８，２６７千円 
２３，３３７千円 
１２１，８６３千円 
１， ９２８千円 
１１，７５０千円 
２７，６８６千円 

 

地域支援事業【新規】 ４９，７６２千円 高齢福祉課 
高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態になった場合も、できる限り地

域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために、介護予防事業、包括的支援事

業、任意事業の３つの事業を行います。 
地域支援事業の財源は、介護保険料の一部と公費が財源となっています。 

（主な内容） 
 介護予防事業   介護予防教室の開催等 
 包括的支援事業  地域包括支援センターを中心とした相談業務等 
 任意事業     家族介護教室の開催、成年後見制度の利用支援等 

主な事業経費 
・介護予防事業費 
・包括的支援事業・任意事業費            

・地域包括支援センター運営事業費 

７，３７７千円 
１，５６０千円 
４０，８２５千円 

 

（２）介護サービス事業勘定 

訪問看護事業                                      ２９,７１８千円 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 
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 

２６，５８１千円 
１，２０８千円 

４６３千円 
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６ やすらぎ霊園特別会計 

三好町やすらぎ霊園整備事業 ３８，２６５千円 保健センタ－ 
三好町やすらぎ霊園用地は平成 10 年度に住宅整備公団より取得し、平成 15 年度に基本計画、平成

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の整備をし、平成 18 年

度には２㎡ 125 区画、３㎡ 181 区画、計 306 区画の使用開始となりました。 

主な事業経費 
・一般管理費 
・墓地建設費 
・予備費 

１，６２７千円 
３６，１３８千円 

５００千円 
 

７ 病院事業会計 

三好町民病院運営事業 ２，５９１，５３４千円 三好町民病院  
町民病院は、病床数 106 床（一般 52 床・療養 54 床）・診療科目 11 科で、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ています。 

健康診断からリハビリテーションまでの医療が受けられる体制づくりを推進し、入院から在宅まで、

一環した医療と福祉の総合的な医療施設として、町の医療・福祉・介護の役割を担っていきます。 

「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、質の高い医療サービスと効率的な医療体制の推進に努めま

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 
・ 病院建設費 
・ 企業債償還金 

 
２，２７８，５１０千円 

７０，５１０千円 
 

６４２千円 
１０２，８５０千円 
１５，７００千円 

 １２２，３２１千円 
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