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 本書において、予算は当初予算額（ただし、平成30年度及び平成31年度の⼀般会計については、当初予
算と同時に成⽴した第1号補正後の予算額）を記載しています。
 また、表示単位未満を四捨五⼊していますので、合計が整合しない場合があります。
 なお、記載内容は平成31年3⽉時点のものであり、今後、各制度などが変更される場合があります。
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 市では、防災対策や福祉、教育、ごみ処理、消防活動、道路整備、観光振興など、様々な⾏政サービス
を提供しています。予算は、⾏政サービスを⾏うのに必要なお⾦の1年間の収⽀計画のことです。

 まず、市⺠の皆さんにより良い⽣活を送っていただくために何をしたら良いか、市⻑が「予算編成⽅
針」を決めます。
 次に、市⺠の皆さんが納める税⾦がどれくらいか、そのお⾦でどんな⾏政サービスを実施するか、段階
を踏んで検討し、予算案ができます。
 予算案は、市議会において審議され、議決をされると、予算が成⽴します。

平成31年度の予算 平成31年度の事業基礎知識

まずは、予算について知りましょう︕

Q そもそも、予算って何ですか︖

A 1年間に必要なお⾦の『収⼊と⽀出の計画』のことです。

Q 予算は、誰がどうやって決めるの︖

A 市⻑が予算編成⽅針を決め、それに基づき予算案を作ります。
  その予算案を市議会で審議し、議決されると予算が決まります。
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平成31年度予算編成⽅針（抜粋）
「産業が栄え 幸福が実感できる犬山へ」を目指し、次の事業を軸としました。
① 地域経済の活性化を目指した新しい都市拠点の整備
② 子どもたちの教育内容と環境の充実
③ 安全安心のまちづくりの推進
④ 利便性の⾼い都市空間の提供
⑤ 少子⾼齢化等により社会保障費が増⼤する中での充実した福祉施策の堅持
⑥ 望ましい環境像の実現
⑦ 懸案事項への取り組み
⑧ ファシリティマネジメントの推進
⑨ 財源確保
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※下⽔道事業は、平成31年度から地⽅公営企業法の⼀部を適⽤し、「特別会計」から「企業会計」に移⾏しました。

平成31年度予算を⾒てみよう︕

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

 ⽇常⽣活に⾝近な⾏政サービスを⾏う「⼀般会計」が57.4%と、全体の半分以上の割合を占めています。

Q 平成31年度予算はいくらですか︖

A 総額448億1,153万円です。

国⺠健康保険特別会計
71億1,091万円

犬山城費特別会計
2億6,310万円

木曽川うかい事業費特別会計
7,160万円

介護保険特別会計
55億6,019万円

後期⾼齢者医療特別会計
12億233万円

水道事業会計
17億9,533万円

下水道事業会計
30億9,910万円

企業会計
48億9,443万円 10.9%

⺠間企業のように、事業から
得た収益で運営する会計

特別会計
142億814万円 31.7%

国⺠健康保険税などの特定の収⼊が
あり、特定の目的を⾏う会計

⼀般会計
257億896万円 57.4%

市税などを財源に、福祉・教育
・道路整備など市の基本的な

⾏政サービスを⾏う会計

総額
448億1,153万円



Q 予算が増えている理由は何ですか︖

 ⼀般的に、人口が減少すると税収が減り、予算も減少すると考えられます。しかし、⾼齢化により社会
保障費が増えたり、税収が景気により増減したりするため、⼀概に予算が減少するとは言えません。
 市の人口は平成21年度以降減少しています。⼀⽅で、当初予算の総額は増加傾向が続いており、平成31
年度は過去最⼤となりました。
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Q ⼈⼝が減少していると聞きますが、予算も減少するのですか︖

A 予算は前年度から24億2,531万円増加しました。
  市の⼈⼝は減少していますが、予算は増加しています。

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

      市⺠1⼈あたりの予算は8ページ
※平成31年度⼀般会計当初予算

 予算が過去最⼤となった要因のひとつは、⼀般会計予算の増加です。
 ⼀般会計は前年度と⽐較して15億8,853万円増加しており、ふるさと納税の増加により関連予算が増加
したほか、来年3⽉に機能停⽌する福祉会館の受け皿として犬山国際観光センター「フロイデ」のリニュー
アル⼯事、広域の新ごみ処理施設の建設に向けての負担⾦の増加などが主な要因です。
 また、⼀般会計の歳出の1/3以上を占めている【福祉と医療】に係る予算は、近年増加が続いています。
平成31年度は⼤きな増加はなかったものの、前年度と同じくらいの⼤きな予算となっています。

 おとなりの市・町を⾒てみよう︕

予算の推移
（億円） （人）

A ふるさと納税の増加など、様々な理由があります。

予算の⾦額や内容は、市や町の人口や⾯積、地理的条件などにより様々です。⼀般会計を⽐べてみました。

岐阜県可児市 314.5億円

岐阜県加茂郡坂祝町 34.6億円

岐阜県多治⾒市
405.0億円

岐阜県各務原市 488.8億円

犬山市 257.1億円

丹⽻郡扶桑町 101.3億円

丹⽻郡⼤⼝町 94.0億円

江南市 277.3億円

春日井市 1,020.7億円
小牧市 547.5億円

→

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

350

400

450

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

市の予算 市の⼈⼝

448億1,153万円
▼



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

⼀般会計の歳⼊予算を⾒てみよう︕

  その他に、国や県からの補助など【国・県⽀出⾦】や、銀⾏などからの借⼊⾦である【市債】などが
あります。

Q どんな収⼊がありますか︖
A 最も多いのは皆さんに納めていただく【市税】です。

4

歳⼊総額
257億896万円

【自主財源】と【依存財源】
歳⼊は、市税など市が自主的に調達できる【自主財源】と、国や県が決定す

る【依存財源】に分けられます。
【自主財源】の割合が多いと、市が国や県に頼ることなく財政運営している

と言えます。⼀⽅で、【依存財源】が多い場合も国や県の補助⾦をうまく活⽤
できていることもあるため、⼀概に悪いとは言えません。

【依存財源】を活⽤しつつ、市独自の⾏政サービスなどを充実させるために
【自主財源】を確保していくことが重要です。

市税
116億2,196万円 45.2%
市⺠の皆さんに納めていただく
市⺠税や固定資産税など

繰⼊⾦
16億5,234万円 6.4%
基⾦から取り崩すお⾦や
特別会計からのお⾦

寄附⾦ 8億5,331万円 3.3%
ふるさと納税などの犬山市への寄附

その他
23億9,588万円 9.3%
保育料や施設の使⽤料、前年
度からの繰越⾦など

国・県⽀出⾦
41億8,374万円 16.3%
特定の事業に対する
国や県からの補助⾦など

市債
18億3,592万円 7.1%
国や銀行などに借りるお⾦

地方交付税
12億8,538万円 5.0%
消費税や酒税などの国税から、
財政⼒などの⾃治体の状況に
応じ配分されるお⾦

地方譲与税等
18億8,044万円 7.3%
地⽅消費税や⾃動⾞取得税など、国や
県が集めた税⾦などが交付されるお⾦

自主財源
64.3％

依存財源

35.7%
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  市税の内訳を⾒てみよう︕

 市税は、使い道が制限されておらず自由に使⽤できる【普通税】と、使い道が特定されている【目的税】があ
ります。犬山市の予算では、【⼊湯税】と【都市計画税】が【目的税】です。

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

 市⺠の皆さんに納めていただく個人市⺠税や固定資産税、法人市⺠税などの市税は、全体の45％
を占める歳⼊の柱であり、国や県に頼らない貴重な【自主財源】です。
 市税収⼊は景気の影響を受け⼤きく変動してきました。平成20年度決算には122.7億円と過去最
⾼額となりましたが、同年に発⽣したリーマン・ショックにより平成22年度決算は110.1億円と、2
年間で12.6億円も減少しました。
 市税収⼊はしばらく低迷していましたが、近年は景気の回復により緩やかに増加しており、リー
マン・ショック以前の⽔準に近づいています。

Q 市税は増えていますか︖減っていますか︖

A 予算は1億3,186万円増えています。

100

110

120

130

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

当初予算 決算

122.7億
▼

116.2億
▼

110.1億
▼

市税の推移（億円）

市⺠税
51億9,287万円

44.7%固定資産税
51億7,817万円

44.6%

軽⾃動⾞税
1億5,423万円

1.3%

市たばこ税
3億5,264万円

3.0%

鉱産税
1千円
0.0%

⼊湯税
718万円
0.1%

都市計画税
7億3,687万円

6.3%

入湯税は、消防施設の整
備や観光の振興に要する経
費などに充てています。 都市計画税は、都市計

画事業（街路、公園、下
水道など）や市債償還に
充てています。

市税の内訳



 【福祉と医療】は、福祉サービスや子どもの医療費無償化などの福祉施策の充実や⾼齢化などによ
り、過去最⼤となりました。その他に、防災や市役所の運営などの【防災と市⺠サービス】、⼩中
学校やスポーツ、文化財などの【教育や文化】などがあります。

Q どんな⽀出がありますか︖
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基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

⼀般会計の歳出予算を⾒てみよう︕

A 最も多いのは、全体の3割を占める【福祉と医療】です。

福祉と医療
91億7,837万円 35.7%
⾼齢者福祉、障害者福祉、
⼦育て、医療など

防災と市⺠サービス
34億4,321万円 13.4%
防災活動、市役所の運営、

広報、財政など

教育と文化
34億2,603万円 13.3%
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興など

健康と環境
24億9,848万円 9.7%
予防接種、健康診査、
ごみ収集・処理など

都市の整備
24億1,519万円 9.4%
道路や河川、公園の管理や整備など

借⾦の返済
20億8,514万円 8.1%
借⾦（市債）の返済⾦

産業と観光
10億7,390万円 4.2%
企業振興及び誘致、消費者行政、
観光、国際交流など

消防と救急
9億1,729万円 3.6%
消防活動や救急活動

その他
6億7,134万円 2.6%
農林業の振興・施設管理、
議会の運営、災害復旧費、
予備費など

市の歳出予算は、図のように目的に応じて区分されています。これは、市の
予算がどういった目的に使われるか、だれでもわかるように決められているも
のです。

ここでは、予算書をよりわかりやすく解説するために、予算書では「⺠⽣
費」となっているものを【福祉と医療】など、内容に置き換えてみました。

歳出総額
257億896万円



 2020年3⽉の福祉会館機能停⽌に伴う国際観光センター
「フロイデ」への機能移転⼯事や、キャッスルパーキング内
の観光案内所整備、プレミアム付商品券の販売準備経費など
により3億3,026万円増加しました。

()内は前年度⽐
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  「性質」で分けてみた︕
 義務的経費
職員給与や福祉・医療費、市債の返済など、
毎年必ず⽀出しなければならない経費
 投資的経費
道路や学校などの公共施設を整備する経費
 その他の経費
消耗品や備品の購⼊費など、義務的経費や投
資的経費以外の経費

 歳出予算は性質により3つに分けることができます。
 【義務的経費】はその性質上、市の裁量では削減でき
ない経費です。この割合が⼤きいと、道路や学校といっ
た公共施設の整備、市⺠活動や各種団体などへの補助⾦
にお⾦をまわすことが難しくなってしまいます。これを
【財政の硬直化】といいます。
 平成31年度は義務的経費の割合が減ったものの、⾦額
は増加しています。今後も⾼齢化により義務的経費は増
えていくことが予想されます。

()内は前年度⽐

Q どんな費⽤が増えていますか︖

 産業と観光

A 【防災と市⺠サービス】、【健康と環境】、【産業と観光】など
  様々な費⽤が増えました。

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

 防災と市⺠サービス
 防災と市⺠サービスは、防災や市役所の運営経費のほか、
ふるさと納税関連経費を含んでおり、ふるさと納税の増加な
どで前年度から3億2,847万円増加しました。

 健康と環境
 広域の新ごみ処理施設建設に向けて尾張北部環境組合（犬
山市、江南市、⼤口町、扶桑町）への負担⾦が増加したこと
などにより3億437万円増加しました。

H30 H31

H30 H31

H30

H31

義務的経費 投資的経費 その他経費義務的経費
44.7%

（▲2.3）

投資的経費
10.8%（+3.3）

その他経費
44.5%

（+1.0）

（+1.5億） （＋9.7億） （+4.7億）

115.0億 27.7億 114.4億

113.5億 18.0億 109.7億

34.4億

10.7億

25.0億

歳出予算の構成 歳出予算の推移

H30 H31

7.4億

21.9億

31.1億



1人当たりの⼀般会計予算は約30〜40万円で、犬山市はその平均くらいの⾦額です。
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基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

※平成31年度⼀般会計当初予算、平成31年1⽉1⽇現在人口で算出

市⺠１人当たりの予算

Q 予算は、市⺠１⼈当たりにするとどれくらいですか︖
A ⼀般会計は1⼈当たり34万6,599円です。

 犬山市の人口は、平成31年1⽉1⽇現在で74,175人です。
 平成31年度⼀般会計予算を市⺠１人当たりに換算すると、34万6,599円となります。

 おとなりの市・町と⽐べてみよう︕

岐阜県可児市 30.8万円

岐阜県加茂郡坂祝町 41.9万円

岐阜県多治⾒市 36.5万円

岐阜県各務原市 33.0万円

犬山市 34.7万円

丹⽻郡扶桑町 29.1万円

丹⽻郡⼤⼝町 39.0万円

江南市 27.6万円

春日井市 32.7万円小牧市 35.8万円

市税 156,683円
個⼈市⺠税、
法⼈市⺠税、
固定資産税、
都市計画税など

繰入⾦
22,276円

寄附⾦
11,504円

その他
32,300円

国・県⽀出⾦
56,404円

市債
24,751円

地⽅交付税
17,329円

地⽅譲与税等
25,351円歳⼊

福祉と医療 123,739円
⾼齢者福祉、障害者福祉、

⼦育て、医療など

防災と市⺠サービス
46,420円

教育と文化 46,188円
学校教育、生涯学習、スポーツ振興など

健康と環境
33,684円

都市の整備
32,561円

借⾦の返済
28,111円

産業と観光
14,478円

消防と救急
12,367円

その他
9,051円

歳出



※平成31年度⼀般会計予算総額を800万円とした場合の各項目の数値を掲載しています。
※家計簿項目は例であり、市の予算の項目とは内容が異なります。
※貯⾦及び借⾦の今⽉末残⾼は、平成31年度末時点の基⾦及び地⽅債の残⾼⾒込みより算出しています。

9

犬山市の⼀般会計予算を、１家族の家計に例えてみました。
 【犬山太郎⼀家（6人家族）】
  世帯年収 800万円（1か⽉あたり 約67万円）

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

家計簿を⾒てみよう︕

⽀出では、食費や光熱⽔費などの毎⽉⽀払う【固定的な⽀出】のほか、家
具などの購⼊や貯⾦の積⽴てなどの【臨時的な⽀出】があります。

収⼊では、毎⽉決まって⼊ってくる給料などのほか、不動産収⼊などがあ
ります。それでも不⾜する場合、貯⾦を取り崩したりローンを組んだりして
お⾦を⼯⾯しています。

お⽗さん、お⺟さんの給料 食費・被服費

おじいさん、おばあさんの年⾦ 日⽤品費・光熱水費

不動産収入

前⽉からの繰越⾦ ⾞の維持・修理費

貯⾦の取り崩し 固定資産税や町内会費など

銀行からの借入⾦ ローンの返済

貯⾦の積み⽴て

家具・電化製品の購入

⼦どもへの仕送り
前⽉末残⾼ 前⽉末残⾼

その他

+ +

- -
収入 ⽀出 今⽉の収⽀

＝ ＝ - ＝

2020年3⽉

収入 ⽀出

384,316円 110,145円
（市税、地⽅譲与税等、地⽅交付税） （⼈件費）

108,730円 139,413円（国・県⽀出⾦） （物件費）

66,250円 医療費・保険料 134,429円
（使⽤料、財産収入、寄附⾦など） （扶助費）

18,192円 2,217円（繰越⾦） （維持補修費）

42,942円 51,471円（繰入⾦） （補助費等）

47,713円 54,190円（市債） （公債費）

（積⽴⾦）668,144円収入合計 25,113円

42,942円 54,190円

積⽴て 借入れ 18,149円

25,113円 47,713円
（予備費、投資及び出資⾦・貸付⾦）

1,168,045円 6,052,932円

668,144円⽀出合計
取崩し 返済

0円
貯⾦残⾼ 借⾦残⾼

1,150,216円 6,046,456円 668,144円 668,144円

貯⾦ 借⾦
71,994円（投資的経費）

61,024円（繰出⾦）



 ⼀般会計の基⾦で⼤きな増減があるものを⾒てみましょう。

 財政調整基⾦

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

貯⾦と借⾦を⾒てみよう︕

Q 貯⾦はいくらありますか︖

A 平成31年度末で58億373万円となる⾒込みです。
 市には現在、⼀般会計に18、特別会計に3の貯⾦（基⾦）があります。
 基⾦の年度末の残⾼は、⼀般会計が合計で36億6,800万円、特別会計が21億3,573万円、総額58億
373万円となる⾒込みです。

Q 貯⾦は、いつ何に使うの︖

A 財源の補てんや施設の建設など、基⾦ごとに様々な目的があります。

 楽⽥⼩学校体育館等整備基⾦

10

 広域ごみ処理施設整備基⾦

※年度末現在

 景気の急激な変化や災害に対応するために蓄えています。平成31年
度は⼀般会計で⾏う様々な事業のために、8億2,472万円を取り崩す予
定です。

 ごみ処理⼿数料などを積み⽴て、新広域ごみ処理施設（令和7年4⽉
稼働目標）の新広域ごみ処理施設の整備等に充てる予定です。平成31
年度は9,007万円積み⽴てる予定です。

 市⽴楽⽥⼩学校の体育館等の整備費に充てており、平成31年度は1
億3,314万円取り崩す予定です。

0
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⼀般会計 特別会計

基⾦残⾼の推移（年度末）

H30 H31

H30 H31

H30 H31

10.2億

18.4億

9.6億8.7億

2.4億

1.0億

（億円）

※企業会計（水道事業、下水道事業）に基⾦はありません。
※平成27年度〜平成29年度は決算、平成30年度及び平成31年度は⾒込み額です。



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

11

Q 借⾦残⾼はどれくらいありますか︖

A 平成31年度末で271億9,996万円となる⾒込みです。

Q なぜ借⾦するの︖

A 財源が不⾜しているため、世代間負担を公平にするため、など
  いろいろな理由があります。

 市債残⾼が将来的にどれくらい市の財政を圧迫するかを示す『将来負担⽐率』では、イエローカード
（早期健全化基準）が350.0％のところ、市は平成29年度決算で9.5％であり、健全だと言えます。
 なお、健全な財政運営を続けるために市債残⾼を減らす取り組みを平成28年度から始めており、⼀般会
計では平成31年度は前年度から1億5,004万円減少する⾒込みです。

 ⼤規模な事業を⾏うにはお⾦を貯めてからが原則ですが、資⾦が貯まるまで事業を⾒送ると、本当に必
要な時期を逃してしまう場合があります。そういった事情などで収⼊が不⾜する場合、基⾦を取り崩した
り、市債を借りたりして補てんしています。また、本来は国から地⽅交付税として交付されるお⾦の⼀部
を「臨時財政対策債」という市債で賄う制度もあり、こうした事情からも借⾦が必要となっています。
 また、道路や公共施設などは、世代を越えて何⼗年も利⽤することが可能です。借⾦をしなかった場
合、整備した年に市税等で負担した世代と、その後負担もなく利⽤する世代の間で不公平が⽣じてしまい
ます。借⾦により将来の世代にも負担を分配することで、世代間負担を公平にすることができます。

Q こんなにも借⾦があって⼤丈夫なの︖

A 財政指標では健全だと言えます。
  また、市債残⾼を減らす取組みをしています。

 市の借⾦（市債）の年度末の残⾼は、⼀般会計が合計で193億8,804万円、企業会計が78億1,192万円、
総額271億9,996万円となる⾒込みです。

市債残⾼の推移（年度末）（億円）

※下水道事業が平成31年度に特別会計から企業会計に移行したため、平成31年度は特別会計は市債残⾼がありません。
※平成27年度〜平成29年度は決算、平成30年度及び平成31年度は⾒込み額です。
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基礎知識 平成31年度の予算

（仮称）文化史料館南館を整備します

道の駅エリアの基本計画を策定します

広域ごみ処理施設の建設準備を進めます

ふるさと納税制度を活⽤して財源確保を推進します

犬山⻄⽼人憩の家のリニューアル︕地域みんなの活動拠点に

⼀般不妊治療費の助成を拡充します

読解⼒向上プログラムについて

犬山市⽴楽⽥⼩学校の北舎・体育館等の整備を進めます

平成31年度の事業

平成31年度の主な事業

18

19

20

  「子どもから⾼齢者までが幸せに暮らし、産業が栄える犬山」を目指し、
    持続可能な都市経営に向けた柱として次の8つを位置づけました。

         ①感性豊かなひとづくりの推進
         ②健康まちづくりの推進
         ③⺠間活⼒の創出
         ④環境先進都市の推進
         ⑤定住促進と都市基盤整備の推進
         ⑥活躍・安心できるまちづくりの推進
         ⑦懸案事項の解決
         ⑧賢い都市経営の推進

12

平成31年度に取り組む事業の⼀部をご紹介します。

21

22

23

キャッスルパーキング内に観光案内所を整備します︕

犬山国際観光センターリニューアルに向けた改修⼯事を実施します

「犬山市観光戦略」を策定します 13

14

15

16

17



13

観光施策を戦略的に進め、観光を市の産業の柱へと成⻑させるため、
「⽝⼭市観光戦略」を策定します。

   「⽝⼭市観光戦略」を策定します

 名鉄⽝⼭ホテルの再開発（外資系ホテルの進出）による外国人観光客の増加、リニア中央新幹線の開通
など、今後予想される市の観光を取り巻く環境の変化に対応し、持続発展させていくため、詳細な調査・
分析を基に観光戦略を策定し、戦略的に観光施策を進めます。あわせて、観光関係者だけでなく、農業、
製造業、学⽣や住⺠など多様な人々による研究会（(仮)観光まちづくり会議）を開催して、課題解決や市
域全体の魅⼒向上、観光の基幹産業化を目指します。

 携帯電話の位置情報等を利⽤した観光客動態調査や観光施設でのヒアリングによるニーズ調査など詳細
な調査・分析を⾏い、次年度の観光戦略策定につなげます。
 観光、農業、製造業関係者や学⽣など幅広い人々による研究会（(仮)観光まちづくり会議）を開催し、
幅広い人々からの意⾒聴取、課題解決への取組を進めます。
 名経⼤との連携により、検索サイトを活⽤した観光資源情報の充実化を進めます。
 事業の実施にあたっては、国の地⽅創⽣推進交付⾦を積極的に活⽤します。

 詳細な調査・分析に基づき観光戦略を策定することにより、⻑期的な視野に⽴って、効果的に観光施策
を進めることができるようになります。
 観光分野と農業、製造業などの分野が連携して新たな特産品開発などに取り組むことにより、観光によ
る波及効果が市内広域に⾏き渡り、将来的な観光の基幹産業化につながります。

平成31年度の事業基礎知識 平成31年度の予算

事業費 

国庫補助⾦ 586万円 ふるさと⽝⼭応援基⾦繰⼊⾦ 434万円 

2-1-7

企画広報課
観光交流課

1,204万円

秘書企画費

担当課

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



 ふるさと納税により、⽝⼭市に対して寄附をされた⽅に記念品を贈呈することで、寄附⾦の増加を図
り、自主財源の確保に努めます。
 また、⽝⼭らしい事業への寄附を募る取り組みや、記念品を全国の寄附者に贈呈することで、当市や市
内事業者等のＰＲのほか、消費を伴う産業の活性化を図ります。

14

○ふるさと納税による寄附を募るため、インターネットでの申込み、クレジットカード決済、
 記念品（特産品やベビー⽤品など185品目(平成31年1⽉時点)）の贈呈などを実施します。
○記念品贈呈は寄附拡⼤の他、市内産業の振興・ＰＲ等の側⾯も有しています。
○使い道は9つ
 （歴史・⽂化、産業、⼦育て、福祉、教育、健康、環境、都市基盤、市⻑にお任せ）
○寄附⾦は基⾦に積み⽴て、寄附者の意向に沿う事業の財源として1〜12⽉までの寄附を翌年度
 の予算に充当します。

ふるさと納税推進費

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

 この事業は、平成27年9⽉に本格的にスタートしました。全国から集まった寄附⾦額の実績としては、
平成27年度は6,949万円、平成28年度は1億4,822万円、平成29年度は4億2,027万円、平成30年度は12
⽉末時点で5億1,895万円となっており、着実な財源確保につながっています。
 平成31年度も効果的なＰＲなどを実施していくことで、8億5,000万円の寄附⾦の獲得を目指します。

   ふるさと納税制度を活⽤して財源確保を推進します

事業費 3億1,491万円 担当課 経営改善課

全国からふるさと⽝⼭応援寄附⾦を募り、
自主財源の確保と⽝⼭のPRを図ります。

2-1-13

ふるさと⽝⼭応援基⾦積⽴⾦利⼦ 7万円

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



 施設の⽤途変更により誰もが利⽤できる施設になり、施設の有効利⽤を図ることができます。
 また、⼦供から⾼齢者まで幅広い年齢の⽅が利⽤できるようになるため、世代間交流の場として、ま
た、まちづくり活動の拠点としての活⽤も期待でき、施設や地域の活性化を図ることができます。

地域活動推進費2-1-8

15

⽝⼭⻄⽼人憩の家の⽤途を変更し、誰もが利⽤できる施設にします。

ふるさと⽝⼭応援基⾦繰⼊⾦ 1,764万円

 ⽝⼭⻄⽼人憩の家は、市内に居住する60歳以上の⽅の健康の増進を図る施設から、⼦供から⾼齢者まで
誰もが利⽤できる施設とします。
 なお、⽤途変更に伴い、名称は「⽝⼭⻄ふれあいセンター」と変更します。

〇施設改修工事                        1,759万円
 （設計委託等、和室のフローリング化・浴室の多目的室化等）
〇施設管理業務委託                        160万円
〇維持管理に要する費⽤                      199万円
 （光熱⽔費、通信運搬費、駐⾞場借上料など）

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

事業費 2,118万円 担当課 地域安全課

   ⽝⼭⻄⽼人憩の家をリニューアル︕
                  地域みんなの活動拠点に

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

   ⼀般不妊治療費の助成を拡充します

事業費 200万円 所管課 健康推進課

 助成の対象として、人工授精のみに係る費⽤としていたものを、人工授精の前段階で⾏われるホルモン療
法などの保険診療分の自⼰負担分も加えることにより、助成を受けることができる対象者が拡⼤され、不妊
症に悩む夫婦に対する経済的な負担の軽減を図ることができるようになります。

16

⼀般不妊治療費助成の範囲にホルモン療法などを加え、
助成上限額も5,000円増額し、50,000円とします。

4-1-3 ⺟⼦健康づくり推進費

県補助⾦ 40万円 ふるさと⽝⼭応援基⾦繰⼊⾦ 160万円

 不妊に悩む夫婦に対し、⼀般不妊治療の範囲と費⽤助成の拡充を⾏うことで、経済的な負担の軽減を図り
ます。

 現在の⼀般不妊治療費助成事業は、治療開始時の妻の年齢を43歳未満、夫婦の合算所得が730万円未満、
治療の範囲を人工授精に係る治療のみとし、年間45,000円を上限に自⼰負担額の1／2を助成しています。
平成31年度から、人工授精の前段階で⾏われるホルモン療法などの保険診療分についても助成の対象とし、
助成額上限額も5,000円増額し、50,000円とします。
事業費︓⼀般不妊治療費扶助料 200万円（50,000円×40人）

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

事務局費

ふるさと⽝⼭応援基⾦繰⼊⾦ 508万円

   読解⼒向上プログラムについて

事業費  899万円 所管課 学校教育課

これからの時代を⽣き抜く⼦どもが習得すべき⼒が⾒えてきました。
感性・創造性を⾼めるために、読解⼒・論理⼒を磨きます。

17

9-1-2

 読解⼒の向上と図書館教育に関する研究体制を充実させ、教職員のさらなる⼒量の向上を図り、⽣涯に
わたって自ら学び続ける感性豊かなひとづくりの実現をめざします。

 平成30年度に策定した読解⼒向上プログラムに基づいた事業を進めます。
  「読む・書く・聞く・話す」⼒のそれぞれの観点で、到達目標を具体的にし、就学前の幼児教育との系統
性を確⽴します。
 読解⼒を客観的に判断するために、読解⼒診断テスト（ＲＳＴ）を、中学1年⽣全員と50人の教員が実
施します。

 読解⼒の向上をキーワードにして、全⼩中学校の教員が授業改善に取り組むことで、教員のさらなる⼒
量向上を図ることができます。
 図書館教育に関する研究体制が⼀般化し、より多くの児童⽣徒が図書館を活⽤し、多くの書籍に出会う
ことになります。⽣涯にわたって自ら学び続ける感性豊かなひとづくりの実現につながります。

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

児童の教育環境の向上と、楽田地区の拠点として、
利⽤しやすい複合施設とします。

 児童の安心安全な教育環境の施設整備を前提としつつ、楽田ふれあい図書館（⽂化スポーツ課）の再
編、児童クラブの学校敷地内への移設（⼦ども未来課）、避難所施設の機能向上など、施設の複合化・多
機能化をあわせて進めます。

9-2-3 学校整備費

国庫補助⾦ 6,766万円 市債 4億8,020万円
楽田⼩学校体育館等整備基⾦繰⼊⾦ 1億3,313万円

 平成28年度末に策定した「⽝⼭市⼩中学校施設整備計画」に基づき学校施設の環境整備を進めます。
 平成24年度に解散した楽田林友会より、楽田⼩学校体育館建て替えのために3億5百万円余りの寄附をい
ただき、寄附の際の附帯要望である楽田⼩学校の北舎・体育館等の整備を⾏い、教育環境の充実を図りま
す。

   ⽝⼭市⽴楽田⼩学校の北舎・体育館等の整備を進めます

事業費  7億9,465万円 所管課 学校教育課
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平成28年度 プロポーザル⽅式により、設計者を決定し、基本設計・地質調査を実施
平成29年度 実施設計と並⾏して測量調査を実施、仮設道路（進⼊路）工事を施⾏
平成30年度 新校舎建築工事の改築工事を施⾏
平成31年度 既設北校舎解体。跡地に新体育館の改築工事を施⾏
来年度以降 既設南校舎の改修工事、プール改修工事及び学校周辺整備工事の施⾏
      既設体育館の解体

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



（仮称）⽂化史料館南館を整備します。

9-5-10 伝統⽂化施設費

【平成30年度予算分】地⽅創⽣拠点整備交付⾦ 6,615万円
【平成31年度予算分】地⽅創⽣推進交付⾦ 73万円

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

   （仮称）⽂化史料館南館を整備します

事業費  歴史まちづくり課所管課
【平成30年度予算分】1億5,298万円
【平成31年度予算分】    147万円

 ⽂化史料館別館「からくり展⽰館」が実施してきたからくり⽂化の情報発信に係る活動を強化します。からく
り展⽰館は、⽴地する⼟地（賃借）が「⼟砂災害特別警戒区域」「⼟砂災害警戒区域」に指定され、施設の安全
を確保する必要に迫られているうえ、建設から約40年が経過した建物（賃借）の⽼朽化も深刻な問題となってい
ます。このため、⽂化史料館南駐⾞場の敷地に南館を建設し、からくり展⽰館の機能を移転します。

 （仮称）⽂化史料館南館（⽊造2階建）は本館との連携や合理化を図るため、⽂化史料館南駐⾞場の敷地内に建
設します。併せて本館からのスロープの設置、北駐⾞場の整備等を付帯工事として実施します。また、計画地が
埋蔵⽂化財包蔵地に該当しているため、工事に先⽴って発掘調査を⾏います。令和2年3⽉を予定している開館に
当たっては、オープニングセレモニー事業を実施する計画です。

 （仮称）⽂化史料館南館は、⽝⼭祭の⼭⾞からくりや座敷からくりをはじめとする伝統的なからくり人形の展
⽰・実演だけでなく、現代のからくりやロボットテクノロジーへと続く技術の紹介、九代玉屋庄兵衛の製作現場
の公開、市内の中学校・⾼等学校の⽣徒によるからくり練習の場、次世代への伝統⽂化継承の場としての役割を
果たします。整備事業に併せて、ファシリティマネジメントの観点から、⼟地建物借上料の削減、施設運営等の
合理化による職員数の減、⼊館料の⾒直しなどを図ります。
※この事業は、国の地⽅創⽣拠点整備交付⾦を活⽤するため、経費の⼤半を平成30年度補正予算として計上し、
実際の整備は平成31年度に実施します。
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事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果
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ふるさと⽝⼭応援基⾦繰⼊⾦ 998万円 

新たな都市拠点及び交流エリア基本構想で位置づけた「道の駅エリア」について、
・「駅前交通エリア」との⼀体的な検討
・多角的な官⺠連携⼿法の検討
・市⺠意識調査から確認した課題の解決に寄与する「道の駅エリア」の検討
などをポイントに、官⺠連携を前提とした基本計画を策定します。

・コンセプトや導⼊機能及び規模の検討、施設配置計画及び概算事業費の算定、管理運営計画及び収⽀計
画の検討
・官⺠連携の事業スキームの検討及びVFM算定、詳細スケジュール作成
・市場調査（機能・規模・官⺠連携⼿法 等）
・道の駅整備検討委員会運営⽀援

・公共交通機能や地域振興など、⽝⼭市の課題解決に繋がる道の駅により、にぎわいを創出し、周辺への
商業施設の⽴地促進や市⺠⽣活の向上を図ります。
・多角的な官⺠連携⼿法の検討により、官⺠双⽅のメリットが最⼤化するスキームの構築を、⺠間活⼒導
⼊によるコスト縮減効果が期待できます。

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

7-4-9 道の駅推進費

   道の駅エリアの基本計画を策定します

事業費  998万円 所管課 都市計画課

新たな都市拠点及び交流エリア基本構想で位置づけた「道の駅エリア」につい
て官⺠連携を前提とした基本計画を策定します。

総合犬山中央
病院

商
業
集
積
ラ
イ
ン

医療・福祉エリ
ア

新駅予定地

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果

整備目標スケジュール

※詳細については、基本計画で検討します。

VFM︓バリュー・フォー・マネー
※公共が⾃ら実施する事業と⽐べて、官⺠連携事業の⽅が総
事業費をどれだけ削減できるか示す割合です。

道の駅エリア
駅前交通エリア



なし

ダイオキシン類の削減、マテリアルリサイクル及びサーマルリサイクルの推進、公共事業のコスト縮減を
図るため、愛知県のごみ焼却処理広域化計画に基づき、⽝⼭市、江南市、⼤⼝町、扶桑町の2市2町で広域
ごみ処理施設を建設します。

○平成31年度に実施する主な事業
・環境影響評価(3年目) 1億2,760万円×負担率30.762%＝負担相当額3,926万円
  新ごみ処理施設の整備に伴い、環境に及ぼす影響を調査・予測し、事業計画に反映します。
・⽤地取得 2億7,925万円×負担率30.762%＝負担相当額8,591万円
  新ごみ処理施設の建設⽤地を取得します。
・基本設計等の策定 2,343万円×負担率30.762%＝負担相当額721万円
  新ごみ処理施設の整備・運営事業について、必要な資料を作成します。
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⽝⼭市の都市美化センター、江南丹⽻環境管理組合の環境美化センターは建設から35年以上経過し、⽼朽
化しています。広域ごみ処理施設を建設することにより、住⺠が排出するごみを安定的に処理できます。

4-3-2 ごみ処理費

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

令和7年4⽉の稼働に向け、⽤地取得、施設基本設計などを
⾏っていきます。

   広域ごみ処理施設の建設準備を進めます

事業費  1億5,504万円 所管課 環境課

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

   キャッスルパーキング内に観光案内所を整備します︕

事業費  3,712万円 所管課 観光交流課

キャッスルパーキング内に観光案内所を整備し、来訪者の利便性を向上させ、
観光地としての魅⼒づくりを図ります。

6-2-1
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観光費
観光事業振興基⾦繰⼊⾦ 2,697万円
観光施設費等県補助⾦  1,015万円

平成30年は⽝⼭城登閣者数が61万人に達するなど、観光客数は年ごとに増加しています。
こうしたことから、観光名所やイベントの開催内容などを観光客にわかりやすく案内することで、利便性
と満⾜度を⾼めるとともに、観光地としての魅⼒を向上させ、さらなる誘客を実現することを目的として
観光案内所を整備します。

・城前エリアにおける恒久的な観光案内所を、キャッスルパーキング内に設置します。
・来訪者に対して観光案内を⾏うだけでなく、バスやタクシーなどが乗降できる広域観光の拠点としての
機能を担います。また、観光案内所の⼀部を市⺠ボランティア等が⾏う催事などへの貸スペースとしての
利活⽤も図ります。

・⽝⼭城及び城下町を訪れる観光客がストレスなく案内を受けることができ、利便性と満⾜度が⾼まりま
す。
・観光客を明治村やリトルワールドなど市域全体に誘導する仕組みを作り、城下町だけでない観光の楽し
み⽅を提案することができ、⽝⼭観光に拡がりを持たせます。
・多くの人が案内所で活動できる仕組みを設け「観光」をツールにした人の交流を深めます。

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果

観光案内所整備予定箇所

設置箇所

キャッスルパーキング



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

   フロイデ改修事業
○福祉会館の機能停止に伴う
 フロイデの多機能化

○館内の照明のＬＥＤ化、
 空調設備改修

○フロイデホールの舞台機構
 の機能を維持

   ⽝⼭国際観光センターリニューアルに向けた
                  改修工事を実施します

事業費  2億8,174万円 所管課 観光交流課

●新たな拠点として市⺠活動を促進する施設となる。
●電気設備のＬＥＤ化や省電⼒型の空調設備に更新することにより、電気使⽤量や⼆酸化炭素排出量の削
減が期待できます。また、フロイデホールの舞台等装置機能の更新により、利⽤者に継続して、利⽤内容
に応じたレイアウト変更など、使い勝⼿のよい施設を安心して利⽤してもらうことができます。

●リニューアルに向けて、1階フロアのレイアウト変更や貸会議室の増設工事を⾏います。
●⽼朽化した空調設備の改修工事や照明設備のＬＥＤ化工事を⾏います。また、フロイデホールの舞台機
能設備の機能を維持するための改修工事を⾏います。
●改修工事のため、令和元年10⽉から令和2年3⽉までフロイデを閉館する予定です。

23

6-2-3 国際交流事業費
国庫補助⾦ 7,891万円  地⽅債 1億4,310万円
公共施設等管理基⾦繰⼊⾦ 5,973万円

●来年3⽉に福祉会館が機能停止となり、機能の⼀部をフロイデに移すためレイアウトの変更や貸会議室の
増設を⾏います。
●フロイデは平成7年に開館し、各設備は⽼朽化しています。空調設備や照明設備、フロイデホールの舞台
機構設備も同様に⽼朽化が進んでいるため、改修工事を⾏い利⽤者の利便性を図ります。

事業の目的

事業の内容

特定財源

予算科目 目名

事業の効果



福祉・健康
不妊治療費の助成  予算︓200万円

風しん予防接種 予算︓1,988万5千円

 助成対象となる治療の範囲を拡⼤し、助成額上限額を45,000円から50,000円に引上げました。
・対象者︓治療開始時の妻の年齢が43歳未満かつ夫婦の合算所得が730万円未満
・治療の範囲︓人工授精と、人工授精の前段階で⾏われるホルモン療法などの保険診療分
・助成額︓自⼰負担額の1/2（上限50,000円）
   問い合わせ先︓保健センター（℡ 61-1176）

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

新しい補助制度

 新しく始める補助制度や、内容を変更した制度の⼀部についてお知らせします。
 なお、補助を受けるためには事前の申請が必要であったり、ここに記載している以外に条件があ
る場合がありますので、詳しくは各制度の担当課までお問い合わせください。
 ここで紹介している制度は市で実施しているもののほんの⼀部です。市のホームページや広報な
どで様々な制度を紹介していますので、ぜひご覧ください。
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 若い年代向けの健康診査を、特定健康診査の検査項目と同等にまで拡充しました。
・対象者︓18歳〜39歳以下の男⼥で、職場等で健診を受ける機会のない人
・検査項目︓⾝体計測（⾝⻑・体重）、⾎圧測定、問診、診察、尿検査、⾎液検査
      （脂質・糖代謝・肝機能・貧⾎）、⻭科健診、骨密度チェック（希望者）
      今年度から追加︓腹囲測定、⾎液検査（クレアチニン・尿酸）、心電図検査、眼底検査
・自⼰負担︓1,500円（希望者のみ骨密度測定料＋300円）
   問い合わせ先︓市⺠健康館（℡ 63-3800）

 今までの検診対象者（40歳、50歳、60歳、70歳）に新たに55歳を追加し、より若い年代の早期発⾒・
早期治療につなげます。
・対象者︓今年度中に40歳、50歳、55歳、60歳、70歳に達する市⺠（対象者には受診券を郵送）
・検診内容︓眼底検査、眼圧検査、細隙灯顕微鏡検査（前眼部）
・自⼰負担︓700円
   問い合わせ先︓市⺠健康館（℡ 63-3800）

 風しん対策として、抗体保有率の低い年齢の男性が新たに定期接種の対象になりました。
 風しん抗体検査の結果が基準値以下の場合に予防接種を実施します。
・対象者︓昭和37年4⽉2⽇から昭和54年4⽉1⽇までの間に⽣まれた男性（3年間で段階的に通知）
・実施内容︓風しんの抗体検査と予防接種（自⼰負担なし）
   問い合わせ先︓保健センター（℡ 61-1176）

緑内障検診 予算︓334万2千円

39歳以下健康診査 予算︓236万円

拡充

新規

拡充

拡充



農業

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

 町内会等で初期消火器具⼀式を新たに整備する場合、整備に要した費⽤の半額を補助します。
・対象者︓初期消火器具⼀式を新たに整備する町内会等
・補助額︓整備に要した費⽤の1/2（上限15万円）
   問い合わせ先︓消防署 企画調整担当（℡ 65-0119）

産業振興補助⾦（平成30年度から実施） 予算︓200万円

狩猟免許取得費等補助⾦ 予算︓16万円

荒廃農地等利活⽤促進事業補助⾦ 予算︓50万円

産業・開発

 市街化調整区域内にある耕作放棄された農地を優良農地として再⽣する活動に対して補助します。
・対象者︓再⽣活動を⾏い3年以上の耕作継続が確実と⾒込まれる農業者等
・補助額︓10アール当たり5万円（上限15万円）
   問い合わせ先︓産業課 農政担当（℡ 44-0341）

 イノシシ等による農作物被害への対策のため、わな免許を取得し有害⿃獣捕獲を⾏う⽅に、わな免許
取得に必要な経費を補助します。
・対象経費︓免許試験申請⼿数料、講習会経費、免許申請⽤の診断書料
・補助額︓対象経費の1/2
※狩猟免許試験は愛知県主催で8⽉、2⽉の年2回開催
   問い合わせ先︓産業課 農政担当（℡ 44-0341）

 都市的低未利⽤地の宅地化を誘導することにより、定住人⼝の増加及び秩序ある市街地の形成を図るため、
⼀定の要件を満たす宅地開発事業を実施する者に対し、市に帰属する道路の整備費の⼀部を補助します。
・対象者︓宅地開発を⾏う事業者
・補助要件︓市街化区域内で実施される1,000㎡以上の宅地開発事業であり、かつ、開発区域内で宅地分譲
      予定区域に接続させるための道路の新設⼜は拡幅を⾏うもの
      その他、1区画の⾯積や道路幅員などの条件あり
・補助額︓次に掲げる⾯積（（1）+（2））×1㎡あたり5,000円（上限200万円）
     （1）宅地分譲予定区域に接続させるための道路で、新設⼜は拡幅する部分の⾯積
     （2）宅地分譲予定区域内に新設する道路で、幅員4ｍを超える部分の⾯積
   問い合わせ先︓都市計画課 計画・調整担当（℡ 44-0330）
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 従業員の技能向上のための研修への参加、販路の拡⼤のための展⽰会への出展、人材の確保等のための
合同説明会への参加や市⺠の雇⽤を⾏う中⼩企業に対して、必要な経費の⼀部を補助します。
・対象者︓中⼩企業者、⼩規模企業者
・補助額︓対象経費の1/2（実施する内容により限度額が異なります）
   問い合わせ先︓産業課 商工担当（℡ 44-0340）

防災・安心安全

宅地開発事業補助⾦            予算︓200万円

初期消⽕器具等整備費補助⾦ 予算︓75万円

新規

新規

新規

新規

新規



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

⾬⽔浸⽔防⽌施設設置費補助⾦ 予算︓100万円

 市内の⽊造住宅に住んでいる⽅を対象に、感震ブレーカーの
設置に係る費⽤の半額を補助します。
・対象者︓市内にある自らが所有⼜は居住する⽊造
 住宅に感震ブレーカーを設置しようとする個人
・補助額︓感震ブレーカー設置費⽤の1/2（上限5,000円）
   問い合わせ先︓地域安全課 防災担当（℡ 44-0346）

 ⽼朽化した火の⾒やぐら等の撤去を実施した場合に、撤去に要した経費の半額を補助します。
・対象者︓火の⾒やぐら等の撤去工事を⾏う町内会等
・補助額︓整備に要した費⽤の1/2（上限50万円）
   問い合わせ先︓消防署 企画調整担当（℡ 65-0119）

⽕の⾒やぐら等安全対策事業費補助⾦（平成30年度から実施） 予算︓30万円

防災・安心安全（つづき）

感震ブレーカー設置補助⾦ 予算︓15万円
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 新たに浸⽔防止塀・板を設置される⽅に、設置に要した経費の1/2を補助します。
・対象者︓市内に自らが家屋を所有し、自らの負担により当該施設の設置を⾏う人または法人
・補助額︓浸⽔防止施設設置に要する材料費及び工事費の1/2（上限20万円）
※事前申請必要、新築・⼤規模改築など対象外あり
   問い合わせ先︓⼟⽊管理課 管理担当（℡ 44-0334）

ブロック塀等安全対策事業費補助⾦（平成30年度から実施） 予算︓200万円

がけ地近接等危険住宅移転補助⾦ 予算︓80万2千円

 ブロック塀等の撤去に関する費⽤の2/3を補助します。
・対象者︓ブロック塀等を撤去する個人⼜は法人で市税などを滞納していない者
・対象事業費︓市内に存するブロック塀等の撤去者が道路の敷地に⾯する当該ブロック塀等を撤去する
 工事であって、市内に事業所を有する業者が施工するもの
・補助額︓対象事業費の2/3（上限20万円）
   問い合わせ先︓都市計画課 建築・景観担当（℡ 44-0331）

 ⼟砂災害特別警戒区域内から区域外へ移転するための除却費⽤を補助します。
・対象者︓⼟砂災害特別警戒区域内等から区域外へ移転する⽅
・補助額︓区域内の住宅の除却費⽤（上限80万2千円）
   問い合わせ先︓都市計画課 建築・景観担当（℡ 44-0331）

 ⼟砂災害特別警戒区域内の危険住宅の改修や擁壁設置に関する費⽤の⼀部を補助します。
・対象者︓⼟砂災害特別警戒区域内に住んでいる⽅
・補助額︓改修等の費⽤の23％（上限75万9千円）
   問い合わせ先︓都市計画課 建築・景観担当（℡ 44-0331）

⼟砂災害特別警戒区域改修補助⾦ 予算︓75万9千円

新規

新規

新規

新規

新規

新規



基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/shobo/1000978/index.htm
l・あいちAEDマップ（地図からAEDの場所を探せます）

市内のコンビニ・公共施設にAEDを置いています︕

インターネットで調べよう︕

・市内の公共施設 90箇所
・市内のコンビニエンスストア 30店舗

http://aed.maps.pref.aichi.jp/map.php

・市のホームページ（AEDのある市内公共施設とコンビニの⼀覧を掲載）
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お知らせコーナー

 AEDを使⽤するのは、市⺠の皆さん自⾝です︕救急⾞が来るまでの間にAEDを使⽤することで、その人が助か
る確率がぐっと上がります。AEDは初めて使う⽅でも簡単に使えるようになっていますが、初めてだと使うのを
⼾惑ってしまうかもしれません。
 ⽝⼭市では、市内在住・在勤・在学の⽅を対象に、無料で救急救命講習を実施しています。講習を受けて、
いざという時に迷わずAEDを使いましょう︕

※平成31年2⽉26⽇現在

AEDの設置場所

 倒れた人がいたら、あなたはどうしますか︖救急処置の流れを簡単に説明すると次のとおりです。

 ⽝⼭市では、いつでも誰でもAEDが使えるように、市内の公共施設やコンビニエンスストアにAED（自動体外
式除細動器）を設置しています。どこにAEDがあるか知っておくと、いざという時に安心です。⼀番近くにある
場所がどこか調べてみましょう。

だれでもできます︕
尊い命を救いましょう︕

　定例開催（⼼肺蘇⽣法（⼤⼈））

　随時開催

AEDの使い⽅知っていますか︖ 救急救命講習やってます︕

消防署　　℡65-0119
（⽝⼭市⼤字五郎丸字下前⽥）
北出張所　℡61-0999
（⽝⼭市⼤字⽝⼭字身打⽥）

開催日 時間 開催場所・申込み先

毎月19日

毎月第1土曜日

午後1時30分
〜4時30分

　5⼈以上のグループの申込みで、定例日以外に講習を開催します。
　⼦どもの⼼肺蘇⽣法など、定例開催以外の内容の講習もできますので、
希望日と講習内容を消防署⼜は北・南出張所にご相談ください︕

午前9時〜正午

午前9時〜正午 南出張所　℡68-0119
（⽝⼭市⼤字⽻⿊新⽥字上島）毎月第4日曜日

①Call【119通報とAED】 → ②Push【胸の真ん中を押す】 → ③Push【AEDのショックボタンを押す】



     近くの施設を使ってみてください︕

基礎知識 平成31年度の予算 平成31年度の事業

 市にはいろいろな施設があります。公⺠館や市⺠活動拠点施設、図書館や⽂化史料館、
⼦育て⽀援センターや児童センター、野球場やグラウンド、市⺠健康館「さら・さくら」
や⽝⼭国際センター「フロイデ」、⽝⼭⾥⼭学センターなどなど…
 各施設では、皆さんに使っていただくためにイベントを開催したり、使いやすく改良し
たり、様々な取組みを⾏っています。市の広報やホームページでイベント情報などをお知
らせしていますので、そういった機会にぜひ⼀度使ってみてください。
 なお、福祉会館が令和2年3⽉に閉館するのに伴い、⽝⼭国際観光センター「フロイデ」
はリニューアル工事のため令和元年10⽉から令和2年3⽉まで休館する予定です。

▲東児童センターは
 平成31年1⽉リニューアル
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売 地

（イメージ）

宅地 1,023.50㎡
⽝⼭市⼤字⽻⿊字桜海道

59番1ほか3筆

宅地 154.83㎡
⽝⼭市上坂町四丁目

67番

宅地 218.99㎡
⽝⼭市⼤字⽻⿊字

小豆⽥9番6

宅地 102.40㎡
⽝⼭市⼤字⽝⼭字

寺下312番

⽝⼭市では、不⽤となった財産（土地・建物・⾞など）を売却しています。
平成31年度は土地を売り出す予定です。その他にも、売却するものがあれば

広報や市ホームページで随時公開しますので、ぜひチェックしてみてください。

市の⼟地売ります︕

※平成31年4月1日現在の予定

日帰り温泉

さら・さくらの湯

さら・さくらの湯
場所 ⽝⼭市⺠健康館「さら・さくら」1階 ⽝⼭市⼤字前原字橋爪⼭15-2（℡ 63-3810）
営業時間 10︓00~20︓30（入浴受付は20︓00まで）
休館日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）・12/28~1/4（詳しくは市ホームページ）
料⾦ ⼤⼈500円、65歳以上・障害者・小中学⽣300円、幼児無料
アクセス 名鉄⽝⼭駅から⾞で10分（駐⾞場有）

平日は名鉄⽝⼭駅東口から市コミュニティバスが出ています。



国宝⽝⼭城

 ⽝⼭市の平成31年度予算を⾒てみましたが、どんなことをするかおわかりいただけ
ましたか︖
 ここで紹介したのは予算のほんの⼀部で 市⺠の皆さんに納めていただく税⾦や
国・県からの補助⾦を活⽤し、様々な⾏政サービスを⾏っていきます。
 
 ⽝⼭市では、当初予算に計上したすべての事業について「予算説明書」を作成し、
市のホームページで公開しています。今回紹介した事業以外にも、皆さんの⽣活に関
わる様々な事業を⾏っていく予定ですので、ぜひご覧ください。

 本書が、⽝⼭市が実施する事業に興味を持ってもらい、理解を深めていただくきっ
かけになれば幸いです。

 天⽂6年（1537年）に織田信⻑
の叔父信康が築城したといわれる
⽝⼭城。

 国宝に指定されている天守は、
現存する最古の様式といわれてい
ます。

 ⽊曽川のほとりの⼩⾼い⼭の上
に建てられた天守最上階からの眺
めはまさに絶景です。

ー ⽝⼭市の名所をご紹介 ー



平成31年4⽉
⽝⼭市経営部経営改善課
〒484-8501 愛知県⽝⼭市⼤字⽝⼭字東畑36
電 話（0568）44-0313
ＦＡＸ（0568）44-0360

⽝⼭市の財政


