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本書において、予算は当初予算額（ただし、令和元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、記載内容は令和２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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基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

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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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、市長が「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。

今までと何か変わるの︖
過去の実績と⽐べて、過不⾜はない︖
もっと合理化や効率化はできない︖

すぐにやる必要があるの︖
実施するためのお⾦はあるの︖
将来的な負担はどうなるの︖

経常的経費
継続して実施している

⾏政サービスを維持するための経費

⾦額の増減

政策的経費
新しく始める事業、

⼤きく拡充する事業、
市の方向性を左右する事業の経費

緊急性・経済性・将来負担

調整・査定
こんな視点で
⾒ています︕

いつ、なにを、どうやって実施するの︖
どれくらいの市⺠の役に⽴つの︖
もっと安くできる⽅法はない︖
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令和２年度予算を⾒てみよう︕

基礎知識 令和２年度の予算 令和２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57.2%と、全体の半分以上の割合を占めています。

Q 令和２年度予算はいくらですか︖

A 総額453億5,022万円です。

国⺠健康保険特別会計
69億5,227万円

犬山城費特別会計
2億3,041万円

木曽川うかい事業費特別会計
5,985万円

介護保険特別会計
58億6,884万円

後期⾼齢者医療特別会計
14億5,335万円

水道事業会計
18億1,428万円

下水道事業会計
30億4,877万円

企業会計
48億6,306万円 10.7%

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
145億6,472万円 32.1%

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
259億2,244万円 57.2%

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
453億5,022万円



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、前年度
に引き続き、令和２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5億3,869万円増加しました。
     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 令和２年度の予算 令和２年度の事業

      市⺠1⼈あたりの予算は8ページ
※令和２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2億1,348万円増加しており、⼤規模な設備投資を⾏う市内企業への補助の
ほか、都市計画道路の整備等による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。
令和２年度は閉館した福祉会館の解体⼯事を予定しており、前年度から3億3,659万円増加しました。

 おとなりの市・町を⾒てみよう︕

予算の推移
（億円） （⼈）

A 設備投資を⾏う市内企業への⽀援など、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 315.5億円

岐阜県加茂郡坂祝町 32.1億円

岐阜県多治⾒市
416.7億円

岐阜県各務原市 545.7億円

犬山市 259.2億円

丹⽻郡扶桑町 106.5億円

丹⽻郡⼤⼝町 95.0億円

江南市 282.2億円

春日井市 1,061.2億円
小牧市 615.8億円

→
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453億5,022万円
▼



基礎知識 令和２年度の予算 令和２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。
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歳⼊総額
259億2,244万円

【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
115億8,077万円 44.7%
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
17億2,393万円 6.7%
基⾦から取り崩すお⾦や
特別会計からのお⾦

寄附⾦ 8億6,130万円 3.3%
ふるさと納税などの犬山市への寄附

その他
22億1,756万円 8.6%
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
43億7,117万円 16.9%
特定の事業に対する
国や県からの補助⾦など

市債
16億4,740万円 6.4%
国や銀行などに借りるお⾦

地方交付税
12億7,879万円 4.9%
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
22億4,152万円 8.6%
地⽅消費税など、国や県が集めた税⾦な
どが交付されるお⾦

自主財源
63.2％

依存財源

36.8%
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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 令和２年度の予算 令和２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、全体の約
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。
 市税収⼊が低迷していた頃と⽐べ、近年は景気の回復により緩やかに増加していますが、法⼈税
割の税率が引き下げられたことなどにより、前年度と⽐較すると微減となっています。

Q 市税は増えていますか︖減っていますか︖

A 予算は4,119万円減っています。

100

110

120

130

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

決算 当初予算

122.7億
▼

115.8億
▼

110.1億
▼

市税の推移（億円）

市⺠税
51億1,532万円

44.2%
固定資産税

51億9,836万円
44.9%

軽⾃動⾞税
1億6,582万円

1.4%

市たばこ税
3億6,035万円

3.1%

鉱産税
1千円
0.0%

⼊湯税
168万円
0.0%

都市計画税
7億3,924万円

6.4%

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 令和２年度の予算 令和２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
95億1,496万円 36.7%
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
36億1,829万円 14.0%
防災活動、市役所の運営、

広報、財政など

教育と文化
30億3,784万円 11.7%
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興など

都市の整備
27億7,552万円 10.7%
道路や河川、公園の管理や整備など

健康と環境
23億6,882万円 9.1%
予防接種、健康診査、
ごみ収集・処理など

借⾦の返済
20億8,655万円 8.0%
借⾦（市債）の返済⾦

消防と救急
9億5,871万円 3.7%
消防活動や救急活動

産業と観光
8億5,604万円 3.3%
企業振興及び誘致、消費者行政、
観光、国際交流など

その他
7億571万円 2.7%
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】などに置き換えてみました。

歳出総額
259億2,244万円



 令和2年度から市⺠交流センターが開館することや、旧汚
⽔処理場の解体⼯事費を計上したことなどから前年度から1
億7,507万円増加しました。

()内は前年度⽐

7

  「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。
 令和２年度は、職員数の増加による⼈件費の増加など
により義務的経費は増加しています。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︖

 防災と市⺠サービス

A 【福祉と医療】、【都市の整備】、【防災と市⺠サービス】など
  様々な費⽤が増えました。

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

 福祉と医療
 福祉と医療は、福祉会館の解体や障害者サービス費の増加
などにより前年度から3億3,659万円増加しました。

 都市の整備
 道路の整備や排⽔路の整備にかかる費⽤が増加したことな
どにより前年度から3億6,033万円増加しました。

R1 R2

R1 R2

R1

R2

義務的経費 投資的経費 その他経費
義務的経費

47.3%
（+2.6）

投資的経費
8.2%（△2.6）

その他経費
44.5%

（±0.0）

（+7.5億） （△6.4億） （+1.1億）

122.5億 21.3億 115.5億

115.0億 27.7億 114.4億

95.1億

36.2億

27.8億

歳出予算の構成 歳出予算の推移

R1 R2

34.4億

24.2億

91.8億



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 令和２年度の予算 令和２年度の事業

※令和2年度⼀般会計当初予算、令和2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35万853円です。

 犬山市の⼈口は、令和2年1⽉1⽇現在で73,884⼈です。
 令和2年度⼀般会計予算を市⺠１⼈当たりに換算すると、35万853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 38.7万円

岐阜県多治⾒市 37.8万円

岐阜県各務原市 37.0万円

犬山市 35.1万円

丹⽻郡扶桑町 30.6万円

丹⽻郡⼤⼝町 39.2万円

江南市 28.0万円

春日井市 34.1万円小牧市 40.2万円

市税 156,743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
23,333円

寄附⾦
11,657円

その他
30,014円

国・県⽀出⾦
59,163円

市債
22,297円

地⽅交付税
17,308円

地⽅譲与税等
30,338円歳⼊

福祉と医療 128,782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
48,973円

教育と文化 41,116円
学校教育、生涯学習、スポーツ振興など

都市の整備
37,566円

健康と環境
32,061円

借⾦の返済
28,241円

消防と救急
12,976円

産業と観光
11,586円

その他
9,552円

歳出



※令和2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、令和2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 令和２年度の予算 令和２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

＝ ＝ - ＝

2021年3⽉

収入 ⽀出

388,366円 133,878円
（市税、地⽅譲与税等、地⽅交付税） （⼈件費）

112,417円 132,405円（国・県⽀出⾦） （物件費）

61,179円 医療費・保険料 127,560円
（使⽤料、財産収入、寄附⾦など） （扶助費）

18,002円 2,365円（繰越⾦） （維持補修費）

44,336円 57,550円（繰入⾦） （補助費等）

42,367円 53,661円（市債） （公債費）

（積⽴⾦）666,667円収入合計 25,179円

44,336円 53,661円

積⽴て 借入れ 16,398円

25,179円 42,367円
（予備費、投資及び出資⾦・貸付⾦）

1,118,270円 6,081,645円

666,667円⽀出合計
取崩し 返済

0円
貯⾦残⾼ 借⾦残⾼

1,099,113円 6,070,351円 666,667円 666,667円

貯⾦ 借⾦
54,655円（投資的経費）

63,016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 令和２年度の予算 令和２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 令和2年度末で57億2,734万円となる⾒込みです。
 市には現在、⼀般会計に19、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35億6,146万円、特別会計が21億6,588万円、総額57億
2,734万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。

 広域ごみ処理施設整備基⾦

10

 公共施設等管理基⾦

※年度末⾒込み現在

 景気の急激な変化や災害対応のために蓄えています。令和2年度は⼀
般会計で⾏う様々な事業のため、7億2,818万円を取り崩す予定です。

 市有地の売払い収⼊などを積み⽴て、公共施設等の新設、改修、廃
⽌撤去等に充てる予定です。令和2年度は福祉会館の解体事業等に3億
1,244万円取り崩す予定です。

 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。令和2年
度は9,009万円積み⽴てる予定です。

0
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H28 H29 H30 R1 R2

⼀般会計 特別会計

基⾦残⾼の推移（年度末）

R1 R2

R1 R2

R1 R2

10.2億

17.5億

0.7億

3.6億

9.6億 10.5億

（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28年度〜平成30年度は決算、令和元年度及び令和2年度は⾒込み額です。



基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

11

Q 借⾦残⾼はどれくらいありますか︖

A 令和2年度末で268億8,584万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30年度決算で3.3％であり、健全だと言えます。
 ただし今後も、学校や道路のような公共施設整備などの財源として借り⼊れをしていくことから、新し
い事業の⾒極めや、財政措置のある市債を活⽤するなど、健全な財政運営に努めます。

 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。そうした事情などで収⼊が不⾜する場合は、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。
     今後も新しい事業について実施の必要性を⾒極めます。

 市の借⾦（市債）の年度末の残⾼は、⼀般会計が合計で196億6,979万円、企業会計が72億1,605万円、
総額268億8,584万円となる⾒込みです。

市債残⾼の推移（年度末）

※下水道事業が平成31年4⽉1日に特別会計から企業会計に移行したため、令和元年度から特別会計の市債残⾼はありません。
※平成28年度〜平成30年度は決算、令和元年度及び令和2年度は⾒込み額です。

⼀般会計 特別会計 企業会計

50

75

100

H28 H29 H30 R1 R2

175

200

225

（億円）
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基礎知識 令和２年度の予算

犬山南⼩学校校舎の⼤規模改修に向けた設計業務を開始します

⼦どもたちの読書空間を整備します

都市計画道路富岡荒井線を整備します

新たな交流の場、犬山市⺠交流センターがオープンします

キャッシュレス化を推進します

救急⾞4台体制を構築します

福祉会館を解体します

犬山市⽴楽⽥⼩学校の北舎・体育館等の整備を進めます

令和２年度の事業

令和２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地域経済の活性化と⺠間活⼒の創出を目指した都市交流拠
     点の整備
    ②安全安心のまちづくりの推進
    ③⼦どもたちの教育環境と読解⼒向上の取り組みの充実
    ④少⼦⾼齢化による社会保障費が増⼤する中で医療・保健・
     福祉施策を拡充
    ⑤産業振興の推進
    ⑥望ましい環境増の実現
    ⑦懸案事項の解決
    ⑧賢い都市経営の推進

12

令和２年度に取り組む事業の⼀部をご紹介します。

21

22

23

通学路等の安全対策を推進します

市内の企業が⾏う設備投資を⽀援します

ふるさと納税制度を活⽤して財源確保を推進します 13

14

15

16

17



基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

   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 3億5,262万円 担当課 経営改善課

○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の活⽤、記念
 品（特産品やベビー⽤品など204品目(令和2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。

13

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 ふるさと納税推進費

ふるさと⽝⼭応援基⾦積⽴⾦利⼦ 5万円

 ふるさと納税により、⽝⼭市へご寄附を頂いた⽅へ記念品を贈呈するなどして、寄附⾦の増加を図るこ
とで、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。

 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年度当初の6,949万円から⼤きく伸び、平成30年度は6億810万円、令和元年度は12⽉末時点で5億
6,750万円となっており、着実な財源確保につながっています。
 令和2年度も申込みポータルサイトの拡充や効果的なＰＲなどを実施していくことで、8億5,800万円の
寄附⾦の獲得を目指します。

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



なし

 ⽝⼭市⺠交流センターは、幅広い世代や分野の市⺠交流を促進し、協働のまちづくりを推進するととも
に、市⺠の福祉及び健康の増進を図ることを目的とします。
 また、福祉会館の機能停止に伴い、福祉会館が担ってきた機能の一部を当施設へ移管し、多機能化を図
るとともに、市⺠交流や協働の拠点とします。

 リニューアル⼯事を⾏った1階フロアや貸会議室等を含めた、施設全体の総合的な管理業務（貸会議室受
付や設備管理等）を⾏います。また、1階フロアに多様な⼈材の活動・交流拠点となる「協働プラザ」を開
設します。
 当施設を事務所として使⽤する団体は、従来の⽝⼭市観光協会、⽝⼭国際交流協会、いぬやまeーコミュ
ニティネットワークに、⽝⼭市社会福祉協議会が加わり、適応指導教室も設置します。

14

 リニューアル⼯事により、貸会議室が増え、福祉会館閉鎖に伴う会議室利⽤者の増加に対応することが
可能となります。また、新たに社会福祉協議会等の団体が⼊居することは施設利⽤者の増加につながり、
様々な市⺠交流や協働が促進されることが期待できます。

地域活動推進費2-1-8

「⽝⼭国際観光センター」は、世代や分野を超えた市⺠交流と協働の拠点
「⽝⼭市⺠交流センター」としてリニューアルオープンします。

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

事業費 1億1,127万円 担当課 地域協働課

新たな交流の場、⽝⼭市⺠交流センターがオープンします

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



 キャッシュレス化を進めることで、市⺠の利便性が向上します。また納税については、いつでも、どこで
も納付が可能となり、納期限内の納付の向上が期待できます。

15

アプリ決済を市税や証明⼿数料の納付に導⼊します。
クレジット収納の導⼊に向けた準備を進めます。

2-2-3ほか 徴収費ほか

なし

 多様化する市⺠のライフスタイルに合わせて、スマホを利⽤するアプリ決済などを新たに導⼊することに
より、納付⽅法の選択肢を広げ市⺠サービスの向上に努めます。

 市税については、市のコンビニ収納代⾏業者が提供可能となるアプリ決済を利⽤し、納付書にあるバー
コードをスマホなどで読み取ることにより納付ができるようにします。また令和3年度のクレジット収納の
導⼊に向けてシステム改修などを⾏います。併せて窓⼝での住⺠票等の証明書発⾏⼿数料の⽀払いにもアプ
リ決済の利⽤ができるようにします。
・アプリ決済導⼊費   330万円
・クレジット収納導⼊費 777万円

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

キャッシュレス化を推進します

事業費 1,107万円 所管課
収納課・情報政策課
・会計課・市⺠課

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

Pay



16

8-1-6

 救急需要の増加に伴い、令和3年4⽉から救急自動⾞4台体制とするため、救急⾞を1台増⾞します。
 また、⾼度な救急需要に対応するため、職員定数を103名まで増員および救急救命⼠や救急隊員の育成
を⾏い、救急救命体制を強化することにより住⺠サービスの向上を目的とします。

〇救急自動⾞1台を増⾞するため、補助⾦を活⽤し購⼊します。
〇救急救命⼠や救急隊員の育成を⾏います。
〇尾張中北消防指令センターの出動指令システム等を改修し、救急⾞増⾞に伴う対応に万全な対応をしま
す。

 救急自動⾞を増⾞することにより、⽝⼭市の救急救命を強化し、救命率の向上に努め、市⺠の安⼼・安
全に寄与します。

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

救急対応強化事業費

国庫補助⾦ 1,950万円

救急⾞4台体制を構築します

事業費  5,324万円 所管課 消防総務課

救急自動⾞を1台増⾞、令和3年4⽉から救急自動⾞の4台体制で
運⽤を開始し救急対応の強化を図ります。

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

参考資料
平成30年配備⾞両



 施設の⽼朽化により、維持管理費の増⼤が⾒込まれること、城下町地区の景観阻害建築物になっていることに
より、福祉会館の有する機能をフロイデを中⼼とした市内の他施設に移転させたうえで、福祉会館の解体を実施
します。

 昭和45年竣⼯の⽝⼭市福祉会館の解体を⾏います。

 解体事業の実施によって、城下町地区の景観向上に資することができます。
 解体後は史跡調査を実施し、新たな施設の建設を予定しています。

17

福祉会館の解体を令和2年度中に実施します。

3-1-4 福祉会館費

国庫補助⾦ 100万円
公共施設等管理基⾦繰⼊⾦ 2億2,130万円

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

福祉会館を解体します

事業費  福祉課所管課2億2,230万円

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



※この事業は、国庫補助⾦を活⽤するため、経費の⼤半を令和元年度補正予算として計上し、実際の整備は令和2年度に実施します。

18

 平成28年度 プロポーザル⽅式により、設計者を決定。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
 令和 元年度 既設北校舎解体、跡地に新体育館の改築、プール耐震補強⼯事を施⾏
 令和  2年度 既設本館の⻑寿命化改良⼯事、既設体育館の解体、跡地を含めた学校北側周辺の
        整備⼯事の施⾏
 令和  3年度 学校南側の整備⼯事の施⾏

基礎知識 令和２年度の予算 令和２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。エアコン未設置の本館の普通教室には、今年の夏前までに仮設⼯事にてエア
コンを設置します。

9-2-3 学校整備費

 「⽝⼭市⼩中学校施設の⻑寿命化計画」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  【令和元年度予算分】7億1,847万円
【令和2年度予算分】  1,008万円

所管課

【令和元年度予算分】国庫補助⾦ 1億8,040万円 市債 4億2,770万円
                              楽田⼩学校体育館等整備基⾦繰⼊⾦ 1億430万円
【令和2年度予算分】なし

学校教育課

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

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



9-2-3 学校整備費

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

児童の教育環境の向上と、⽝⼭南⼩学校区の拠点として、
利⽤しやすい複合施設とします。

⽝⼭南⼩学校校舎の⼤規模改修に向けた設計業務を開始します

事業費  3,012万円 所管課 学校教育課

なし

 「⽝⼭市⼩中学校施設の⻑寿命化計画」に基づき、学校施設の環境整備を進めます。
 耐⼒度調査の結果、昭和33年度建築の北校舎は建替え、昭和47年度建築の南校舎は⻑寿命化改良して
いくことになりました。
 市内⼩中学校施設の中で一番古い給⾷室を含め、整備を⾏い、教育環境の充実を図ります。

 令和元年度 校舎の耐⼒度調査を実施し、北校舎は建替え、南校舎は⻑寿命化改良の評価を受ける。
       【⽂部科学省基準】
 令和２年度 前年度に引き続き、先⽣や児童、ＰＴＡ、地域住⺠等を対象に、ワークショップ等を実
       施し、基本構想を策定。策定後、設計委託業者を決定し、基本設計業務を実施。
 令和３年度 基本設計策定後、実施設計業務を実施。
 令和４年度 実施設計図書策定後、⼯事施⼯。
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 より良い安⼼安全な教育環境の施設整備を前提としつつ、すでに学校敷地内で運営している児童クラブ
施設の充実、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。

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 令和２年度の予算 令和２年度の事業

9-5-5 図書館費

⼦どもたちの読書空間を整備します

事業費  3,355万円 所管課 ⽂化スポーツ課

⼦どもと保護者が気軽に集う図書館整備を進めます。
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ふるさと応援基⾦繰⼊⾦ 3,355万円

 近年のデジタル機器の普及や情報通信技術の進展等により、⼦どもたちの⽣活環境が⼤きく変化する中
で、幼児期から中学⽣に上がる前までの読書習慣の形成と⽣きる⼒を⾝に着けるための読書の重要性が指
摘されている今、⼦どもたちの健やかな成⻑と図書館のさらなる利⽤促進のために、⼦どもの読書活動推
進に重点を置き、⻑期的視野に⽴った市⺠全体の読書推進を図ります。

 令和2年度に開館30周年を迎える市⽴図書館では、幼児期から中学⽣に上がる前までの読書習慣の形成
を促進するために、「読書キャンプ」をコンセプトに、⽝⼭の自然や歴史を感じながら本に親しみ、⼦ど
もと保護者が気軽に読書ができるよう、２階展示室を「⼦ども読書空間」としてリニューアルします。
 対象⾯積 合計198.47㎡（展示室162.11㎡ スタッフルーム36.36㎡）

 ⼦どもの読書活動推進に重点を置いた図書館整備を⾏うことで、⼦どもの読書率と図書館の利⽤率の向
上及び読書による⼦どもの読解⼒を向上し、広く市⺠に読書の⼤切さや素晴らしさを伝え、市⺠全体の読
書推進につなげます。

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

子ども読書空間イメージ



市の道路網における南北軸となる幹線道路整備により、道路利⽤者の安全確保
や渋滞緩和、消火活動困難地域を解消し、地域の発展を図ります。

7-4-4
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街路事業費

国庫補助⾦ 3,252万円 県補助⾦ 1,482万円 市債  1億5,380万円

 都市計画道路富岡荒井線は⽝⼭市を南北に縦断する幹線道路であり、北側より順次整備を進めています
が、南部の楽田地区内は未整備です。この区間の現状は、並⾏する県道善師野⻄北野線の道幅が狭く歩道
もないため、朝⼣の通勤通学時には自動⾞・自転⾞・歩⾏者が錯綜して⼤変危険です。
 また、消防⾞などの緊急⾞両の通⾏が困難な状況にあることから、幹線道路として安全な道路を整備
し、道路利⽤者や周辺地域住⺠の安⼼・安全を確保します。

 令和元年度までは⽝⼭市南部⾼齢者活動センターから番前地内の楽田東⼦ども未来園付近（⼆ノ宮川）
までの区間を継続して整備してきており、令和2年度は引き続き楽田東⼦ども未来園付近区間の道路整備⼯
事を進めます。令和元年度からは、⼆ノ宮川から上⼩針交差点までの区間を新たに事業化し、令和2年度は
引き続き⽤地取得及び道路・橋梁詳細設計を進めます。

 都市計画道路富岡荒井線は市の道路網の南北軸を構成する重要な路線であるとともに、現在狭隘な県道
善師野⻄北野線のバイパスとしての機能を有しています。そのため、幅の広い歩道や2⾞線の⾞道を整備
し、自転⾞・歩⾏者の安全確保や周辺の消火活動困難地域の解消、渋滞緩和などを図ります。また、市の
南北地域間におけるアクセス性が向上し、地域の発展に寄与することができます。

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

都市計画道路富岡荒井線を整備します

事業費  2億2,281万円 所管課 整備課

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

車 道 歩 道

楽田東子ども未来園

整備イメージ（園芸共販施設集荷場～楽田東こども未来園）
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令和２年度整備区間 令和２年度用地買収、道路・橋梁詳細設計



 ⼦どもたちが安⼼して通⾏できる歩⾏空間を確保することができます。

 ○通学路安全対策⼯事          2,000万円 （令和元年度︓⼟⽊管理課 300万円）
 ○通学路安全対策⼯事          2,000万円 （令和元年度︓学校教育課 100万円）
  ・市道⽝⼭富岡線（⽝⼭字北別祖地内外）  カラー舗装
  ・市道一の宮線（⽻⿊新田字中屋敷地内外） カラー舗装、グリーンベルト
  ・市道寺洞名荷線（善師野⼆丁目地内外）  グリーンベルト
 ○園児移動経路安全対策⼯事  921万円
  ・市道⽝⼭公園⼩牧線（星和苑から⼭の田公園交差点の間） ガードパイプ設置
  ・その他（12箇所） カラー舗装、外側線設置など
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７-2-１ 道路維持費

国庫補助⾦   594万円 市債 2,070万円

 「通学路交通安全プログラム」に基づき、計画的かつ継続的に交通安全対策を実施するため、令和２年
度から予算を拡充し、グリーンベルト及びカラー舗装などを重点的に整備し、⼦どもたちが安⼼して通学
できる歩⾏空間の確保を推進していきます。
 また、滋賀県⼤津市の保育園児散歩中の死傷事故を受け、園児散歩コース緊急点検の結果に基づき、令
和２年度に防護柵設置、カラー舗装など安全対策⼯事を⾏います。

 ⼦どもたちが安⼼して通学できるよう、通学路安全対策⼯事を推進します。
また、園児散歩コースの安全対策⼯事を⾏います。

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

通学路等の安全対策を推進します

事業費  2,921万円 所管課 ⼟⽊管理課

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

路側帯（路肩） ⾞道

グリーンベルト

対策イメージ

路側帯（路肩） ⾞道

対策前の通学路（万願寺地内）



令和２年度の事業基礎知識 令和２年度の予算

事業費 

県補助⾦ 5,565万円

6-1-2

産業課3億1,130万円

商⼯費

担当課
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市内で⻑年操業する企業が⼯場の建設など設備投資を⾏う際に、
愛知県と連携して補助をします。

市内の企業が⾏う設備投資を⽀援します

 市内で⻑年操業し地域の経済と雇⽤を⽀えてきた企業が、新たな設備投資をきっかけとして市外へ流出
することを防ぐために、市内での設備投資を⽀援します。

 企業の⾏う⼯場や研究所の建設や、⽣産ライン等の設備の一新に要する経費の一部を補助します。
 ○東洋紡株式会社      補助額 2億円
               （同額を愛知県が直接補助）
 ○株式会社メイトクツールズ 補助額 1億1,130万円
               （うち2分の1を愛知県が負担）

 市外への企業流出を防ぐことにより、雇⽤と税収の確保につながります。

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



 ⾝近に⽀援者がいない産婦や、育児不安の強い産婦を対象に、⺟⼦の⼼⾝へのケアや、育児サポート等
を⾏い、安⼼して⼦育てができる⽀援体制を構築します。
・対象者︓産後ケアを必要とする、出産後１年を経過しない⼥性、乳児
・実施内容︓市が指定する医療機関に宿泊した⺟⼦へ、助産師などによる⼼⾝のケア、育児のサポート
      の実施（産婦の体調管理とケア、休養、育児相談など）
・自⼰負担︓⽣活保護世帯・市県⺠税非課税世帯      0円
      （多胎児2⼈目以降の1⼈当たりの加算額）  0円
      課税世帯                                       3,000円
      （多胎児2⼈目以降の1⼈当たりの加算額）300円
   問い合わせ先︓保健センター（℡ 61-1176）

基礎知識 令和２年度の予算 令和２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。

福祉・健康
在宅要介護者介護⼿当（令和元年10⽉1⽇から開始） 予算︓1,728万円

 在宅介護している⽅の、精神的、⾁体的、経済的な負担を軽減するため、⽀給している介護⼿当の⽀給
額を増額し、⽉額5,000円から8,000円に引上げました。
・対象者︓寝たきり状態または認知症の症状が3か⽉以上続き、常時介護が必要な65歳以上の⾼齢者を
     在宅で介護している⽅
・助成額︓⽉額8,000円（年額96,000円）
   問い合わせ先︓⾼齢者⽀援課 ⾼齢者福祉担当（℡ 44-0325）

産後ケア事業 予算︓99万円

おたふくかぜの予防接種助成 予算︓150万円
 任意予防接種であり、全額自⼰負担となっているおたふくかぜ（流⾏性⽿下腺炎）について、接種費⽤
の一部を助成します。
・対象者︓ 1 歳から⼩学校⼊学前までの市⺠で、おたふくかぜに罹患したことがない⼈
・助成回数︓過去の接種回数にかかわらず１回のみ
・助成額︓2,000円
   問い合わせ先︓保健センター（℡ 61-1176）
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拡充

新規

新規



基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

防災・安⼼安全
⾃主防災組織⽀援助成⾦ 予算︓50万円
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⽣活衛⽣
合併処理浄化槽設置補助⾦の拡充 予算︓399万円

 合併処理浄化槽の設置費に加え、既設の汲み取り便槽または単独処理浄化槽の撤去費、宅内配管⼯事費
も補助対象とします。
・補助額︓５⼈槽の場合（６〜７⼈槽、８〜１０⼈槽で一部上限額が異なります）
      設置費        1件あたり上限332,000円
      撤去費（※）     1件あたり上限  90,000円
      宅内配管⼯事費（※） 1件あたり上限300,000円 ※令和２年度から拡充
   問い合わせ先︓環境課（℡ 44-0344）

 現在乗っている自動⾞に後付けできる安全運転⽀援装置の購⼊及び設置費⽤の一部を補助します。
・補助対象︓後付けの安全運転⽀援装置を指定販売事業者で設置した満65歳以上の市⺠
・補助額︓障害物検知機能付き 上限32,000円
     障害物検知機能なし 上限16,000円
   問い合わせ先︓防災交通課 担当（℡ 44-0347）

防犯対策費補助⾦ 予算︓100万円
 住宅の防犯対策に要した費⽤を補助し、住宅侵⼊盗に強い住宅を増やします。
・補助対象︓市内の住宅に防犯対策を実施した世帯の世帯主（1世帯1回限り、100世帯予定）
      補助対象物品 防犯フィルム、補助錠、テレビ付きインターホンなど
・補助額︓対象経費の1/2（上限10,000円）
   問い合わせ先︓防災交通課（℡ 44-0347）

 自主防災組織の防災⼒強化のため、資機材購⼊に対する補助について、補助対象資機材を拡⼤し、補助額
を3万円から5万円へ引き上げます。
・対象者︓自主防災組織
・対象物品︓自主防災組織⽴ち上げ時の当初資機材の買い替えのほか、備蓄⾷料など防災資機材全般
     （ただし、補助の利⽤には購⼊した資機材を⽤いた訓練の実施を条件としています）
・補助額︓対象経費の1/2（上限5万円）
   問い合わせ先︓防災交通課（℡ 44-0346）

防災⼈材育成補助⾦ 予算︓12万円
 防災意識を⾼め、自助、共助を推進する防災⼈材を育成するため、あいち・なごや強靭化共創センター
（県）が主催する「防災・減災カレッジ」の講座受講料（上限6,000円）を補助します。
・対象経費︓防災基礎研修と「地域防災コース」または「防災Vcoコース」の受講料
      ※追加でコースを受講することで防災⼠（特定非営利活動法⼈⽇本防災⼠機構による⺠間資格）
       の受験資格を得られます。
・補助額︓上限6,000円（補助⼈数20名まで）
   問い合わせ先︓防災交通課（℡ 44-0346）

⾼齢者後付安全運転⽀援装置設置促進補助⾦ 予算︓320万円

新規

新規

新規

拡充

拡充



空き家対策等補助⾦ 予算︓80万円

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

防災・安⼼安全（つづき）

非⽊造住宅耐震診断費補助⾦ 予算︓10万円

 電話による詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺防止⽤電話機器の購⼊費を補助します
・補助対象︓市内在住で、65歳以上（申請年度末時点）の⽅（1世帯1回限り、50世帯予定）
      補助対象物品 ①固定電話に接続する自動着信拒否装置
             ②固定電話に接続する自動応答録音装置
             ③自動応答録音装置または自動着信拒否装置の機能がついている電話機
・補助額︓対象経費の1/2（上限5,000円）
   問い合わせ先︓防災交通課（℡ 44-0347）

特殊詐欺防⽌⽤電話機器購⼊費補助⾦ 予算︓25万円

⺠俗⽂化財復旧再開事業補助⾦ 予算︓106万円
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 危険な空き家解消を目指し、改修費⽤の補助に加え、解体⼯事の費⽤の一部を補助します。
 また、危険空き家解体後の⼟地についても、条件によって固定資産税の減免が適⽤されます。
・補助対象︓空き家バンクに6か⽉以上掲載されている物件など（実施する内容で条件が異なります）
・補助額︓改修     補助率1/2（上限400,000円）
     除却（解体） 補助率4/5（上限200,000円）
   問い合わせ先︓都市計画課（℡ 44-0331）

⽂化振興

 かつて市内で⾏われていた伝統⾏事等で、維持が困難となり、休止の状態が続いているもの復旧・再開
を⽀援するための経費について、一部または全部を補助します。
・対象事業︓休止中の伝統⾏事等の復旧再開に伴う⽤具等の保存修理事業⼜は復元新調事業
       →補助対象経費の1/3を補助（交付限度額︓50万円）
      休止中の伝統⾏事等の復旧再開時及び以後の後継者育成事業
       →補助対象経費の額を補助（交付限度額︓3万円）
   問い合わせ先︓歴史まちづくり課（℡ 44-0354）

 非⽊造住宅（鉄筋コンクリート造、鉄骨造など）に関する耐震診断に対する費⽤の一部を補助します。
・補助対象︓市内にある一⼾建ての住宅、⻑屋、共同住宅
・補助額︓診断費⽤の2/3（上限10万円）
   問い合わせ先︓都市計画課（℡ 44-0331）

吹付けアスベスト対策費補助⾦ 予算︓25万円
 吹付けアスベストが含まれていると思われる建築物に対して、含有調査の経費を補助します。
・補助対象︓市内にある建築物のうち、吹付けアスベストが施⼯されているおそれがあり、愛知県が
      整備するアスベスト調査台帳に記載された建築物
・補助額︓調査費の全額（一⼾あたり 上限250,000円）
   問い合わせ先︓都市計画課（℡ 44-0331）

新規

新規

新規

新規

拡充



　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

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

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︕

※令和2年3⽉31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

基礎知識 令和２年度の予算 令和２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 84箇所
・市内のコンビニエンスストア 30店舗

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】



 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」
や⽝⼭市⺠交流センター「フロイデ」（令和2年4⽉にリニューアルしました）、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。

▲フロイデは
 令和2年4⽉リニューアル
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     近くの施設を使ってみてください︕

基礎知識 令和２年度の予算 令和２年度の事業

売 地

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

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。

令和2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︕

※令和2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520円、65歳以上・障害者・⼩中学⽣310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

 ⽝⼭市の令和2年度予算と主な事業を⾒てみましたが、どのようなことに予算を使お
うと計画しているの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ひと
つの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



令和2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


