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連動 

重点課題 

第１章  総 論 

第１節  計画の目的                                        

この計画は、本宮市第１次総合計画後期基本計画（平成 26 年度～平成

30 年度）に定められた施策の基本方針を具体化するため、平成 26 年 3 月

に策定した「本宮市自主的財政健全化計画第３次改訂版」（以下「財政健

全化計画」という。）との整合性を図りながら、施策の目標達成に必要な

主要事務事業を施策体系別に示し、効果的・効率的な行財政運営を図るこ

とを目的とします。 

なお、重点プロジェクトについては、３つの視点（「①未来につながる震

災・災害からの復興」「②定住促進につながる住みよいまちづくり」「③安

心につながる災害に強いまちづくり」）をもって毎年度事業の構築を行い、

重点事業として推進します。 

 

◇ 主要事務事業選定の考え方 

・財政健全化計画に実施が位置付けされた事務事業、及び経費を含む事

務事業 

・前期基本計画にある施策、及び基本事業の目標達成に貢献度の高い事

務事業 

第２節  計画の構成と期間                                   

１．計画の構成 

後期基本計画にある基本目標、施策、基本事業の体系により整理し、基

本事業を達成するための主要事務事業による構成とします。 

  

                                 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像 

基本理念 

基本目標 
（５つの目標） 

 

① 基本構想 

② 基本計画 

③ 実施計画 

基 本 施 策 

基本事業（施策の基本方針） 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

事
務
事
業 

 

主
要
事
務
事
業 

 

主
要
事
務
事
業 

 

主
要
事
務
事
業 

 

主
要
事
務
事
業 

重点プロジェクト
（３つの視点） 



第１章  総 論 
 

- 2 - 

 

    ２．計画の期間 

第２次実施計画の計画期間は、平成 27～29年度とし、ローリング方式※

により策定します。 

 

※【ローリング方式】 

計画の実施過程で、計画と実績の間に差異が生じてないかをチェックし、事務事業に対す

る評価を加えます。改善の余地がある場合には、実績に合わせて計画を見直し、再編して目標

の達成を図る方式。 

  

平成 
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平成 

21～24年度 

平成 

25年度 

平成 

26 年度 

平成 
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第３節  計画の進行管理                                    

１．進行管理の基本的な考え方 

計画は、その時点での把握している情報をもとに策定していますが、社

会経済情勢の変化や国・県の動向など、事業費を含め全てが予測されるも

のではなく、その時々には新たな対応や既存事業の見直しといった柔軟な

対応も必要となります。そのため、計画の進行管理にあたっては、「行政

評価システム」を最大限に活用し、現状と課題の把握や事務事業評価によ

る見直しを行うとともに、総合計画との整合を図りつつ、財政健全化計画

における財政的な面からの検討を加えその都度対応を行うこととします。 

 

２．一般財源の動向見込みとその対応方針 

 市の財政状況は、市政運営の根幹である市税及び地方交付税の一般財源

が年々減少していく中で、財政需要が高まっている状況にあります。 

 市税については、長引く景気の低迷や東日本大震災の影響により年々減

少傾向にあり、また、普通交付税は、合併算定替の特例期間が平成２７年

度で終了し、２８年度から５年間の段階的な減額期間（激変緩和措置期間）

を経て、平成３３年度より一本算定が始まり大幅な減額となる見込みであ

ります。さらに特別交付税についても、平成２８年度から減額となる見込

みであり、一般財源の確保が非常に困難な状況となります。 

 これらを踏まえて、財政調整基金及びその他の基金について、総合的に

その在り方について見直しを図るとともに、財政調整基金の積立目標額を

定め、財源調整機能を担保することが重要であります。そのために、自主

的財政健全化計画の徹底と、事務事業のスクラップや経費節減等の基本原

則に立ち、行政改革を進めて行くこととします。 
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第２章  施策体系と主要事務事業 

第１節  施策体系と主要事務事業                             

１．施策体系 

この実施計画は、施策体系に沿って主要事務事業（事務事業）を整理した

ものですが、その施策体系とは、「施策⇔基本事業⇔主要事務事業（事務事

業）」という目的⇔手段の関係で整理された体系をいいます。なお、施策体

系では次の例のとおりとなります。 

 

 ≪例≫ 

    施 策          基本事業           主要事務事業 

目　的

 幼稚園管理運営事業

 小学校読書活動推進事業

 中学校読書活動推進事業

 学力向上対策事業

手　段

 幼稚園読書活動推進事業

１‐１
子どもの生きる
力を育む教育の

推進

 外国語指導助手招致事業

 特別支援教育支援員配置

 事業

手　段

 1　幼児教育の充実

 3　確かな学力を育む学校教育の推進

 2　豊かな心を育む学校教育の推進

目　的

 小学校文化芸術分野各種

 大会・交流行事参加事業

 幼稚園児定期健康診断事

業

 キャリア教育推進事業

 中学校文化芸術分野各種

 大会・交流行事参加事業
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２．主要事務事業 

（１）【人】豊かな心と創造性あふれる人材育成のまちづくり 

施　策 基本事業 主要事務事業

幼稚園管理運営事業

幼稚園児定期健康診断事業

幼稚園読書活動推進事業

キャリア教育推進事業

小学校文化芸術分野各種大会・交流行事参加事業

中学校文化芸術分野各種大会・交流行事参加事業

小学校読書活動推進事業

中学校読書活動推進事業

学力向上対策事業

外国語指導助手招致事業

特別支援教育支援員配置事業

学校復帰支援事業

スクールソーシャルワーカー配置事業

学校給食放射性物質検査事業

小学校児童定期健康診断事業

中学校生徒定期健康診断事業

小学校スポーツ分野各種大会・交流行事参加事業

中学校スポーツ分野各種大会・交流行事参加事業

自校給食事業

本宮方部学校給食センター運営参画事業

放課後子ども教室推進事業

家庭教育事業

子ども安全対策会議運営事業

通園通学支援事業

小学校管理運営事業

中学校管理運営事業

小学校空調設備整備事業

中学校空調設備整備事業

小学校施設耐震化事業

中学校施設耐震化事業

保育所施設耐震化事業

1 青少年健全育成の意識づくり 青少年健全育成推進大会事業

青少年問題協議会運営事業

青少年健全育成団体支援事業

3 青少年の社会参加・交流活動の推進 体験活動・ボランティア活動支援センター事業

青少年リーダー育成事業

青少年教育事業

地区公民館・分館活動推進事業

社会教育委員活動事業

地域支援推進事業

生涯学習教室・講座委託事業

成人教育事業

女性教育事業

高齢者教育事業

7 教育活動・体制の充実

1－1
子どもの生きる力を育

む教育の推進

8 教育施設の整備推進

2 豊かな心を育む学校教育の推進

3 確かな学力を育む学校教育の推進

4 健全な心身を育む学校教育の推進

1 幼児教育の充実

5 家庭・地域の教育力の向上

6 子どもの安全・安心の確保

2 青少年健全育成の環境づくり

2 学習内容の充実

1－2

青少年の健全育成の推
進

4 青少年活動リーダーの育成

1 学習環境・体制の充実

1－3
生涯学習の推進
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図書室図書資料提供事業

しらさわ夢図書館運営事業

しらさわ夢図書館協議会運営事業

ブックスタート事業

多文化共生推進事業

都市交流事業

スポーツ振興活動団体支援事業

スポーツ少年団支援事業

スポーツ各種競技大会出場支援事業

スポーツ推進委員活動事業

スポーツ行事開催事業

スポーツ交流事業

生涯学習教室・講座委託事業（再掲）

トレーニング教室運営事業

体育館管理運営事業

市民プール管理運営事業

文化財・史跡保存事業

文化財保存団体支援事業

資料館管理運営事業

文化芸術行事開催事業

ふれあい文化ホール企画展開催事業

ふれあい文化ホール講座開催事業

3 図書サービスの充実

1－5
文化財の保存と文化芸
術活動の推進

1 文化財の保存・伝承・活用

2 多様な文化芸術の鑑賞機会と発表

  機会の充実

1－4
生涯スポーツの推進

3 スポーツ・レクリェーション施設の

  整備と活用

2 指導者の育成と幅広いスポーツ活動

  の普及促進

1－3
生涯学習の推進

4 都市間・多文化等交流の推進

1 スポーツ振興団体の活動支援

 

（２）【互】市民と行政の協働による自立したまちづくり 
施　策 基本事業 主要事務事業

広報もとみや発行事業

市政広報業務委託事業

まちづくり出前講座事業

市民満足度調査事業

2 情報公開による情報共有化の推進 情報公開事業

3 計画策定・政策形成過程への市民

  参画の推進
パブリック・コメント制度運用事業

4 主体的なまちづくり活動の支援 ボランティアネットワーク構築事業

一般研修事業

契約管理事務

予算編成・執行管理事務

普通財産管理事務

長期財政計画推進事業

行政評価システム推進事業

市民税賦課事務

固定資産税賦課事務

軽自動車税賦課事務

収納管理事務

地域づくり支援事業

行政区支援事業

2 地区集会施設の整備支援 集会所整備支援事業

1 広報・広聴活動の充実

2－2
地域コミュニティ活動
の推進

1 地域コミュニティ組織の支援・育成

5 効果的・効率的な行政運営

2－1
市民参画・協働と市民

の視点に立った行政活
動の推進
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（３）【愛】共に支えあうやさしいまちづくり 

施　策 基本事業 主要事務事業

保育所事業

保育料助成事業

家庭児童相談員設置運営事業

地域子育て支援拠点事業（ひろば型）

地域子育て支援拠点事業（センター型）

乳幼児医療費助成事業

小学生医療費助成事業

中学生医療費助成事業

高校生相当医療費助成事業

民間認可保育所・保育園運営支援事業

民間認可外保育所・保育園運営支援事業

一時保育事業

延長保育事業

障がい児保育事業

預かり保育事業

ファミリーサポートセンター支援事業

放課後児童健全育成事業

健康づくり推進員活動事業

食生活改善推進員活動事業

がん検診事業

女性がん検診事業

健康診査事業

乳幼児健康診査事業

妊産婦健康管理事業

予防接種事業

保健指導管理事業

食生活改善推進員活動事業（再掲）

放射線健康管理対策事業

国民健康保険税収納率向上対策事業

医療費適正化対策事業

5 医療体制の充実と支援 在宅当番医制負担事業

老人クラブ活動支援事業

高齢者いきいき交流事業

シルバー人材センター支援事業

高齢者生きがいデイサービス事業

高齢者ふれあいプラザ維持管理事業

一次予防事業

二次予防事業

敬老会開催事業

寝たきり在宅者介護家庭支援事業

在宅介護支援センター運営事業

介護サービス等給付事業

介護予防サービス等給付事業

スマイルキッズパーク運営事業

1 子育てしやすい環境の整備

3－2

心と体の健康づくりの
推進

2 健康管理の促進

4 国民健康保険制度の適正な運営

2 多様な保育サービスの充実

3 仕事と子育ての両立支援体制の充実

1 健康づくり増進体制の充実

3 放射線リスクの軽減

3－1

子育て支援の充実

3－3

高齢者福祉の充実

1 高齢者の生きがいづくりと社会参加

  の促進

2 介護予防と自立支援の推進

3 在宅福祉サービスの充実と支えあう

  地域づくりへの支援

4 介護サービスの充実と介護保険事業

  の円滑な運営
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1 相談支援体制の充実 障がい者福祉相談支援事業

2 地域社会参加の支援 移動支援・日中一時支援事業

3 生活支援体制の充実 障がい者福祉サービス介護給付事業

2 生活保護制度の適正な運用 生活保護事業

3 国民年金制度の適正な運用と啓発 国民年金事務

1 地域福祉を推進する団体等への支

援・連携
社会福祉協議会活動支援事業

2 地域福祉ネットワークづくりの支援 民生委員・児童委員活動事業

1 人権啓発・相談体制の充実 人権啓発・相談事業

2 男女共同参画の意識づくり 男女共同参画意識啓発事業

3 男女共同参画活動の推進体制の充実 男女共同参画審議会運営事業

4 社会のあらゆる分野への女性の参画

が進む社会環境づくり
男女共同参画支援事業

生活困窮者自立支援事業

3－7
人権尊重と男女共同参

画社会の推進

3－4

障がい児・障がい者福
祉の充実

3－5
生活援護制度の適正な

運用による自立支援

1 生活相談・自立支援体制の充実

3－6
地域福祉の推進

 

 

（４）【豊】活力あるふるさとのまちづくり 

施　策 基本事業 主要事務事業

農業経営改善資金融資制度推進事業

家畜導入資金融資制度推進事業

担い手支援事業

特産作物振興対策事業

グリーン・ツーリズム地域推進事業

農産物等風評被害対策事業

堆肥助成交付金事業

遊休農地対策事業

土地改良区支援事業

農業用道水路整備事業

1 地域に密着した商店・商店街づく

  りの推進
商工業振興団体支援事業

2 人が集まる事業活動の支援 商工業振興団体支援事業（再掲）

3 中小企業・事業者の育成と経営基

  盤安定化の支援
商工業経営金融支援事業

1 企業立地の推進 企業立地推進事業

工業団地維持管理事業

工業団地用地取得事業

地域雇用支援事業

シルバー人材センター支援事業（再掲）

2 福利厚生の支援 勤労者互助会運営支援事業

工場等設置支援事業

4－4
勤労者の雇用対策と就
労環境の充実

4 農林業基盤の整備

4－1
地域の特性を活かした
農林業の振興

2 農林産物の風評被害の払しょくと消

費・販路拡大

3 遊休農地の解消と生産拡大

4－3
活力ある工業の振興

3 工業団地の管理・整備

4－2
にぎわいと魅力あふれ
る商業の振興

2 既存企業及び新規立地企業への支

  援

1 就労支援対策の推進

1 農業担い手の育成・確保
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1 観光資源の整備 観光施設管理事業

観光案内・宣伝事業

安達地方観光物産振興協議会PR事業

3 新しい観光資源の開発と観光事業の

  支援
観光関係団体運営支援事業

4－5
旅人を癒す観光資源の

活用と物産振興

2 観光案内・宣伝の充実

 

 

（５）【住】安全・安心な環境のまちづくり 

 
施　策 基本事業 主要事務事業

環境美化推進事業

騒音防止対策事業

2 生活環境対策の推進 環境美化推進事業（再掲）

3 ごみ減量化とリサイクルの推進 ごみ減量化・資源化対策事業

4 環境負荷の低減と省エネルギーの

  推進
太陽光発電システム設置支援事業

住宅除染事業

線量低減化対策事業

水質検査事業

石綿セメント管更新事業

白沢地区施設拡張事業

水道施設耐震化改修事業

水洗化普及事業

下水道汚水処理施設整備事業

浄化槽設置支援事業

浄化槽維持管理支援事業

道路維持補修事業

橋りょう維持事業

生活道路整備事業

もとみや定住促進事業

住宅建築耐震化促進事業

市営住宅維持管理事業

復興公営住宅整備事業

公園維持管理事業

生けがき設置助成金交付事業

消防団活動事業

消防施設維持管理事業

消防関係車両管理事業

消防屯所建設事業

水防活動事業

防災通信施設管理事業

防災体制整備事業

防災訓練実施事業

防災体制整備事業（再掲）

防災通信施設管理事業（再掲）

2 災害対策の推進

1 生活道路の整備と市道の適正な維持

  管理の推進

5－4
消防・防災体制の充実

3 自治体間等連携の推進

5－1
環境保全・美化対策の
推進

1 消防力の強化と火災予防対策の

  推進

1 安全な水道水の安定供給

2 下水道の普及推進

3 合併処理浄化槽の普及促進

5－3
快適な住環境の形成

4 公園整備・緑化の推進

5－2
安全・安心な水環境の
形成

1 環境保全対策の推進

5 放射能除染の推進

2 安全で快適な住宅づくりの推進

3 市営住宅の適正な管理
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防犯灯整備事業

防犯灯維持管理事業

防犯活動支援事業

防犯カメラ整備事業

2 安全な消費生活の充実 消費生活啓発・相談事業

交通教育専門員活動事業

交通安全活動事業

交通安全活動団体支援事業

2 交通安全施設の整備 交通安全対策施設整備事業

農業振興地域整備計画策定事業

都市計画マスタープラン策定事業

2 土地利用計画の方針に即した土地利

　用の推進
開発指導事務

大山・松沢線整備事業（安達太良ドリームライン）

上ノ橋先線道路整備事業

合併支援道路（主要地方道本宮・三春線）整備事業

用悪水路改良事業

河川維持管理事業

阿武隈川左岸築堤推進事業

下水道雨水処理施設整備事業

白沢総合支所周辺道路改良事業

駅周辺等整備事業

まちづくり道路整備事業

（都）本宮停車場・中條線整備事業

4 公共交通体系の整備 地域公共交通運行支援事業

5－5

防犯・消費者保護対策

の推進

1 防犯体制の充実

1 交通安全体制と運動の充実

5－8

都市基盤の形成

5－6

交通安全対策の推進

3 中心市街地の整備

5－7

計画的な土地利用の推

進

1 土地利用の方針の明確化

1 都市計画道路・幹線市道の整備

2 治山・治水対策の推進
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 第３章  実施計画（主要事務事業） 

≪計画書シート≫ 



基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 39,522

平成27年度 継続 　　　　〃 32,307

平成28年度 継続 　　　　〃 32,307

平成29年度 継続 　　　　〃 32,307

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,572

平成27年度 継続 　　　　〃 1,537

平成28年度 継続 　　　　〃 1,537

平成29年度 継続 　　　　〃 1,537

平成26年度 継続 事業概要に同じ 150

平成27年度 継続 　　　　〃 150

平成28年度 継続 　　　　〃 150

平成29年度 継続 　　　　〃 150

平成26年度 継続 事業概要に同じ 2,266

平成27年度 継続 　　　　〃 3,996

平成28年度 継続 　　　　〃 3,996

平成29年度 継続 　　　　〃 3,996

1-1-2
豊かな心を育む学
校教育の推進

幼稚園管理運営事業 幼保学校課
園児が安心して幼稚園に通い、学べる環境
づくりを推進する。

教育内容の充実と教育環境の整備に努
め、市内５か所で４、５歳児を対象とした幼
稚園を運営する。

幼稚園児定期健康診断
事業

幼保学校課
要精検園児の早期発見と治療の指導によ
り、健康の保持と増進を図る。

園児の健康保持と増進のため、学校保健法
に基づく健康診断を実施する。

1-1-1
幼児教育の充実

幼稚園読書活動推進事
業

幼保学校課

読書に対する興味を深め読書習慣を身に
つけることにより、日常生活に必要な知識
や幅広い想像力を高めるとともに、豊かな
感性を養う。

幼稚園児に絵本の読み聞かせや貸し出しを
行い、お話の世界にたくさん触れさせるな
ど、読書習慣の形成を支援する。

公立の幼稚園児、
公立幼稚園

市立幼稚園の園児

市立幼稚園の園児

キャリア教育推進事業 幼保学校課
市内小中学校児童
生徒

児童生徒が将来への夢や職業を思い描き、
その実現に向けて努力することができるよう
にする。

児童生徒が自らの将来像を考え、勤労感を
養う等の取組みを行うため、講演等を行う。

（単位：千円）
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,522

平成27年度 継続 　　　　〃 1,936

平成28年度 継続 　　　　〃 1,936

平成29年度 継続 　　　　〃 1,936

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,521

平成27年度 継続 　　　　〃 1,864

平成28年度 継続 　　　　〃 1,864

平成29年度 継続 　　　　〃 1,864

平成26年度 継続 事業概要に同じ 2,020

平成27年度 継続 　　　　〃 1,920

平成28年度 継続 　　　　〃 1,920

平成29年度 継続 　　　　〃 1,920

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,744

平成27年度 継続 　　　　〃 3,595

平成28年度 継続 　　　　〃 3,595

平成29年度 継続 　　　　〃 3,595

1-1-2
豊かな心を育む学
校教育の推進

中学校読書活動推進事
業

幼保学校課 中学校生徒

読書に対する興味を深め読書習慣を身に
つけることにより、日常生活に必要な知識
や幅広い想像力を高めるとともに、豊かな
感性を養う。

学校図書の購入及び学校図書館司書と連
携して、学校図書館における学習活動を充
実する。

安達地方音楽コンクール・県音楽コンクー
ル等への参加や、中学校英語弁論大会へ
の参加、各種文集コンクール等への出品を
行う。

文化活動を通して情感あふれる表現や鑑賞
の基礎となる力を身につける。

中学校生徒幼保学校課
中学校文化芸術分野各
種大会・交流行事参加事
業

小学校読書活動推進事
業

幼保学校課 小学校児童

読書に対する興味を深め読書習慣を身に
つけることにより、日常生活に必要な知識
や幅広い想像力を高めるとともに、豊かな
感性を養う。

学校図書の購入及び学校図書館司書と連
携して、学校図書館における学習活動を充
実する。

安達地方音楽コンクール・県小学校音楽祭
等への参加や、各種文集コンクール等へ作
品の出品を行う。

文化活動を通して情感あふれる表現や鑑賞
の基礎となる力を身につける。

小学校児童幼保学校課
小学校文化芸術分野各
種大会・交流行事参加事
業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,826

平成27年度 継続 　　　　〃 6,883

平成28年度 継続 　　　　〃 6,883

平成29年度 継続 　　　　〃 6,883

平成26年度 継続 事業概要に同じ 15,606

平成27年度 継続 　　　　〃 14,856

平成28年度 継続 　　　　〃 14,856

平成29年度 継続 　　　　〃 14,856

平成26年度 継続 事業概要に同じ 18,758

平成27年度 継続 　　　　〃 19,448

平成28年度 継続 　　　　〃 19,448

平成29年度 継続 　　　　〃 19,448

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,007

平成27年度 継続 　　　　〃 2,983

平成28年度 継続 　　　　〃 2,983

平成29年度 継続 　　　　〃 2,983

1-1-4
健全な心身を育む
学校教育の推進

学校復帰支援事業 幼保学校課
登校ができない児
童生徒

心に悩みを持ち登校が困難な児童生徒に
ついて、適応指導やカウンセリング、学力補
充などの支援を行い、早期の学校復帰を図
る。

さまざまな理由で登校できない児童生徒に
対して、学習指導や自立活動を支援するこ
とにより、生活や学習に取り組む態度や意
欲を高めることを目的とする。支援方法とし
て「適応指導教室」を開催する。

通常の学級に在籍しながらも特別な教育的
支援を必要とするLD、ADHD等の障がいを
もった児童生徒に対し、一人ひとりのニーズ
に適切に対応するため支援員を配置する。

多動傾向等にある児童生徒や集団生活に
馴染めない児童等の特別な教育的支援を
必要とする児童生徒が、在籍校における生
活、学習等様々な教育活動へ参加できるよ
う適切な対応を図る。

市内小中学校に在
籍する障がいのあ
る児童生徒

幼保学校課
特別支援教育支援員配
置事業

外国語指導助手招致事
業

幼保学校課 小中学校児童生徒

外国青年英語指導助手の指導を受けること
により、児童生徒の英語力と教職員の資質
の向上を図る。英語教育の充実と国際交流
を通して、外国との相互理解を深める。

外国青年英語指導助手を市内中学校に各1
名を配置し、英語の授業の補助等を行なう
とともに、小学校での交流事業や国際理解
教育の補助を行う。

1-1-3
確かな学力を育む
学校教育の推進

診断的学力検査、学年別知能検査、学習適
応性検査を実施し、各校の特色に応じた学
力向上プランを実践する。

学力検査及び知能検査等の調査を実施し、
本市児童生徒の基礎学力の向上を図る。

小中学校児童生徒幼保学校課学力向上対策事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,760

平成27年度 継続 　　　　〃 9,595

平成28年度 継続 　　　　〃 9,595

平成29年度 継続 　　　　〃 9,595

平成26年度 継続 事業概要に同じ 11,549

平成27年度 継続 　　　　〃 11,311

平成28年度 継続 　　　　〃 11,311

平成29年度 継続 　　　　〃 11,311

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,537

平成27年度 継続 　　　　〃 2,724

平成28年度 継続 　　　　〃 2,724

平成29年度 継続 　　　　〃 2,724

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,044

平成27年度 継続 　　　　〃 2,464

平成28年度 継続 　　　　〃 2,464

平成29年度 継続 　　　　〃 2,464

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,489

平成27年度 継続 　　　　〃 2,183

平成28年度 継続 　　　　〃 2,183

平成29年度 継続 　　　　〃 2,183

生徒の健康保持と増進のため、学校保健法
に基づく健康診断を実施する。

要精検生徒の早期発見と治療の指導によ
り、健康の保持と増進を図る。

中学校生徒幼保学校課
中学校生徒定期健康診
断事業

小学校スポーツ分野各種
大会・交流行事参加事業

幼保学校課 小学校児童
スポーツ活動により心身の健全な育成を図
る。

南達陸上競技大会や水泳大会に参加す
る。

1-1-4
健全な心身を育む
学校教育の推進

児童の健康保持と増進のため、学校保健法
に基づく健康診断を実施する。

要精検児童の早期発見と治療の指導によ
り、健康の保持と増進を図る。

小学校児童幼保学校課
小学校児童定期健康診
断事業

学校給食放射性物質検
査事業

幼保学校課 学校給食 安全・安心に提供する。 給食の食材検査を実施する。

２名のスクールソーシャルワーカー（SSW）
を配置し、不登校やいじめ、暴力行為など
子どもの深刻な問題行動や虐待、育児放棄
及び経済的な困窮家庭などの保護者や子
どもに対し、専門的な見地から学校と関係
機関の仲介、個々の状況に応じた相談、助
言を行う。

児童生徒や保護者には、ＳＳＷにより悩み
や不安、ストレスなどを和らげ、心の安定を
図る。また、教員に関してはＳＳＷの専門的
なコンサルテーションにより問題解決の糸
口を共に探る。

小 中 学 校 児 童 生
徒、保護者、教職員

幼保学校課
スクールソーシャルワー
カー配置事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 7,654

平成27年度 継続 　　　　〃 13,195

平成28年度 継続 　　　　〃 13,195

平成29年度 継続 　　　　〃 13,195

平成26年度 継続 事業概要に同じ 27,748

平成27年度 継続 　　　　〃 29,937

平成28年度 継続 　　　　〃 29,937

平成29年度 継続 　　　　〃 29,937

平成26年度 継続 事業概要に同じ 80,066

平成27年度 継続 　　　　〃 89,665

平成28年度 継続 　　　　〃 89,665

平成29年度 継続 　　　　〃 89,665

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,036

平成27年度 継続 　　　　〃 3,036

平成28年度 継続 　　　　〃 3,036

平成29年度 継続 　　　　〃 3,036

平成26年度 継続 事業概要に同じ 177

平成27年度 継続 　　　　〃 177

平成28年度 継続 　　　　〃 177

平成29年度 継続 　　　　〃 177

1-1-4
健全な心身を育む
学校教育の推進

放課後に社会教育施設等を活用し、年間計
画による一斉活動や子どもたちの要求に合
わせた自由遊びの時間なども確保しながら
活動指導員や安全管理員を配置し、子ども
たちにスポーツ・文化活動などの体験活動
を実施する。

放課後等の子どもたちの安全で健やかな活
動場所の確保を図るとともに、地域の人々
と触れ合うことにより、考える力や社会の
ルールが身につくなど健全な育成が図れ
る。

小学校児童生涯学習センター
放課後子ども教室推進事
業

本宮方部学校給食セン
ター運営参画事業

幼保学校課
本宮地区小中学校
児童生徒

発育期にある小中学校児童生徒に、栄養バ
ランスの取れた美味しい給食を万全な衛生
管理により提供し、食生活の改善等を図
る。

大玉村と共同で設置した本宮方部学校給
食センターにおいて、学校給食法に基づき
児童生徒の発育と健康な体づくりに必要な
給食を安全・良質な学校給食用物資を確保
し、調理・提供する。

学校給食法に基づき、学校給食を行う学校
及び学校給食共同調理場等に対して、安
全・良質な学校給食用物資を供給し、児童
生徒の発育と健康な体づくりに必要な給食
を提供する。

発育期にある小中学校児童生徒に、栄養バ
ランスの取れた美味しい給食を万全な衛生
管理により提供し、食生活の改善等を図
る。

白沢地区小中学校
児童生徒

幼保学校課自校給食事業

1-1-5
家庭・地域の教育力
の向上

中学校スポーツ分野各種
大会・交流行事参加事業

幼保学校課 中学校生徒
スポーツ活動により心身の健全な育成を図
る。

部活動を中心に、中体連の各種競技大会
等に参加する。

家庭教育事業 中央公民館
幼児・児童を持つ母
親

家庭教育の重要性を認識し、家庭の教育力
の向上を図る。

幼児・児童を持つ母親を対象とした学級を
開設し、幼児期の人間形成と家庭教育のあ
り方について学習する。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,874

平成27年度 継続 　　　　〃 3,714

平成28年度 継続 　　　　〃 3,714

平成29年度 継続 　　　　〃 3,714

平成26年度 継続 事業概要に同じ 22,865

平成27年度 継続 　　　　〃 56,735

平成28年度 継続 　　　　〃 56,735

平成29年度 継続 　　　　〃 56,735

平成26年度 継続 事業概要に同じ 66,628

平成27年度 継続 　　　　〃 71,279

平成28年度 継続 　　　　〃 71,279

平成29年度 継続 　　　　〃 71,279

平成26年度 継続 事業概要に同じ 33,944

平成27年度 継続 　　　　〃 39,876

平成28年度 継続 　　　　〃 39,876

平成29年度 継続 　　　　〃 39,876

平成26年度 継続 教室等のエアコン設置工事 468,000

平成27年度 - - -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

1-1-8
教育施設の整備推
進

学習環境の向上を図る。児童教育総務課
小学校空調設備整備事
業

中学校管理運営事業 幼保学校課
中学校生徒、中学
校

生徒が安心して学校に通い、学べる環境づ
くりを推進する。

生徒の快適な学習環境を確保するため、学
校施設の適切な運営と必要な管理備品の
整備を行うとともに、用務員を配置し施設及
び周辺環境の維持に努める。

児童の快適な学習環境を確保するため、学
校施設の適切な運営と必要な管理備品の
整備を行うとともに、用務員を配置し施設及
び周辺環境の維持に努める。

児童が安心して学校に通い、学べる環境づ
くりを推進する。

小学校児童、小学
校

幼保学校課小学校管理運営事業

1-1-7
教育活動・体制の充
実

1-1-6
子どもの安全・安心
の確保

通園通学支援事業 幼保学校課

通園通学の片道が
概ね２キロメートル
以上の園児・児童・
生徒

自転車通学者へのヘルメットの支給と通園
通学バスの運行

通園通学については、幼稚園は保護者の
送迎、小学校は集団登校、中学校は徒歩又
は自転車を基本とするが、通園通学に支援
が必要な児童等に対する安全確保と負担
の軽減を図る。

子どもたちの安全・安心を確保するため、警
察、学校、ＰＴＡ、自治会、防犯ボランティア
団体、関係機関及び地域住民等が幼児・児
童・生徒の安全な登下校を地域全体で見守
り、子どもたちを犯罪から守る取り組みをす
る。

学校、地域、関係協力機関等の連携で子ど
もの安全対策体制を充実し、犯罪被害から
子どもたちを守る。

市 内 の 子 ど も （ 幼
児、児童、生徒）、関
係・協力機関

幼保学校課
子ども安全対策会議運営
事業

夏季における学習環境の向上と健康維持を
図るため、各小学校にエアコンの設置及び
受電設備等の改修を行う。
◆小学校（7校）
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 教室等のエアコン設置工事 244,000

平成27年度 - - -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続
五百川小学校耐震化事業［繰越明
許］

0

平成27年度 - - -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続
白沢中体育館耐震化事業
本宮一中耐震化事業[一部繰越明
許]

24,850

平成27年度 継続
白沢中体育館耐震化事業
本宮一中耐震化事業

920,514

平成28年度 継続
本宮一中耐震化事業（旧体育館解
体等）

40

－ － － －

平成26年度 継続 事業概要に同じ 133

平成27年度 継続 　　　　〃 133

平成28年度 継続 　　　　〃 133

平成29年度 継続 　　　　〃 133

1-1-8
教育施設の整備推
進

小学校耐震化事業 教育総務課 小学校施設
地震で倒壊しない、児童等が安心して過ご
せる施設にする。

市内の小学校施設で昭和５６年以前に建築
された２階建て以上もしくは１棟の面積が
200㎡以上のすべての施設について、耐震
診断を行い、その結果に基づき耐震化工事
を行う。

青少年健全育成推進大
会事業

生涯学習センター
青少年、青少年を取
り巻く全ての人

青少年問題のもつ重要性を踏まえ、広く市
民や青少年と関わりのある人の理解と協力
を得て、次代を担う青少年の健全な育成を
図る。

地区青少年育成推進協議会や関係機関等
からの協力を得て、各小中学校代表による｢
少年の主張｣の発表と記念講演等を開催す
る。

1-2-1
青少年健全育成の
意識づくり

市内の中学校施設で昭和５６年以前に建築
された２階建て以上もしくは１棟の面積が
200㎡以上のすべての施設について、耐震
診断を行い、その結果に基づき耐震化工事
を行う。

地震で倒壊しない、生徒等が安心して過ご
せる施設にする。

中学校施設教育総務課中学校耐震化事業

夏季における学習環境の向上と健康維持を
図るため、各中学校にエアコンの設置及び
受電設備等の改修を行う。
◆中学校（3校）

学習環境の向上を図る。生徒教育総務課
中学校空調設備整備事
業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 205

平成27年度 継続 　　　　〃 205

平成28年度 継続 　　　　〃 205

平成29年度 継続 　　　　〃 205

平成26年度 継続 事業概要に同じ 604

平成27年度 継続 　　　　〃 604

平成28年度 継続 　　　　〃 604

平成29年度 継続 　　　　〃 604

平成26年度 継続 事業概要に同じ 321

平成27年度 継続 　　　　〃 322

平成28年度 継続 　　　　〃 322

平成29年度 継続 　　　　〃 322

平成26年度 継続 事業概要に同じ 108

平成27年度 継続 　　　　〃 108

平成28年度 継続 　　　　〃 108

平成29年度 継続 　　　　〃 108

平成26年度 継続 事業概要に同じ 50

平成27年度 継続 　　　　〃 50

平成28年度 継続 　　　　〃 50

平成29年度 継続 　　　　〃 50

学校内外を通じた体験活動やボランティア
活動の機会の充実を図るため、情報提供や
コーディネート等を行うセンターを設置し、体
験活動・ボランティア活動の推進体制を整
備し、派遣活動などを行う。

児童生徒の体験活動やボランティア活動の
機会の充実を図る。

小 中 学 校 児 童 生
徒、地域団体等

生涯学習センター
体験活動・ボランティア活
動支援センター事業

1-2-3
青少年の社会参加・
交流活動の推進

青少年リーダー育成事業 生涯学習センター
市内の中学生・高校
生

学校や地域等で活躍できる青少年リーダー
を育成する。

中高生が体験活動やボランティア活動に参
加し、自己研鑽に努めるとともに、少年教育
事業のレクリエーションリーダーとして実践
活動を行う。

1-2-4
青 少 年 活 動 リ ー
ダーの育成

本市の将来を担う青少年を育むため、集団
活動・ボランティア活動等の教育事業を行
う。

自主性･自立心･主体性を高め、心身ともに
健やかでたくましい「生きる力」にあふれた
青少年の健全育成を図る。

青少年中央公民館青少年教育事業

青少年問題協議会を開催し、青少年の健全
育成について、必要な事項の調査、審議を
行う。

青少年に関する施策の連絡調整と効果的
な実践を促進し、青少年の健全育成を図
る。

青少年、青少年問
題協議会

生涯学習センター
青少年問題協議会運営
事業

1-2-2
青少年健全育成の
環境づくり

青少年健全育成団体支
援事業

生涯学習センター

青少年、子ども会育
成会連絡協議会、
青少年育成市民会
議

地域で青少年健全育成を進める団体の活
動を支援し、全市的な青少年健全育成活動
の活性化を図る。

子ども会育成会連絡協議会及び青少年育
成市民会議の円滑な事業推進のため、運
営費の一部を補助する。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,561

平成27年度 継続 　　　　〃 1,561

平成28年度 継続 　　　　〃 1,561

平成29年度 継続 　　　　〃 1,561

平成26年度 継続 事業概要に同じ 369

平成27年度 継続 　　　　〃 369

平成28年度 継続 　　　　〃 369

平成29年度 継続 　　　　〃 369

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,452

平成27年度 継続 　　　　〃 1,452

平成28年度 継続 　　　　〃 1,452

平成29年度 継続 　　　　〃 1,452

平成26年度 継続 事業概要に同じ 24,768

平成27年度 継続 　　　　〃 24,768

平成28年度 継続 　　　　〃 24,768

平成29年度 継続 　　　　〃 24,768

地域支援推進事業 生涯学習センター

生涯学習教室・講座委託
事業

生涯学習センター 市民

生きがいのある生涯学習社会の創造を目
指し、市民一人ひとりが生涯にわたって学
習できる機会の拡充及びそれらの学習情報
の提供、相談体制の整備を図る。

市民のニーズに応え専門性を高めたサービ
スを提供するため、ＮＰＯ法人へ各種教室・
講座等について委託し事業を行う。

1-3-2
学習内容の充実

地区公民館・分館活動推
進事業

生涯学習センター
各地区公民館・分館
の利用者（個人・団
体）

新しい情報発信・資料提供などによる公民
館活動の普及啓発を図るとともに、地域住
民の連携を推進する。

社会教育事業を実施するとともに、地域住
民が利用しやすい状況をつくりながら、公民
館を地域活動の拠点として行う自主的な事
業活動の支援を行う。

社会教育委員は、学識経験者や社会教育
関係団体など市民各層から選出された方々
で、会議を年数回開催し、社会教育事業の
調査・研究や計画立案、さらには、教育委
員会の諮問に対して答申を行う。

社会教育委員の意見を反映させ、社会教育
行政の充実を図る。

社会教育行政生涯学習センター社会教育委員活動事業

成人（市民、市内在
勤者）、母親（小中
学生を持つ母親）

各種の社会教育事業（公民館事業）は重要
であるため継続して実施する。

社会教育事業の一部について、国・県の委
託事業である「学びを通じた被災地の地域
コミュニティ再生支援事業（地域支援推進事
業）」として事業に取り組み、コーディネー
ターを配置して実施する。

1-3-1
学習環境・体制の充
実
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 381

平成27年度 継続 　　　　〃 381

平成28年度 継続 　　　　〃 381

平成29年度 継続 　　　　〃 381

平成26年度 継続 事業概要に同じ 92

平成27年度 継続 　　　　〃 92

平成28年度 継続 　　　　〃 92

平成29年度 継続 　　　　〃 92

平成26年度 継続 事業概要に同じ 92

平成27年度 継続 　　　　〃 92

平成28年度 継続 　　　　〃 92

平成29年度 継続 　　　　〃 92

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,227

平成27年度 継続 　　　　〃 3,060

平成28年度 継続 　　　　〃 3,060

平成29年度 継続 　　　　〃 3,060

平成26年度 継続 事業概要に同じ 11,624

平成27年度 継続 　　　　〃 12,267

平成28年度 継続 　　　　〃 12,267

平成29年度 継続 　　　　〃 12,267

1-3-3
図書サービスの充
実

中央公民館

1-3-2
学習内容の充実

生涯学習のきっかけづくりや住民相互のコ
ミュニケーションの場を提供し、趣味の多様
化に伴い新しい内容の講座を設け、ニーズ
に応える。

生涯学習の興味を深めるとともに、豊かな
人間性の醸成と資質、能力の向上を図る。

成人（市民、市内在
勤者）

女性教育事業 中央公民館 成人女性

成人教育事業

教養・趣味・健康に関する内容を学習するこ
とにより、豊かな人間性の醸成と資質、能力
の向上を図る。

成人女性を対象とし、女性にとって身近な
問題に関する内容の講座を開催する。

しらさわ夢図書館運営事
業

図書館資料を活用し、求める情報を的確に
入手することができる環境をつくる。

各地区高齢者を対象とした長寿大学等を開
設し、高齢者の身近な問題や教養・趣味等
に関する内容についての講座を開催する。

教養・趣味・健康に関する内容の学習をと
おして社会参加と仲間づくりができ、生きが
いをもちながら生き生きと心豊かに過ごせる
ようにする。

６０歳以上の市民中央公民館高齢者教育事業

図書室図書資料提供事
業

中央公民館 市民

白沢公民館

1-3-2
学習内容の充実

利用者のニーズや学習内容に応じた資料
の収集・整理・貸出しを行う。

住民の読書活動・情報活動の拠点として、
読書活動の振興・活性化を図るために、図
書館の適切な運営を行い、図書館資料を充
実させ、利用者に必要な資料･情報の提供
を行う。また「本宮市子ども読書活動推進計
画」を実施するための具体的事業の企画・
実施と広報活動を行う。

市民が、読書の楽しみや有益性を認知し、
生活のあらゆる場面で図書館の資料が身
近に活用できるような環境をつくる。

市民
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 217

平成27年度 継続 　　　　〃 217

平成28年度 継続 　　　　〃 217

平成29年度 継続 　　　　〃 217

平成26年度 継続 事業概要に同じ 580

平成27年度 継続 　　　　〃 873

平成28年度 継続 　　　　〃 873

平成29年度 継続 　　　　〃 873

平成26年度 継続 事業概要に同じ 246

平成27年度 継続 　　　　〃 246

平成28年度 継続 　　　　〃 246

平成29年度 継続 　　　　〃 246

平成26年度 継続 事業概要に同じ 904

平成27年度 継続 　　　　〃 386

平成28年度 継続 　　　　〃 386

平成29年度 継続 　　　　〃 386

1-3-3
図書サービスの充
実

多文化共生推進事業 政策推進課
市民及び外国籍市
内在住者

出身国に関わらず外国人も日本人も同じ住
民としてお互いに尊重し理解を深め、共に
支え合う多文化共生の意識づくりを推進す
る。

多文化共生基本方針に基づき、学校教育に
おける国際理解を深める事業の実施や、海
外出身児童生徒の教育環境の把握と整備
促進を図るとともに、市民による国際交流活
動への支援を行う。

図書館の運営について協議会委員から意
見や助言を求め、円滑な運営に努める。

図書館の運営に関し諮問に応ずるととも
に、重要課題について審議する。

都市交流事業 政策推進課 市民
他の都市の産業や文化を知ることにより、
市民が本宮の地域性や地域の活性化につ
いての理解を深める。

埼玉県上尾市や全国へそのまち協議会会
員市町村との、市民交流、観光物産交流な
ど広く交流を図り、また、災害などの相互支
援を行う。

1-3-4
都市間・多文化等交
流の推進

しらさわ夢図書館協議会
運営事業

白沢公民館
しらさわ夢図書館協
議会

ブックスタート事業 白沢公民館
１０か月児・３歳児・
保護者

子どもが乳幼児期から絵本による語りかけ
を行い、子どもの発達に合わせた本との関
わりを持たせる。保護者に対しては、成長に
合わせた読書の必要性を理解してもらう。

１０か月健診と３歳児健診の際に、親子に
対して読み聞かせを行い、読書活動啓蒙の
ために１０か月児へは絵本（２冊）とパンフ
レット（バッグ付き）を、３歳児へは絵本（１
冊）のプレゼントを実施する。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 2,034

平成27年度 継続 　　　　〃 2,982

平成28年度 継続 　　　　〃 2,982

平成29年度 継続 　　　　〃 2,982

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,340

平成27年度 継続 　　　　〃 1,340

平成28年度 継続 　　　　〃 1,340

平成29年度 継続 　　　　〃 1,340

平成26年度 継続 事業概要に同じ 574

平成27年度 継続 　　　　〃 579

平成28年度 継続 　　　　〃 579

平成29年度 継続 　　　　〃 579

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,016

平成27年度 継続 　　　　〃 916

平成28年度 継続 　　　　〃 916

平成29年度 継続 　　　　〃 916

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,526

平成27年度 継続 　　　　〃 1,740

平成28年度 継続 　　　　〃 1,740

平成29年度 継続 　　　　〃 1,740

東北大会以上の大会等に資格を得て出場
することが決定した者に対し、激励金を交付
し支援する。

市民に対しスポーツの普及と健康づくりの
大切さの啓蒙を行うとともに、各種スポーツ
大会運営の協力を行う。（定数２０人）

地域の身近な指導者として市民に対し指導
助言を行い、個々の技術向上と体力向上の
支援を行うとともに、地域のスポーツ・レク
リェーションの普及、振興を図る。

市民、スポーツ推進
委員

生涯学習センター
スポーツ推進委員活動事
業

スポーツ行事開催事業 生涯学習センター 市民
市民の各年代のスポーツの参加機会を創
出し、年齢や体力に応じたスポーツ活動の
促進を図る。

もとみや駅伝大会をはじめ、各地区におい
てスポーツ大会を開催する。

1-4-1
スポーツ振興団体
の活動支援

スポーツ振興活動団体支
援事業

生涯学習センター
本宮市体育協会、
本宮市体育協会加
盟団体

体育協会組織を中心に本市の競技スポー
ツの振興と健康づくりの推進を図る。

スポーツ振興団体の円滑な事業推進のた
め、各種競技団体を加盟団体とする本宮市
体育協会運営費の一部を助成する。

市内各スポーツ少年団の円滑化な活動を
支援するため、事業費の助成を行う。

地域の学校教育活動外において、活動を行
う市内のスポーツ少年団に対し支援を行う
ことで、社会スポーツの振興と、スポーツを
とおした少年少女の心身の健全な育成を図
る。

スポーツ少年団、団
員

生涯学習センタースポーツ少年団支援事業

スポーツ各種競技大会出
場支援事業

生涯学習センター 市民
各種競技選手の育成と競技力の向上を支
援するため、競技スポーツの振興を図る。

1-4-2
指導者の育成と幅
広いスポーツ活動
の普及促進
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,057

平成27年度 継続 　　　　〃 2,418

平成28年度 継続 　　　　〃 2,418

平成29年度 継続 　　　　〃 2,418

平成26年度 継続 事業概要に同じ 24,768

平成27年度 継続 　　　　〃 24,768

平成28年度 継続 　　　　〃 24,768

平成29年度 継続 　　　　〃 24,768

平成26年度 継続 事業概要に同じ 195

平成27年度 継続 　　　　〃 195

平成28年度 継続 　　　　〃 195

平成29年度 継続 　　　　〃 195

平成26年度 継続 事業概要に同じ 7,187

平成27年度 継続 　　　　〃 6,788

平成28年度 継続 　　　　〃 6,788

平成29年度 継続 　　　　〃 6,788

上尾市とのスポーツ等を通じた交流事業を
行う。（野球、サッカー、駅伝等）

友好都市の関係を結んだ上尾市とスポーツ
を通し交流を発展させ、両市の継続的かつ
総合的な発展に寄与する。

本宮市民及び上尾
市民

生涯学習センタースポーツ交流事業

トレーニング教室運営事
業

生涯学習センター
高校生以上の市民・
市外住民

トレーニング機器を使用し専門的な実践指
導を行い、市民の体力向上や健康の維持
増進を図る。

週２回トレーニング教室を開催し、トレーニ
ング機器の適切かつ効果的な利用につい
て指導を行う。

利用者の快適な利用を維持するため、適切
な維持管理を行う。

利用者が安全で快適に施設を利用し、体力
づくり・健康づくりを図る。

利用者、体育館（総
合、荒井、仁井田）

中央公民館体育館管理運営事業

生涯学習教室・講座委託
事業

（再掲）

生涯学習センター 市民

生きがいのある生涯学習社会の創造を目
指し、市民一人ひとりが生涯にわたって学
習できる機会の拡充及びそれらの学習情報
の提供、相談体制の整備を図る。

市民のニーズに応えた専門性を高めたサー
ビスを提供するため、ＮＰＯ法人へ各種教
室・講座等について委託し事業を行う。

1-4-3
スポーツ・レクリエー
ション施設の整備と
活用

1-4-2
指導者の育成と幅
広いスポーツ活動
の普及促進
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 38,645

平成27年度 継続 　　　　〃 41,619

平成28年度 継続 　　　　〃 41,619

平成29年度 継続 　　　　〃 41,619

平成26年度 継続 事業概要に同じ 13,125

平成27年度 継続 　　　　〃 12,039

平成28年度 継続 　　　　〃 12,039

平成29年度 継続 　　　　〃 12,039

平成26年度 継続 事業概要に同じ 420

平成27年度 継続 　　　　〃 420

平成28年度 継続 　　　　〃 420

平成29年度 継続 　　　　〃 420

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,950

平成27年度 継続 　　　　〃 3,352

平成28年度 継続 　　　　〃 3,352

平成29年度 継続 　　　　〃 3,352

市民プール管理運営事
業

中央公民館 利用者、市民プール
利用者が安全で快適に施設を利用し、体力
づくり・健康づくりが図れる。

利用者の快適な利用を維持するため、適切
な維持管理を行う。

文化財保護法、本宮市文化財保護条例な
どに基づき、歴史的価値の高い文化財につ
いての管理、調査、指定、公開、愛護思想
の普及啓発、保存修理を行う。

貴重な指定文化財・史跡を適切に管理保存
し、後世に伝え遺す。

国・県・市指定文化
財、天然記念物

生涯学習センター文化財・史跡保存事業

1-4-3
スポーツ・レクリエー
ション施設の整備と
活用

文化財保存団体支援事
業

生涯学習センター
民 俗 芸 能 継 承 団
体、史跡保存団体

伝承者を育成し、貴重な無形民俗文化財を
後世に遺す。

市内の民俗文化財伝承団体に対し、補助
金を交付し支援する。

1-5-1
文化 財の 保存 ・伝
承・活用

市内から出土した考古資料や寄贈された古
文書、民俗資料などを展示する。また、小中
学生の総合学習や大学生の博物館実習に
対する協力を行う。

市内から出土した遺物や寄贈された民俗資
料・古文書資料などを展示し、郷土の歴史
について市民の理解を深める。

市民、見学者、博物
館・大学などの研究
機関

歴史民俗資料館資料館管理運営事業
1-5-1
文化 財の 保存 ・伝
承・活用
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,155

平成27年度 継続 　　　　〃 6,943

平成28年度 継続 　　　　〃 6,943

平成29年度 継続 　　　　〃 6,943

平成26年度 継続 事業概要に同じ 422

平成27年度 継続 　　　　〃 424

平成28年度 継続 　　　　〃 424

平成29年度 継続 　　　　〃 424

平成26年度 継続 事業概要に同じ 151

平成27年度 継続 　　　　〃 151

平成28年度 継続 　　　　〃 151

平成29年度 継続 　　　　〃 151

平成26年度 継続 事業概要に同じ 10,513

平成27年度 継続 　　　　〃 10,100

平成28年度 継続 　　　　〃 10,100

平成29年度 継続 　　　　〃 10,100

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,296

平成27年度 継続 　　　　〃 1,296

平成28年度 継続 　　　　〃 1,296

平成29年度 継続 　　　　〃 1,296

文化芸術行事開催事業 生涯学習センター
市内 幼稚 園・ 保育
所・小中学校の児童
生徒等、一般市民

優れた芸術や映画の鑑賞などを通して、知
識や教養を深め、情操豊かな市民を育成す
るとともに、市民の生涯学習を推進する。

文化への興味と参加意識を向上させるた
め、優れた舞台芸術や映画の鑑賞を提供
する。また、スポーツの実技指導の機会を
市民に提供する。

市民の創造性と豊かな心を培うため本宮市
在住やゆかりの作家の企画展と市民の生
涯学習成果発表展を開催する。

展覧会を鑑賞することで美術への関心を高
めてもらう。

市民、市外在住者白沢公民館
ふれあい文化ホール企画
展開催事業

1-5-2
多様な文化芸術の
鑑賞機会と発表機
会の充実

ふれあい文化ホール講座
開催事業

白沢公民館 市民、市外在住者
美術創作や学習活動により、美術への関心
を深め、理解を促す。

市民等が美術・文化財への理解を深めるた
め実技等の講座を開催する。

1-5-2
多様な文化芸術の
鑑賞機会と発表機
会の充実

市政広報業務委託事業 秘書広報課
市民及び情報を必
要としている市外の
住民

広く行政情報の共有化を図る。
FMラジオ放送により行政情報を発信し、市
民サービスの向上を図る。

市政について市民の皆さんにわかりやすく
伝えるため、毎月１回、１日付けで「広報もと
みや」を発行する。

市政情報の共有化を図る。
市民及び広報紙を
必要としている市外
の住民

秘書広報課広報もとみや発行事業

2-1-1
広報・広聴活動の充
実
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 76

平成27年度 継続 　　　　〃 52

平成28年度 継続 　　　　〃 52

平成29年度 継続 　　　　〃 52

平成26年度 - - -

平成27年度 - - -

平成28年度 新規 市民満足度調査の実施 2,000

平成29年度 - - -

平成26年度 継続

文書管理規定を見直しするとともに
文書管理運用マニュアルを作成し、
文書の保存・廃棄のルールづくりを
行い、業務効率の向上を図る。

950

平成27年度 継続

市政の推進と行政の透明化を図るた
め、個人情報保護条例に配慮しなが
ら、市民をはじめ公文書の開示を請
求される方に対して公開する

35

平成28年度 継続 　　　　〃 35

平成29年度 継続 　　　　〃 35

平成26年度 継続 事業概要に同じ 人件費のみ

平成27年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成28年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成29年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

市民及び各種団体等から希望する「まちづ
くり出前講座」についての受講申し込みを受
け、職員が出向いて講演を行う。

市政について広く理解を深めてもらう。市民秘書広報課まちづくり出前講座事業

2-1-1
広報・広聴活動の充
実

市民満足度調査事業 政策推進課 市民
市民満足度調査を実施し、市民のニーズを
的確にとらえ、行政サービスに反映するた
めの基礎資料とする。

平成31年度からの本宮市第二次総合計画
の策定に向け、市の政策・施策形成にでき
るだけ多くの市民が参画できるよう調査を
行う。

2-1-3
計画策定・計画形成
過程への市民参画
の推進

パブリック・コメント制度運
用事業

情報公開事業 総務課
公文書、市民及び
情報公開を請求す
る者

文書のライフサイクルに応じた適正な管理
を行うことで、情報公開制度において、市政
に関する必要な情報の開示請求に応える。

文書の分類整理・保管・保存・廃棄といった
サイクルに対応した処理を行い、本市が保
有する公文書の開示を求められた場合に
は、開示又は非開示を決定し、条例に基づ
いた事務処理を行う。

2-1-2
情報公開による情
報共有化の推進

政策推進課
基本施策に関する
計画及び指針

パブリック・コメント制度をもれなく適用実施
した状態とする。

市民の意見を市の計画や方針に活かせる
ようにするパブリック・コメント制度の適用も
れがないよう管理周知する。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 人件費のみ

平成27年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成28年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成29年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,631

平成27年度 継続 　　　　〃 3,382

平成28年度 継続 　　　　〃 3,382

平成29年度 継続 　　　　〃 3,382

平成26年度 継続
契約事務の効率化を図るとともに、
契約事務を適正に執行管理する。

66

平成27年度 継続 　　　　〃 68

平成28年度 継続 　　　　〃 68

平成29年度 継続 　　　　〃 68

平成26年度 継続
きめ細かなヒアリングを行い、事務事
業の見直しを含め、適切で効果的な
予算編成事務を行う。

15,476

平成27年度 継続 　　　　〃 15,520

平成28年度 継続 　　　　〃 15,520

平成29年度 継続 　　　　〃 15,520

平成26年度 継続 事業概要に同じ 24,068

平成27年度 継続 　　　　〃 13,183

平成28年度 継続 　　　　〃 13,183

平成29年度 継続 　　　　〃 13,183

2-1-5
効果的・効率的な行
政の運営

実施予定事業について、適時かつ適正な予
算編成事務（編成通知、要求取りまとめ、査
定）を行う。

健全財政の堅持を基調とし、限られた財源
を有効かつ適正に分配し、常に収支のバラ
ンスを失することなく効果的な執行を行い、
安定した財政運営を図る。

契約管理事務
入札の公平性、透明性、競争性及び公正性
を確保し、契約事務を適正に管理執行す
る。

入札、見積合せの執行から契約に至るまで
の一連の事務を行う。

2-1-4
主体的なまちづくり
活動の支援

ボランティアネットワーク
構築事業

生活環境課 ボランティア情報
行政が社会福祉協議会ボランティアセン
ターと情報を共有できる仕組みをつくる。

行政と社会福祉協議会ボランティアセンター
との連携を図り、ボランティア情報の共有化
とボランティア活動の支援に努める。

職階層及び専門性に応じた効果的な研修
を計画的に実施する。

研修により、公務員としての倫理感、使命感
をもち、市民に信頼され、優れた問題解決
能力及び職務遂行能力と幅広い視野に立
つ人間性豊かな職員の育成を図る｡

職員総務課一般研修事業

財政課
入札、見積合せに
付された工事等

市財政及び事業単
位予算

財政課予算編成・執行管理事務

普通財産管理事務 施設管理課
普通財産（行政目的
を持たない市有財
産）

普通財産全体について効率的かつ良好な
管理を行う。

保有財産の実態の把握を行い、処分すべき
ものと引き続き管理すべきものを区分し、適
切な管理対応をする。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続
本宮市自主的財政健全化計画第３
次改定版の検証

12

平成27年度 継続 　　　　〃 12

平成28年度 継続
本宮市自主的財政健全化計画第４
次改定版の策定

12

平成28年度 継続
本宮市自主的財政健全化計画第４
次改定版の検証

12

平成26年度 継続 事業概要に同じ 54

平成27年度 継続 　　　　〃 50

平成28年度 継続 　　　　〃 50

平成29年度 継続 　　　　〃 50

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,251

平成27年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成28年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成29年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成26年度 継続 事業概要に同じ 15,054

平成27年度 継続 　　　　〃 15,525

平成28年度 継続 　　　　〃 15,525

平成29年度 継続 　　　　〃 15,525

平成26年度 継続 事業概要に同じ 17,119

平成27年度 継続 　　　　〃 16,544

平成28年度 継続 　　　　〃 16,544

平成29年度 継続 　　　　〃 16,544

2-1-5
効果的・効率的な行
政の運営

行政評価システム推進事
業

政策推進課 施策及び事務事業

総合計画施策体系に基づき、計画・実施・
検証・改善のマネジメントサイクルを確立
し、効率的・効果的な自治体経営の推進を
図る。

市の総合計画施策体系に基づき、昨年度
の事務事業実績を評価する。

固定資産税賦課事務 税務課
市内に固定資産を
有する者

適正な課税を行う。
市内に所在する土地、家屋及び償却資産
の所有者へ固定資産税を賦課する。

市民
本宮市への誇りと愛着をもち、まちづくりの
基本理念を共有する。

平成１９年度に策定した平成３２年度までの
長期財政計画について、３年ごとのローリン
グにより後年における財政指標（特に実質
公債費比率）や債務残高を推計し直しなが
ら進行管理を行い健全な財政運営を図る。

長期的な計画を策定し実践することにより、
健全な財政運営を図る。

本宮市の財政政策推進課長期財政計画推進事業

郷土愛を涵養し、市民の一体感、連帯感の
醸成を図り、市民のまちづくり活動への参加
意欲を喚起するため、「市民憲章」、「市民
の歌」の普及に努める。

前年中に一定の所得があった個人に対し個
人市民税を賦課する。・収益事業を営む法
人に対し法人市民税を賦課する。

適正な課税を行う。
個人所得者、収益
事業を営む法人

税務課市民税賦課事務

市民憲章・市民の歌普及
事業

政策推進課
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,703

平成27年度 継続 　　　　〃 2,325

平成28年度 継続 　　　　〃 2,325

平成29年度 継続 　　　　〃 2,325

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,879

平成27年度 継続 　　　　〃 8,252

平成28年度 継続 　　　　〃 8,252

平成29年度 継続 　　　　〃 8,252

平成26年度 継続 事業概要に同じ 550

平成27年度 継続 　　　　〃 550

平成28年度 継続 　　　　〃 550

平成29年度 継続 　　　　〃 550

平成26年度 継続 事業概要に同じ 34,467

平成27年度 継続 　　　　〃 34,431

平成28年度 継続 　　　　〃 34,431

平成29年度 継続 　　　　〃 34,431

2-1-5
効果的・効率的な行
政の運営

軽自動車税賦課事務

広域的な地域振興のために組織された地
域づくり振興会の活動に対し、交付金の交
付により支援する。
市内１１振興会への、それぞれ５万円の運
営費助成をする。

各地域づくり振興会が地域づくりの主体と
なった自立的な活動により、まちづくりの推
進を図る。

各地区の地域づくり
振興会

生活環境課地域づくり支援事業

2-2-1
地域コミュニティ組
織の支援・育成

行政区支援事業 生活環境課
町内会、行政区など
の自治会組織

町内自治会活動の活性化を図り、市との連
携を円滑にする。

収納管理事務 税務課
市税・各種使用料等
の納付者

納期限内での納付を進め、税財源等の確
保と市財政の安定化を図る。

督促状発付と口座振替を推奨するなど、納
付勧奨に努める。

町内会・行政区に対して、交付金または報
償金を交付して、地域活動の支援・育成に
努める。
１１６の町内会・行政区の区長、行政連絡員
へ報償費を、併せて戸数割り、事業割りに
より行政区交付金を交付する。

軽自動車税の対象となる車両を所有した者
に賦課する。

適正な課税を行う。軽自動車等所有者税務課
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,765

平成27年度 継続 　　　　〃 4,940

平成28年度 継続 　　　　〃 4,940

平成29年度 継続 　　　　〃 4,940

平成26年度 継続 事業概要に同じ 342,753

平成27年度 継続 　　　　〃 367,212

平成28年度 継続 　　　　〃 367,212

平成29年度 継続 　　　　〃 367,212

平成26年度 新規 事業概要に同じ 45,969

平成27年度 継続 　　　　〃 52,047

平成28年度 継続 　　　　〃 52,047

平成29年度 継続 　　　　〃 52,047

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,767

平成27年度 継続 　　　　〃 3,850

平成28年度 継続 　　　　〃 3,850

平成29年度 継続 　　　　〃 3,850

3-1-1
子育てしやすい環
境の整備

保育料助成事業 幼保学校課
幼稚園児・保育所児
童の保護者

保育料の助成を行い、安心して子育てでき
る環境を整える。

安心して子育てできる環境づくりとして、保
育所及び幼稚園の保育料を助成する
・市立保育所保育料の助成（減免）
・市立幼稚園保育料の助成（減免）
・私立保育園保育料助成金の交付
・私立幼稚園就園奨励費補助金の増額
・幼稚園預かり保育料の助成（減免）

2-2-2
地区集会施設の整
備支援

家庭児童相談員設置運
営事業

子ども福祉課

不安や悩みを抱え
る児童・生徒とその
家庭及び子育てをし
ているすべての市
民

子育ての不安や困難等、児童に関する様々
な相談や支援を通じて児童の福祉向上を図
る。関係機関が役割分担して、支えあって
援助活動を進めていく。

家庭児童相談室は、児童福祉法に基づく１
８歳までの児童を対象に「本宮市家庭児童
相談員設置規則」により、家庭児童相談員
（非常勤の特別職）２名を配置し運営してい
る。近年、相談件数の急増等により緊急か
つ専門的な対応が求められる一方で、育児
不安等の複雑な家庭事情を背景とする多
種多様な問題に対し、関係機関と連携した
事業運営を行っている。

保護者が就労等により昼間保育することが
できない就学前の児童を、市内の5か所の
保育所で保育する。

就労等により昼間、児童を保育できない保
護者に代わり、保育所で保育する。

就 労 等 に よ り 、 昼
間、児童を保育でき
ない保護者

幼保学校課保育所事業

町内会・行政区が行う集会所整備事業に対
し、事業費の２分の１以内（限度額1,000万
円）の補助金・負担金を交付する。
（町内会・行政区の希望により、次期補正予
算で対応）

集会所が地域のコミュニティ基盤の中心とし
ての役割を果たし、地域コミュニティが促進
される。

集会所及び利用者
（地区住民）

生活環境課集会所整備支援事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 5,495

平成27年度 継続 　　　　〃 5,495

平成28年度 継続 　　　　〃 5,495

平成29年度 継続 　　　　〃 5,495

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,090

平成27年度 継続 　　　　〃 4,259

平成28年度 継続 　　　　〃 4,259

平成29年度 継続 　　　　〃 4,259

平成26年度 継続 事業概要に同じ 70,693

平成27年度 継続 　　　　〃 70,813

平成28年度 継続 　　　　〃 70,813

平成29年度 継続 　　　　〃 70,813

平成26年度 継続 事業概要に同じ 63,058

平成27年度 継続 　　　　〃 66,265

平成28年度 継続 　　　　〃 66,265

平成29年度 継続 　　　　〃 66,265

3-1-1
子育てしやすい環
境の整備

地域子育て支援拠点事
業（センター型）

幼保学校課 子育て世帯 子育て世帯の悩みや不安を解消する。
子育て世帯が集う場を設け、子育て世帯の
交流、子育て等に関する相談、援助、地域
の子育て関連情報の提供などを行う。

小学生医療費助成事業 子ども福祉課 小学生の保護者
医療費の一部を助成することにより、保護
者の経済的負担を軽減する。

小学生の保護者に対して、小学生が医療機
関を受診した際の保険給付の一部負担等
の額を助成する。助成方法は、平成21年1
月より県内一円、医療機関の窓口で医療費
を原則として支払わない現物給付方式とし
た。

乳幼児医療費助成事業 子ども福祉課
0歳～6歳児の保護
者

地域子育て支援拠点事
業（ひろば型）

子ども福祉課 乳幼児及び保護者 子育てに対する安心をもたらす。

乳幼児を持つ子育て中の親が気軽に集い、
打ち解けた雰囲気の中で語り合うことによ
り、精神的な安心感をもたらし、いろいろな
問題解決となる居場所を提供する。

医療費の負担軽減を行う。
乳幼児の医療費の一部を助成することによ
り、乳幼児の疾病または負傷の治癒を促進
し、乳幼児の健康の保持を図る。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 25,138

平成27年度 継続 　　　　〃 22,495

平成28年度 継続 　　　　〃 22,495

平成29年度 継続 　　　　〃 22,495

平成26年度 継続 事業概要に同じ 25,138

平成27年度 継続 　　　　〃 22,321

平成28年度 継続 　　　　〃 22,321

平成29年度 継続 　　　　〃 22,321

平成26年度 継続 事業概要に同じ 53,495

平成27年度 継続 　　　　〃 50,038

平成28年度 継続 　　　　〃 50,038

平成28年度 継続 　　　　〃 50,038

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,519

平成27年度 継続 　　　　〃 9,719

平成28年度 継続 　　　　〃 9,719

平成29年度 継続 　　　　〃 9,719

3-1-1
子育てしやすい環
境の整備

医療費の一部を助成することにより、保護
者の経済的負担を軽減する。

中学生医療費助成事業 子ども福祉課 中学生の保護者

平成２２年４月１日診療分より中学生の保護
者に対して、中学生が医療機関を受診した
際の保険給付の一部負担等の額を助成す
る。

高校生相当医療費助成
事業

子ども福祉課

中学校卒業後から
18歳到達後の最初
の3月31日までの間
にある子どもの保護
者

医療費の一部を助成することにより、保護
者の経済的負担を軽減する。

平成２４年１０月１日診療分より中学校卒業
後から18歳到達後の最初の3月31日までの
間にある子どもの保護者に対して、子ども
が医療機関を受診した際の保険給付の一
部負担等の額を助成する。

民間認可外保育所・保育
園運営支援事業

幼保学校課 民間認可外保育所
運営費、健康管理費、教材費を支援し、保
護者の経済的負担を軽減する。

民間認可保育所に対して、運営費の支弁及
び延長保育事業への補助を行う。

民間認可保育所の健全な運営を支援する。
民間認可保育所の保育時間の延長を促し、
保護者が安心して子どもを預けられる環境
を整備し、子育てを支援する

民間認可保育所幼保学校課
民間認可保育所・保育園
運営支援事業

認可外保育所に対して、運営費、健康管理
費、教材費等の補助を行う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 7,842

平成27年度 継続 　　　　〃 7,832

平成28年度 継続 　　　　〃 7,832

平成29年度 継続 　　　　〃 7,832

平成26年度 継続 事業概要に同じ 25,650

平成27年度 継続 　　　　〃 25,294

平成28年度 継続 　　　　〃 25,294

平成29年度 継続 　　　　〃 25,294

平成26年度 継続 事業概要に同じ 14,458

平成27年度 継続 　　　　〃 11,813

平成28年度 継続 　　　　〃 11,813

平成29年度 継続 　　　　〃 11,813

平成26年度 継続 事業概要に同じ 26,170

平成27年度 継続 　　　　〃 23,279

平成28年度 継続 　　　　〃 23,279

平成29年度 継続 　　　　〃 23,279

保護者の就労形態の多様化に伴い、保育
時間の延長を希望する保護者に対して延長
保育を実施する。

保育士を配置して延長保育を実施すること
で、保護者が安心して就労できるようにす
る。

家庭で十分保育す
ることができない就
学前の児童の保護
者

延長保育事業 幼保学校課

幼保学校課
一時的に家庭保育
が困難となる就学前
児童の保護者

一時保育事業

障がい児保育事業 幼保学校課

就労等により家庭で
十分保育することが
できない、集団保育
可能な就学前の障
がい児の保護者

障がい児担当の保育士を配置し、障がいの
程度に見合った保育を行うことで、障がい児
の心身の発達を促し、保護者の育児不安解
消や負担軽減を図る。

発達障がい児等を受け入れ、児童の心身
の発達に合わせた保育援助を行う。

保護者の勤務形態、傷病、出産等により一
時的に家庭での保育が困難となる児童を、
一時的に保育所で預かることにより、保護
者の子育てを支援する。

3-1-2
多様な保育サービ
スの充実

保護者の勤務形態、傷病、出産等により一
時的に家庭での保育が困難となる児童につ
いて一時的に保育所で預かる。

幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後
に在園児を保育する。

通常保育より延長した保育によりさらなる幼
児教育の推進及び、家庭での育児が困難
な世帯に対し子育ての支援を行う。

在園児及び保護者幼保学校課預かり保育事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 333

平成27年度 継続 　　　　〃 333

平成28年度 継続 　　　　〃 333

平成29年度 継続 　　　　〃 333

平成26年度 継続 事業概要に同じ 47,520

平成27年度 継続 　　　　〃 61,935

平成28年度 継続 　　　　〃 61,935

平成29年度 継続 　　　　〃 61,935

平成26年度 継続
健康づくり推進員との連携を強化し
ながら、各種検診の実施を通じて市
民の健康づくりを推進する。

1,203

平成27年度 継続

任期の切り替えに伴い、健康づくり
推進員の組織化を継続し、各種検診
の実施を通じて市民の健康づくりを
推進する。

1,204

平成28年度 継続
健康づくり推進員との連携を強化し
ながら、各種検診の実施を通じて市
民の健康づくりを推進する。

1,204

平成29年度 継続

任期の切り替えに伴い、健康づくり
推進員の組織化を継続し、各種検診
の実施を通じて市民の健康づくりを
推進する。

1,204

平成26年度 継続
推進員の地域活動を支援しながら、
食育の推進により市民の健康づくり
を進める。

135

平成27年度 継続 　　　　〃 135

平成28年度 継続 　　　　〃 135

平成29年度 継続 　　　　〃 135

健康づくり推進員活動事
業

保健課
市民、健康づくり推
進員

健康づくり推進員の地域活動の充実を図る
と共に、市民の健康に対する知識の普及と
健康意識の向上を図る。

各地域ごとに選任された健康づくり推進員
を組織化し、集団検診や施設検診のカルテ
等の配布・回収を通じてそれぞれの地域に
おいて検診事業の啓蒙と市民の健康づくり
を推進する。

ファミリー・サポート・セン
ター支援事業

子ども福祉課
市内在住の子育て
中の保護者

事業を取り組む団体に対し事業費の一部を
助成することにより、子育て世代に対する安
心と子育て環境の充実を図る。

地域において子どもの預かり等の援助を受
けたい人と行いたい人が会員となり、育児
などについて助け合う会員組織（ファミリー
サポートセンター）の活動を支援する。

放課後の保育が困難な児童に対して、安全
かつ健全な場を提供する。

就労等により、放課後、児童の保育ができ
ない保護者に代わり、適切な遊びの場や集
団生活の場を提供し、保護者の子育て支援
を図る。

原則として小学校1
年生から3年生の保
護者

幼保学校課
放課後児童健全育成事
業

3-1-3
仕事と子育ての両
立支援体制の充実

3-2-1
健康づくり増進体制
の充実

食生活改善推進員の活動支援や、それぞ
れの地域及び各世代に対応した調理教室
等の開催など、健康な食生活についての普
及啓発事業を支援する。

食生活改善推進員の地域活動の充実を図
ると共に、市民の食に関する知識の普及と
食生活の改善など食育の推進により市民の
健康づくりを進める。

市民、食生活改善
推進員

保健課
食生活改善推進員活動
事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続

施設健診等受診体制の整備及び検
診の周知に努める。大腸がん検診
クーポン事業により受診者の増加及
びがん発見に努める。

29,216

平成27年度 継続
施設健診等受診体制の整備及び検
診の周知に努める。

30,184

平成28年度 継続 　　　　〃 30,184

平成29年度 継続 　　　　〃 30,184

平成26年度 継続
働く世代の女性支援のため事業を中
心に集団及び個別検診を実施する。
未受診者への受診勧奨に努める。

13,952

平成27年度 継続 　　　　〃 15,723

平成28年度 継続 　　　　〃 15,723

平成29年度 継続 　　　　〃 15,723

平成26年度 継続
特定健康診査、一般健康診査、後期
高齢者健康診査、肝炎ウイルス検診
を集団及び施設検診として行う。

13,519

平成27年度 継続 　　　　〃 13,085

平成28年度 継続 　　　　〃 13,085

平成29年度 継続 　　　　〃 13,085

平成26年度 継続
乳幼児健診及び発達と気づきの事
業を関係機関と連携をとりながら実
施する。

4,257

平成27年度 継続 　　　　〃 4,183

平成28年度 継続 　　　　〃 4,183

平成29年度 継続 　　　　〃 4,183

3-2-2
健康管理の促進

がんを早期発見し、早期治療に結びつける
ことで、健康な市民を増やす。

健康増進法によるがん検診を、特定健診や
後期高齢者健診などと同時に受けられる総
合検診として実施する。集団検診は、各地
区公民館や分館及びえぽかにおいて実施
し、施設検診は、安達管内の医療機関で実
施する。

健康増進法に基づく健康増進事業として実
施。集団検診は、白沢公民館とえぽかで実
施し、施設検診は、安達管内の医療機関と
郡山市内の契約医療機関で実施する。ま
た、子宮頸がん、乳がん検診については、
無料クーポン事業として実施する。

がんを早期発見し、早期治療に結びつける
ことで、健康な市民を増やす。

市民（子宮頸がん：
２０歳以上の女性、
乳がん：３０歳以上
の女性）

保健課女性がん検診事業

がん検診事業 保健課

市民：３０歳以上（胃
がん・大腸がん）・４
０歳以上（肺がん）・
５０歳以上男性（前
立腺がん）

健康診査事業 保健課

市民 （一 般健 康診
査：３０歳代 、脳検
診：３０～６４歳の脳
血管疾患ハイリスク
者、人間ドック：４０
歳及び５０歳）

生活習慣病の発症以前に、検診により健康
管理を習慣化すると共に、早期治療に結び
つけることで健康な市民を増やす。

３０歳代の一般健康診査及び脳検診の集
団、施設検診を実施する。また、脳血管疾
患ハイリスク者の脳検診及び節目年齢の人
間ドックを実施する。（事務事業）1)健康診
査事業2)脳検診事業3)人間ドック事業

３～４か月児、１０か月児、１歳６か月児、３
歳児の健康診断を実施するとともに、育児
相談・保健指導・歯科指導を行う。

健康確認と成長発達における異常の早期
発見により早期治療につなげる。

乳幼児保健課乳幼児健康診査事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続
母子健康手帳及び妊婦健康診査受
診票の交付及びパパママ教室を実
施する。

29,278

平成27年度 継続
不妊治療費、産後１か月検診費用の
助成を行う。

29,850

平成28年度 継続 　　　　〃 29,850

平成29年度 継続 　　　　〃 29,850

平成26年度 継続 事業概要に同じ 82,299

平成27年度 継続 　　　　〃 77,269

平成28年度 継続 　　　　〃 77,269

平成29年度 継続 　　　　〃 77,269

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,403

平成27年度 継続 　　　　〃 1,288

平成28年度 継続 　　　　〃 1,288

平成29年度 継続 　　　　〃 1,288

平成26年度 継続
推進員の地域活動を支援しながら、
食育の推進により市民の健康づくり
を進める。

135

平成27年度 継続 　　　　〃 135

平成28年度 継続 　　　　〃 135

平成29年度 継続 　　　　〃 135

3-2-2
健康管理の促進

保健指導管理事業 保健課 全市民
市民の生活習慣病の予防と健康の保持増
進を図る。

予防接種法に基づいた予防接種を実施す
る。

免疫の効果を付与させるためのワクチン接
種を実施することで、疾病の発症と感染症
の蔓延を防止する。

市民（予防接種法で
定められている年齢
に該当する市民）

保健課予防接種事業

保健課
市民、食生活改善
推進員

食生活改善推進員の地域活動の充実を図
ると共に、市民の食に関する知識の普及と
食生活の改善など食育の推進により市民の
健康づくりを進める。

食生活改善推進員の活動支援や、それぞ
れの地域及び各世代に対応した調理教室
等の開催など、健康な食生活についての普
及啓発事業を支援する。

各種検診結果により、健康相談、訪問指導
を実施する。

検診結果等を管理するため、健康管理デー
タバンクシステムを活用する。

食生活改善推進員活動
事業

（再掲）

妊産婦健康管理事業 保健課 妊婦
妊娠中の異常に早期対応し、健康で安全な
妊娠出産を迎えられるようにする。

妊娠届を受理した際に、妊婦健康診査の受
診票（助成券15回分と、産後１か月検診受
診票）を全妊婦に交付する。また、妊婦とそ
の家族を対象に年８回、パパママ教室を開
催するほか、特定不妊治療を受けている夫
婦の経済的負担を軽減するため、治療費の
助成を行う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続

・妊婦及び中学生以下の子どもにつ
いて、ガラスバッジを配布し一定期間
装着して外部被ばくを測定する。
・４歳以上の市民について、ホール
ボディカウンターによる内部被ばく測
定を長期的に継続実施する。

41,380

平成27年度 継続 　　　　〃 43,908

平成28年度 継続 　　　　〃 43,908

平成29年度 継続 　　　　〃 43,908

平成26年度 継続 事業概要に同じ 26,108

平成27年度 - - -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 新規 事業概要に同じ 1,560

平成27年度 - - -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 - - -

平成27年度 継続 事業概要に同じ 27,429

平成28年度 継続 　　　　〃 27,429

平成29年度 継続 　　　　〃 27,429

3-2-3
放射線リスクの軽減

3-2-3
放射線リスクの軽減

放射能に対する不安が消えない中、子ども
たちの体力低下、交流不足、ストレス解消を
図る。屋内あそび場及び徹底除染した記念
樹の杜屋外あそび場の二つのあそび場を
スマイルキッズパークとし、本宮市のあそび
場の拠点として運営を行う。

屋外あそび場の運営を行う。

大震災後、放射能に対する不安が完全に
解消されていないため外で遊ぶ機会が減少
している。将来を担う子供たちの運動機会
の増加、体力の向上を図り、自然の中で遊
ぶことの魅力を再発見させ、子ども同士の
交流、多世代の交流を促進するよう運営を
行う。

市民（子どものあそ
び場としてのみでは
なく、多世代交流の
場としても利用でき
る公園）

えぽか
記念樹の杜屋外あそび
場運営事業

放射線健康管理対策事
業

屋内あそび場運営事業 えぽか
乳幼児から小学生
とその保護者

大震災後、外遊びや屋外で運動が十分に
できない状況にあり、子ども同士の交流不
足、運動不足、体力低下や親子のストレス
解消を図る

屋内あそび場の運営を行う。

スマイルキッズパーク運
営事業

※H27年度よりに「屋内あ
そび場運営事業」と「記念
樹の杜屋外あそび場運
営事業」の科目を統合

えぽか

市民（子どものあそ
び場としてのみでは
なく、多世代交流の
場としても利用でき
る屋内・屋外公園）

保健課 市民
低線量長期被ばく等による健康リスクから
市民を守るとともに、放射線の影響による健
康不安の解消を図る。

・妊婦及び中学生以下の子どもについて、
ガラスバッジを配布し一定期間装着して外
部被ばくを測定する。・４歳以上の市民につ
いて、ホールボディカウンターによる内部被
ばく測定を長期的に継続実施する。・４歳未
満の乳幼児の甲状腺検査を実施する。

屋内あそび場及び屋外遊び場の運営を行
う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 人件費のみ

平成27年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成28年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成29年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,942

平成27年度 継続 　　　　〃 4,946

平成28年度 継続 　　　　〃 4,950

平成29年度 継続 　　　　〃 4,954

平成26年度 継続

日曜祝祭日の初期救急医療対策と
して、在宅当番医制を広域市町村と
安達管内医師会との連携のもと実施
する。

1,341

平成27年度 継続 　　　　〃 1,339

平成28年度 継続 　　　　〃 1,339

平成29年度 継続 　　　　〃 1,339

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,918

平成27年度 継続 　　　　〃 4,770

平成28年度 継続 　　　　〃 4,770

平成29年度 継続 　　　　〃 4,770

平成26年度 継続 事業概要に同じ 349

平成27年度 継続 　　　　〃 330

平成28年度 継続 　　　　〃 330

平成29年度 継続 　　　　〃 330

3-3-1
高齢者の生きがい
づくりと社会参加の
促進

高齢者いきいき交流事業 高齢福祉課 60歳以上の高齢者 心身の活性化及び閉じこもり防止を図る。
高齢者と郡山女子大学人間生活科福祉
コースで介護・社会福祉を学ぶ学生による、
世代間交流のレクリエーションを行う。

在宅当番医制負担事業 保健課 市民
日曜祝祭日等に必要な医療を受けられるこ
とにより、不安を解消し安心を確保する。

日曜祝祭日の初期救急医療対策として、在
宅当番医制を広域市町村と安達管内医師
会との連携のもと実施する。

老人クラブの活動を支援するため補助金を
交付する。①単位会活動 ②連合会活動
③宿泊活動

高齢者の生きがいの高揚と社会参加を図
り、地域社会づくりに貢献する団体を育成す
る。

老人クラブ連合会及
び単位老人クラブ

高齢福祉課老人クラブ活動支援事業

3-2-5
医療体制の充実と
支援

国民健康保険被保
険者で国保税を滞
納している被保険者

国保税納入の促進を図る。
滞納被保険者との面会など納付相談の機
会を増やし、国保税の納入を促す。

診療報酬明細書（レセプト）点検員により、
レセプトの内容点検を行い、医療費の不適
正な支給を防止する。

診療報酬明細書（レセプト）の内容点検を行
い、医療費の過誤をなくし医療費の適正化
を図る。

診療報酬明細書（レ
セプト）

市民課医療費適正化対策事業

3-2-4
国民健康保険制度
の適正な運営

国民健康保険税収納率
向上対策事業

税務課
市民課
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,221

平成27年度 継続 　　　　〃 6,221

平成28年度 継続 　　　　〃 6,221

平成29年度 継続 　　　　〃 6,221

平成26年度 継続 事業概要に同じ 29,552

平成27年度 継続 　　　　〃 29,680

平成28年度 継続 　　　　〃 29,680

平成29年度 継続 　　　　〃 29,680

平成26年度 継続 事業概要に同じ 15,751

平成27年度 継続 　　　　〃 14,523

平成28年度 継続 　　　　〃 14,523

平成29年度 継続 　　　　〃 14,523

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,010

平成27年度 継続 　　　　〃 1,222

平成28年度 継続 　　　　〃 1,222

平成29年度 継続 　　　　〃 1,222

商工観光課
本宮市シルバー人
材センター、働く意
欲のある高齢者

シルバー人材センターを通じて、勤労による
生きがいづくりと高齢者雇用の創出を図る。

高齢者を雇用しているシルバー人材セン
ターに対し運営支援する。

高齢者の健康増進、介護予防を推進し明る
い生活をおくってもらう。

高齢者ふれあいプラザ（荒井・岩根）の維持
管理（浴室等施設の清掃・浴槽の水質管
理・ボイラーや消防等の通常管理）し、快適
に利用できるようにする。

3-3-1
高齢者の生きがい
づくりと社会参加の
促進

在宅の虚弱老人等に対し、通所による教養
の向上及びレクリエーション等生きがいデイ
サービス事業を行う。

各種のサービスを提供することにより、社会
的孤立感を解消し、心身機能を維持向上さ
せ、自立の支援及び要介護状態等への進
行の予防を図る。

介護保険の対象と
ならない在宅の虚
弱老人(おおむね６５
歳以上）

高齢福祉課
高齢者生きがいデイサー
ビス事業

シルバー人材センター支
援事業

3-3-2
介護予防と自立支
援の推進

高齢者ふれあいプラザ維
持管理事業

高齢福祉課 60歳以上の高齢者

介護予防に関する知識の普及・啓発や、地
域における自主的な介護予防に資する活
動の育成・支援を図る。

介護予防の自発的な活動が広く実施され、
高齢者が自ら活動に参加し、主体的に実施
されることを目的とする。

高齢者（６５歳以上
の市民）、及びその
支援のための活動
に関わる者

高齢福祉課
一次予防事業
[介護保険事業特別会計]
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 5,420

平成27年度 継続 　　　　〃 5,469

平成28年度 継続 　　　　〃 5,469

－ － － -

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,418

平成27年度 継続 　　　　〃 6,841

平成28年度 継続 　　　　〃 6,841

平成29年度 継続 　　　　〃 6,841

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,680

平成27年度 継続 　　　　〃 7,200

平成28年度 継続 　　　　〃 7,200

平成29年度 継続 　　　　〃 7,200

平成26年度 継続 事業概要に同じ 7,000

－ － － -

－ － － -

－ － － -

寝たきり在宅者介護家庭
支援事業

高齢福祉課
要介護4・5の在宅者
を介護する家族

要介護者及び家族の精神的・経済的負担を
軽減する。

寝たきり状態の在宅者を介護している家族
に対して介護用品購入の費用助成と介護
手当を支給する。

在宅寝たきり高齢者等の介護者に対し、在
宅介護に関する総合的な相談に応じ、要介
護者の介護等に関するニーズに対応した各
種の保健福祉サービスが受けられるように
在宅生活の支援を行う。

介護に関する相談や適正な福祉サービスを
受けながら在宅で生活してもらう。

在宅の高齢者や介
護者

高齢福祉課
在宅介護支援センター運
営事業

3-3-3
在宅福祉サービス
の充実と支えあう地
域づくりへの支援

二次予防事業
[介護保険事業特別会計]

高齢福祉課

要介護、及び 要支
援者を除く１号被保
険者を対象に、二次
予防事業対象者把
握事業を実施し、該
当した者（生活機能
低下した者）

二次予防事業対象者に対して、介護予防プ
ログラムを提供し、要支援・要介護状態にな
らないよう介護予防を図る。

介護予防対象者となる二次予防事業対象
者（要介護予備群）を把握し、要介護状態に
ならないための予防事業を行う。

多年にわたり社会に貢献してきた老人を敬
愛し、長寿を祝福するため７０歳以上の
方々を招待し、各地区ごとに敬老会を実施
する。

敬老及び長寿を祝福するとともに、広く敬愛
思想の高揚を図る。

本市に住所を有す
る満７０歳以上の高
齢者

高齢福祉課敬老会開催事業

3-3-2
介護予防と自立支
援の推進
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,827,670

平成27年度 継続 　　　　〃 1,959,806

平成28年度 継続 　　　　〃 1,959,806

平成29年度 継続 　　　　〃 1,959,806

平成26年度 継続 事業概要に同じ 68,270

平成27年度 継続 　　　　〃 50,179

平成28年度 継続 　　　　〃 50,179

平成29年度 継続 　　　　〃 50,179

平成26年度 継続 事業概要に同じ 5,185

平成27年度 継続 　　　　〃 5,057

平成28年度 継続 　　　　〃 5,057

平成29年度 継続 　　　　〃 5,057

平成26年度 継続 事業概要に同じ 19,372

平成27年度 継続 　　　　〃 19,500

平成28年度 継続 　　　　〃 19,500

平成29年度 継続 　　　　〃 19,500

平成26年度 継続 事業概要に同じ 392,821

平成27年度 継続 　　　　〃 393,960

平成28年度 継続 　　　　〃 393,960

平成29年度 継続 　　　　〃 393,960

3-4-3
生活支援体制の充
実

障がい者福祉相談事業 社会福祉課
障がい者及びその
家族

地域で生活するために必要な情報の取得、
相談、制度活用の援助、及びライフステー
ジに即したケアマネジメントの提供を受け易
くする。

障がい者等の福祉に関し必要な情報の提
供や助言等を行うため、専門的知識を有す
る指定相談支援事業所にその業務を委託
し、様々な福祉資源の有効活用に寄与す
る。

障がい者・障がい児が、余暇活動などのた
めに外出する時の支援や日常的にケアして
いる家族が仕事や疾病、その他の理由によ
り、介護できない場合の日中の支援を行う。

介護者には負担軽減のため休息等の機会
を、障がい者・障がい児には社会参加が行
いやすい環境を整え、ｻｰﾋﾞｽを容易に利用
できるようにする。

障がい者・障がい児社会福祉課
移動支援・日中一時支援
事業

3-4-1
相談支援体制の充
実

3-4-2
地域社会参加の支
援

3-3-4
介護サービスの充
実と介護保険事業
の円滑な運営

障がい者福祉サービス介
護給付事業

社会福祉課 障がい者・障がい児
各種サービスの提供により、障がい者・障
がい児が自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう支援する。

障害者自立支援法に基づき、障がい者及び
障がい児がその有する能力及び適性に応
じ、施設・居宅介護等のサービス利用等、必
要な障がい福祉サービスに係る給付を行
う。

介護サービス等給付事業 高齢福祉課
介護サービスを利
用する要介護者

要介護者に必要な介護サービスを提供し、
自立した日常生活を営むことができるよう支
援する。

介護者が介護サービスの提供を受けたと
き、サービス料の９割を保険者が給付する。

要支援者が介護予防サービスの提供を受
けたとき、サービス料の９割を保険者が給
付する。

要支援者に必要な介護予防サービスを提
供し、自立した日常生活を営むことができる
よう支援する。

介護予防サービス
を利用する要支援
者

高齢福祉課
介護予防サービス等給付
事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 - - -

平成27年度 新規 事業概要に同じ 17,679

平成28年度 継続 　　　　〃 17,679

平成28年度 継続 　　　　〃 17,679

平成26年度 継続 事業概要に同じ 219,869

平成27年度 継続 　　　　〃 204,712

平成28年度 継続 　　　　〃 204,712

平成29年度 継続 　　　　〃 204,712

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,620

平成27年度 継続 　　　　〃 5,304

平成28年度 継続 　　　　〃 5,010

平成29年度 継続 　　　　〃 5,210

平成26年度 継続 事業概要に同じ 29,724

平成27年度 継続 　　　　〃 24,107

平成28年度 継続 　　　　〃 24,107

平成29年度 継続 　　　　〃 24,107

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,262

平成27年度 継続 　　　　〃 4,489

平成28年度 継続 　　　　〃 4,489

平成29年度 継続 　　　　〃 4,489

3-5-1
生活相談・自立支援
体制の充実

民生委員・児童委員活動
事業

社会福祉課 民生委員・児童委員 民生委員・児童委員の活動を支援する。
民生委員・児童委員の活動事業を民生児
童委員協議会へ委託する。

3-6-2
地域福祉ネットワー
クづくりの支援

国民年金事務 市民課
国 民 年 金 被 保 険
者、国民年金受給
者

国民年金に加入することにより、老齢や障
害又は死亡を原因としたことで、生活の経
済的安定が損なわれることを防ぎ、生活の
維持及び向上に役立てる。

国民年金資格の取得喪失等の届出につい
ての受理、進達及び保険料の免除、若年者
納付猶予、学生納付特例の申請受理、進
達、老齢・障害・遺族基礎年金等の請求(年
金の受給手続き)についての受理、進達な
ど法定受託事務を行う。

本宮市社会福祉協議会の運営に対し、財
政的支援を行う。

社会福祉法人への財政支援により、福祉事
業の効率・効果を上げる。

本宮市社会福祉協
議会

社会福祉課
社会福祉協議会活動支
援事業

3-5-3
国民年金制度の適
正な運用と啓発

3-6-1
地域福祉を推進す
る団体等への支援・
連携

3-5-2
生活保護制度の適
正な運用

生活保護法に基づき、要保護者に生活、教
育、住宅、医療、介護等の扶助を行う。

困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、健
康で文化的な最低限度の生活を保障すると
ともに、その自立を助長する。

生活に困窮する市
民

社会福祉課生活保護事業

生活困窮者自立支援事
業

※平成２７年度、自立支援
事業と生活相談事業を統合

社会福祉課

経済的に困窮し、最
低限度の生活を維
持することができな
い恐れのある市民

生活に困窮する市民に対し、相談に応じ、
その困窮の原因や問題点を整理検討し、本
人の状態に応じた自立を支援する。

生活困窮者自立支援法に基づき、生活に困
窮する市民に対して、自立の支援を行う。な
お、相談窓口は社会福祉協議会。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 289

平成27年度 継続 　　　　〃 119

平成28年度 継続 　　　　〃 119

平成29年度 継続 　　　　〃 119

平成26年度 継続 事業概要に同じ 214

平成27年度 継続 　　　　〃 214

平成28年度 継続 　　　　〃 214

平成29年度 継続 　　　　〃 214

平成26年度 - - -

平成27年度 - - -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続 事業概要に同じ 103

平成27年度 継続 　　　　〃 101

平成28年度 継続 　　　　〃 101

平成29年度 継続 　　　　〃 101

男女共同参画支援事業 生活環境課 市民
家庭生活における活動と職場、学校、地域
等における社会的活動の両立が、社会的
通念として定着する。

特に女性が社会のあらゆる分野で活動でき
る能力の開発、人材育成のための情報提
供と参加支援を行う。
県男女共生センターで企画する講習会の、
参加費を助成する。

3-7-4
社会のあらゆる分
野への女性の参画
が進む社会環境づく
り

男女共同参画意識啓発
事業

生活環境課 市民 男女共同参画に対する意識を高める。

広報紙等を通して男女共同参画に関する
国・県・他地域での取り組みや考え方、及び
各種参考データ等の情報を提供する。
小中学校に男女共同参画に関する図書を
配置する。

男女共同参画の基本計画に関する事項、
男女共同参画の推進に関する基本的事項
及び重要事項について調査審議するため、
男女共同参画審議会を開催する。

市長から諮問される男女共同参画の推進
に関する基本的事項及び重要事項につい
て調査審議し、市長に意見を申し述べてい
ただく。

男女共同参画審議
会

生活環境課
男女共同参画審議会運
営事業

3-7-2
男女共同参画の意
識づくり

3-7-3
男女共同参画活動
の推進体制の充実

人権擁護委員により人権相談や啓発活動
を実施する。

人権の重要性について認識を持ってもらう。
また、相談者への助言、指導や関係機関等
と連絡調整し、問題の早期解決を支援す
る。

市民（主に人権問題
相談者）

生活環境課人権啓発・相談事業
3-7-1
人権啓発・相談体制
の充実
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 10,345

平成27年度 継続 　　　　〃 10,356

平成28年度 継続 　　　　〃 10,356

平成29年度 継続 　　　　〃 10,356

平成26年度 継続 事業概要に同じ 5,060

平成27年度 継続 　　　　〃 5,060

平成28年度 継続 　　　　〃 5,060

平成29年度 継続 　　　　〃 5,060

平成26年度 新規 － －

平成27年度 新規 事業概要に同じ 6,487

平成28年度 継続 　　　　〃 6,487

平成29年度 継続 　　　　〃 6,487

平成26年度 継続 事業概要に同じ 10,564

平成27年度 継続 　　　　〃 6,061

平成28年度 継続 　　　　〃 6,061

平成29年度 継続 　　　　〃 6,061

平成26年度 継続 事業概要に同じ 971

平成27年度 継続 　　　　〃 851

平成28年度 継続 　　　　〃 851

平成29年度 継続 　　　　〃 851

平成26年度 継続 事業概要に同じ 815

平成27年度 継続 　　　　〃 815

平成28年度 継続 　　　　〃 815

平成29年度 継続 　　　　〃 815

担い手支援事業 農政課
認定農業者を中心
とした農業生産団体

効率的かつ安定的な発展及び自立した農
業経営が継続できるよう支援する。また、認
定農業者への誘導を促進する。

認定農業者を中心として組織された団体等
に施設及び機械等の整備に要する経費の
一部を支援する。

4-1-1
農業担い手の育成・
確保

家畜導入資金融資制度
推進事業

農政課 農業者（畜産農家）

資金融資によって市内農業者（畜産農家）
が、計画的な家畜導入を行うことができ、農
業経営の安定化が図れる。また、認定農業
者への誘導を促進する。

家畜導入に伴う初期投資の軽減を図るた
め、個別農業者へ一頭当たり５０万円の貸
付けを行い、併せて利子及び信用保証料の
補助をする。
認定農業者・新規就農者：利子補給 50%
保証料の補助 100%
一般農家：利子補給 なし 保証料の補助
50%

4-1-2
農林産物の風評被
害の払しょくと消費・
販路拡大

経営改善のため機械等を購入する農業者
に資金の貸付を行い、併せて利子及び信用
保証料を補助する。
認定農業者・新規就農者：貸付限度額 500
万円　利子補給 100% 保証料の補助 100%
一般農業者：貸付限度額 300万円 利子補
給 なし 保証料の補助 50%

グリーン・ツーリズム地域
推進事業

農政課
市民、市外住民、市
内事業所

農作業体験や加工品製造等の地域協働活
動を通した都市との交流により本市の安
全・安心な農産物や加工品のＰＲを実施し
ながら、農家の耕作意欲の向上と地域の活
性化を図る

グリーン・ツーリズムを実施する。

東京電力福島第一原子力発電所事故によ
り、本市農産物等に深刻な風評被害が発生
していることから、主力産品である米を中心
に農産物のトップセールス等の販売促進事
業を行い風評被害を払拭する。

都市部におけるトップセールスや直売によ
り、東日本大震災により発生した東京電力
福島第一原子力発電所の事故に伴う放射
能汚染風評被害の払拭を図る。

県内外各都市農政課
農産物等風評被害対策
事業

土地利用型作物導入を図り、地域特性を生
かした農業振興へ資するための苗・種子購
入の初期投資に要する経費を補助する。
（事業費に対する３０％以内を補助） 特産
作物（長芋、アスパラガス、ミニトマト、きゅう
りなど２０品目）に取り組む市内の農家が対
象。

種子・苗の助成により特産作物の栽培拡大
及び経営の安定化を図る。

特産作物、農家
農政課
産業建設課

特産作物振興対策事業

資金融資によって市内農業者の農業経営
の改善と安定化を図る。また、認定農業者
への誘導を促進する。

農業者農政課
農業経営改善資金融資
制度推進事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 13,928

平成27年度 継続 　　　　〃 14,919

平成28年度 継続 　　　　〃 14,919

平成29年度 継続 　　　　〃 14,919

平成26年度 - - -

平成27年度 - - -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続 事業概要に同じ 17,446

平成27年度 継続 　　　　〃 19,331

平成28年度 継続 　　　　〃 19,331

平成29年度 継続 　　　　〃 19,331

平成26年度 継続 事業概要に同じ 13,603

平成27年度 継続 　　　　〃 8,513

平成28年度 継続 　　　　〃 8,513

平成29年度 継続 　　　　〃 8,513

堆肥助成交付金事業 農政課
米生産調整達成農
家

米の生産調整に意欲的に協力していただき
１００％を目指すとともに、循環型農業を推
進する。

米生産調整達成者に本宮堆肥センター・白
沢有機センターの堆肥を助成する。 ①フレ
コン堆肥 目標生産調整達成面積1,250㎡
に対し１袋 ②小袋堆肥 目標生産調整
達成面積1,250㎡に対し１２袋 ③消石灰
目標生産調整達成面積1,250㎡に対し７袋

農業用道水路整備事業
農政課
産業建設課

農業用道水路、土
地改良区、水利組
合等組織

農業用道水路等の改修により施設機能を
回復し、生産性の向上と効率化を図る。

農業用道水路の改修工事の実施、及び土
地改良区、水利組合等組織が行う農業用
道水路等の改修等工事に対する財政支援
及び資材提供を行う。

遊休農地対策事業 農政課 遊休農地 遊休農地を解消する。

遊休農地化した田・畑・桑園を、抜根・整地
する事業費を補助する。
　10a当たり　40,000円

※平成２３年度より、原発事故による農地汚
染により事業休止。

4-1-3
遊休農地の解消と
生産拡大

4-1-4
農林業基盤の整備

安積疏水、大玉、高木用水、安達疏水各土
地改良区の運営に対し財政的支援を行う。

土地改良区へ財政的支援を行うことで、土
地改良区保有の農業用施設の適切な維持
管理が確保し、農業者経営の安定を図る。

各土地改良区
農政課
産業建設課

土地改良区支援事業
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 14,937

平成27年度 継続 　　　　〃 17,843

平成28年度 継続 　　　　〃 17,843

平成29年度 継続 　　　　〃 17,843

平成26年度 継続 事業概要に同じ 14,937

平成27年度 継続 　　　　〃 17,843

平成28年度 継続 　　　　〃 17,843

平成29年度 継続 　　　　〃 17,843

平成26年度 継続 事業概要に同じ 67,774

平成27年度 継続 　　　　〃 67,889

平成28年度 継続 　　　　〃 67,889

平成29年度 継続 　　　　〃 67,889

平成26年度 継続 事業概要に同じ 29,975

平成27年度 継続 　　　　〃 39,412

平成28年度 継続 　　　　〃 39,412

平成29年度 継続 　　　　〃 39,412

平成26年度 継続 事業概要に同じ 人件費のみ

平成27年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成28年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成29年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

中小企業事業所
市内中小企業経営基盤安定のため、希望
する事業所へ融資をすることにより経営の
強化を図る。

市内中小企業の経営基盤安定のため、特
定金融機関を利用し低利の融資を行う。ま
た、日本政策金融公庫からの借り入れ利子
補給を実施する。

企業を積極的に訪問し、工業等団地への誘
致活動を進める。

企業立地により、地域経済が活性化する。
市内の工業団地等
に進出を希望してい
る企業

4-2-1
地域に密着した商
店・商店街づくりの
推進

商工観光課

商工会が行う商工業振興を推進する事業
と、もとみや商店街協同組合が行なう商店
街の活性化を推進する事業に対し補助金を
交付し、運営を支援する。

本宮市商工会・もとみや商店街協同組合を
支援しながら、商工会・商店街協同組合を
核とした市内商工業の振興を図る。

本宮市商工会・もと
みや商店街協同組
合

商工観光課
商工業振興団体支援事
業

商工観光課企業立地推進事業

4-2-2
人が集まる事業活
動の支援

商工業振興団体支援事
業

（再掲）

商工観光課
本宮市商工会・もと
みや商店街協同組
合

本宮市商工会・もとみや商店街協同組合を
支援しながら、商工会・商店街協同組合を
核とした市内商工業の振興を図る。

商工会が行う商工業振興を推進する事業
と、もとみや商店街協同組合が行なう商店
街の活性化を推進する事業に対し補助金を
交付し、運営を支援する。

4-3-2
既存企業及び新規
立地企業への支援

工場等設置支援事業 商工観光課
既存企業及び新規
立地企業

立地継続を図る。
既存企業及び新規立地企業への支援及び
フォローアップを行う。

商工業経営金融支援事
業

4-3-1
企業立地の推進

4-2-3
中小企業・事業者の
育成と経営基盤安
定化の支援
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 877

平成27年度 継続 　　　　〃 1,055

平成28年度 継続 　　　　〃 1,055

平成29年度 継続 　　　　〃 1,055

平成26年度 継続 事業概要に同じ 743,256

平成27年度 継続 　　　　〃 593,285

平成28年度 継続 　　　　〃 593,285

平成29年度 継続 　　　　〃 593,121

平成26年度 継続 事業概要に同じ 94

平成27年度 継続 　　　　〃 94

平成28年度 継続 　　　　〃 94

平成29年度 継続 　　　　〃 94

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,221

平成27年度 継続 　　　　〃 6,221

平成28年度 継続 　　　　〃 6,221

平成29年度 継続 　　　　〃 6,221

就職を希望する市民に対し、求人情報等の
提供を行う。

就職を希望する市民が就職し、生活の安定
を図る。

就職を希望する市
民

商工観光課地域雇用支援事業

シルバー人材センター支
援事業

（再掲）

商工観光課
本宮市シルバー人
材センター、働く意
欲のある高齢者

シルバー人材センターを通じて、勤労による
生きがいづくりと高齢者雇用の創出を図る。

高齢者を雇用しているシルバー人材セン
ターに対し運営支援する。

4-4-1
就労支援対策の推
進

4-4-1
就労支援対策の推
進

工業団地維持管理事業 商工観光課 工業団地 工業団地の良好な環境に整備する。
工業団地内の公共施設用地等についての
除草作業、及び調整池等の維持管理を行
う。

工業団地用地取得事業 商工観光課
福島県土地開発公
社

工業団地用地取得事業における償還金の
計画的な償還。

4-3-3
工業団地の管理・整
備

福島県土地開発公社に対して、償還計画に
基づく返済を行う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 150

平成27年度 継続 　　　　〃 150

平成28年度 継続 　　　　〃 150

平成29年度 継続 　　　　〃 150

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,728

平成27年度 継続 　　　　〃 1,788

平成28年度 継続 　　　　〃 1,788

平成29年度 継続 　　　　〃 1,788

平成26年度 継続 事業概要に同じ 4,709

平成27年度 継続 　　　　〃 6,747

平成28年度 継続 　　　　〃 6,747

平成29年度 継続 　　　　〃 6,747

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,000

平成27年度 継続 　　　　〃 1,000

平成28年度 継続 　　　　〃 1,000

平成29年度 継続 　　　　〃 1,000

本宮市内においては、市役所等に観光パン
フレットを設置し、観光客の誘客拡大を図
り、また、首都圏等で開催されるイベント等
に参加しながら、市内の観光地や特産品の
ＰＲ活動を行う。

市内への誘客を促進しながら、交流人口の
拡大と地域経済の活性化を図る。

観光客商工観光課観光案内・宣伝事業

安達地方観光物産振興
協議会PR事業
（観光・物産等風評被害
対策事業）

商工観光課
首都圏等を中心とし
た観光客、消費者

東日本大震災及び東京電力福島第一原子
力発電所事故からの復興を目指し、地域観
光の推進と地場産品の販売促進により、経
済の活性化に資する。

首都圏等で開催する観光物産イベントの企
画、出展に関する事業、その他協議会の目
的達成のために必要な事業を行う。

4-5-2
観光案内・宣伝の充
実

観光施設管理事業 商工観光課 観光施設 観光施設として良好な状態を維持する。
観光施設等に付帯する公衆便所の清掃及
び維持管理を行う。

4-4-2
福利厚生の支援

4-5-1
観光資源の整備

互助会事業への財政等支援により、勤労者
の福利厚生の向上を図る。

中小規模事業所の
勤労者

商工観光課
勤労者互助会運営支援
事業

本宮市勤労者互助会へ運営支援を行う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 20,288

平成27年度 継続 　　　　〃 22,529

平成28年度 継続 　　　　〃 22,529

平成29年度 継続 　　　　〃 22,529

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,418

平成27年度 継続 　　　　〃 3,434

平成28年度 継続 　　　　〃 3,434

平成29年度 継続 　　　　〃 3,434

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,902

平成27年度 継続 　　　　〃 1,556

平成28年度 継続 　　　　〃 1,556

平成29年度 継続 　　　　〃 1,556

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,418

平成27年度 継続 　　　　〃 3,434

平成28年度 継続 　　　　〃 3,434

平成29年度 継続 　　　　〃 3,434

平成26年度 継続 事業概要に同じ 5,399

平成27年度 継続 　　　　〃 5,399

平成28年度 継続 　　　　〃 5,399

平成29年度 継続 　　　　〃 5,399

5-1-1
環境保全対策の推
進

5-1-1
環境保全対策の推
進

3Ｒ(リデュース、リユース、リサイクル）運動
を推進し、廃棄物が減量され、循環型社会
の形成が図れる。

市民、市内から排出
される一般廃棄物

生活環境課
ごみ減量化・資源化対策
事業

資源物回収を行う市内団体へ、回収量に応
じ助成金を交付する。また、生ごみ処理機
購入者へ購入費の一部を助成する。

5-1-3
ごみ減量化とリサイ
クルの推進

観光関係団体運営支援
事業

商工観光課
本宮市観光物産協
会、観光客

本宮市観光物産協会が実施する各種事業
に対し財政的支援等を行うことで、事業実
施基盤を強化しながら観光客の誘客活動の
展開を促進し、地域経済の活性化を図る。

本宮市観光物産協会に補助金を交付する
とともに、事務局として支援を行う。

4-5-3
新しい観光資源の
開発と観光事業の
支援

生活環境課環境美化推進事業

騒音防止対策事業 生活環境課
道路を通行する自
動車騒音

市民が良好な環境で暮らせるため、自動車
騒音を計測する。

自動車騒音調査を行い、「騒音に係る環境
基準について」の達成状況等を把握する。

5-1-2
生活環境対策の推
進

環境美化推進事業

（再掲）
生活環境課

市民、事業者、市内
の自然環境等

①市民が良好な環境で暮らせる。②環境負
荷が低減され、良好な環境が保全されてい
る。③市民、事業者、行政の協働の取り組
みにより、環境へ配慮した行動が定着す
る。

環境保全対策の企画・計画策定等を行い、
現在及び将来にわたる良好かつ快適な環
境づくりを図る。

環境保全対策の企画・計画策定等を行い、
現在及び将来にわたる良好かつ快適な環
境づくりを図る。

①市民が良好な環境で暮らせる。②環境負
荷が低減され、良好な環境が保全されてい
る。③市民、事業者、行政の協働の取り組
みにより、環境へ配慮した行動が定着す
る。

市民、事業者、市内
の自然環境等
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 9,600

平成27年度 継続 　　　　〃 7,200

平成28年度 継続 　　　　〃 7,200

平成29年度 継続 　　　　〃 7,200

平成26年度 継続 事業概要に同じ 19,362,769

平成27年度 継続 　　　　〃 19,640,392

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続 事業概要に同じ 580

平成27年度 継続 　　　　〃 216

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続
１日１回、月１回、３ヶ月に１回、年１
回の各項目の検査

13,221

平成27年度 継続 　　　　〃 13,326

平成28年度 継続 　　　　〃 13,326

平成29年度 継続 　　　　〃 13,326

平成26年度 継続 石綿セメント管の布設替工事 88,560

平成27年度 継続 　　　　〃 57,996

平成28年度 継続 　　　　〃 35,000

－ － － -

5-2-1
安全な水道水の安
定供給

線量低減化対策事業 放射能対策課
市民の生活空間／
放射線・放射性物質
／通学路等

放射線量の低減化を図り、安心して暮らせ
る生活を取り戻す。

将来を担う子どもたちが生活空間として過
ごす時間が多い通学路、公園等における放
射性物質による放射線量の低減を図るた
め、町内会・行政区による線量低減化活動
支援事業等を実施する。

石綿セメント管更新事業 上下水道課 石綿セメント管
耐震性のあるダクタイル鋳鉄管等に布設

替することにより災害に強くなり、また漏水
箇所も減少する。

石綿セメント管を耐震性のあるダクタイル
鋳鉄管等に布設替する。

太陽光発電システム設置
支援事業

生活環境課 市民
各主体から排出される二酸化炭素などの温
室効果ガスを削減することで、地球温暖化
の抑制に寄与する。

市内における太陽光発電システムの設置
者に対し補助金を交付する。

5-1-4
環境負荷の低減と
省エネルギーの推
進

福島第一原子力発電所の事故により拡散し
た放射性物質への対応として、放射能除染
対策事業（住宅等除染、仮置場造成工事）
及び環境放射能等の測定（空間線量のモニ
タリング等・線量計の貸し出し）を実施する。

放射線量の低減化を図り、安心して暮らせ
る生活を取り戻す。

市民の生活空間／
放射線・放射性物質

放射能対策課住宅除染事業

水質検査事業 上下水道課
水道の原水及び水
道水

　安全な水道水を供給する。
安全な水道水を供給するため、水質管理

を行うことにより、原水から末端給水栓まで
の安全性を確認する。

5-1-5
放射能除染の推進
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続
高松配水場～五味内配水場送水管
整備

48,060

平成27年度 継続 　　　　〃 48,600

平成28年度 継続 　　　　〃 60,000

平成29年度 継続 　　　　〃 60,000

平成26年度 継続
耐震診断委託（片面山配水場・上関
下取水場・井戸上配水場）

21,600

平成27年度 継続
耐震診断等委託（小山浄水場、東禅
寺浄水場、立石山浄水場）

25,380

平成28年度 継続 耐震工事（立石山浄水場浄水施設） 216,000

平成28年度 継続 　　　　〃 324,000

平成26年度 継続
県道拡幅関連事業及び要望箇所等
の整備を行う。

30,797

平成27年度 継続
農業集落排水施設との接続工事と
要望箇所等の整備を行う。

49,421

平成28年度 継続 要望箇所等の整備を行う。 7,000

平成29年度 継続 要望箇所等の整備を行う。 7,000

平成26年度 継続
未接続世帯等への水洗化の啓蒙活
動。 水洗化のための資金の融資斡
旋及び利子補給を行う。

78

平成27年度 継続 　　　　〃 62

平成28年度 継続 　　　　〃 62

平成29年度 継続 　　　　〃 62

5-2-1
安全な水道水の安
定供給

未接続世帯等への水洗化の啓蒙活動。　水
洗化のための資金の融資斡旋及び利子補
給を行う。

下水道整備区域内の水洗化の推進を図り、
生活環境の改善と公共用水域の水質汚濁
を防止し、環境衛生の向上を図る。

下水道処理区域内
の市民・事業所等

上下水道課水洗化普及事業

白沢地区施設拡張事業 上下水道課 白沢地区水道施設
本宮地区と白沢地区との連絡管布設と、

白沢地区の配水管整備を行い水道水の安
定供給を行う。

　配水管等の整備をする。
①高松配水場～五味内配水場送水管整

備

下水道汚水処理施設整
備事業

上下水道課
下水道処理区域内
の市民・事業所等

汚水処理施設の整備により、生活環境の改
善と公共用水域の水質汚濁を防止し、環境
衛生の向上を図る。

本宮市流域関連公共下水道計画に基づ
き、汚水処理施設を整備する。

5-2-2
下水道の普及推進

水道施設耐震化改修事
業

上下水道課 本宮市水道施設
水道水の安定供給を図るため、耐震診断・
耐震補強を行い、地震に強い水道施設を構
築する。

水道施設の耐震診断を行うとともに、順次
耐震補強工事を行う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 13,510

平成27年度 継続 　　　　〃 13,496

平成28年度 継続 　　　　〃 13,496

平成29年度 継続 　　　　〃 13,496

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,646

平成27年度 継続 　　　　〃 3,646

平成28年度 継続 　　　　〃 3,646

平成29年度 継続 　　　　〃 3,646

平成26年度 継続 事業概要に同じ 68,013

平成27年度 継続 　　　　〃 65,811

平成28年度 継続 　　　　〃 65,811

平成29年度 継続 　　　　〃 65,811

平成26年度 継続 事業概要に同じ 23,100

平成27年度 継続 　　　　〃 101,830

平成28年度 継続 　　　　〃 101,830

平成29年度 継続 　　　　〃 101,830

平成26年度 継続 事業概要に同じ 62,370

平成27年度 継続 　　　　〃 58,490

平成28年度 継続 　　　　〃 58,490

平成29年度 継続 　　　　〃 58,490

公共下水道事業認可区域及び農業集落排
水事業区域の地域以外において、合併処
理浄化槽（10人槽以下）を適正に維持管理
（保守点検・清掃・法定検査）している市民
に維持管理費用の一部を補助する。

5-3-1
生活道路の整備と
市道の適正な維持
管理の推進

生活道路整備事業
建設課
産業建設課

一般市道 安全・安心で快適な道路の確保を図る。
一般市道の整備を行う。
　白沢地区：　　37路線（L=12,515ｍ）
　本宮地区：　　70路線（L= 13,320ｍ）

5-3-1
生活道路の整備と
市道の適正な維持
管理の推進

5-2-3
合併処理浄化槽の
普及促進

道路パトロールや地域住民等からの要望に
基づき、道路維持補修（舗装修繕、側溝修
繕、安全施設修繕、草刈り等）を行う。

道路利用者の利便性、安全性の向上を図
る。

市道
建設課
産業建設課

道路維持補修事業

橋りょう維持事業 建設課 橋梁 安全・安心に通行できる状態を維持する。
「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、老朽
化が進んでいる橋梁の補修工事を実施す
る。

公共下水道事業認可区域及び農業集落排
水事業区域の地域以外において、合併処
理浄化槽（10人槽以下）を設置しようとする
市民に対する補助を行う。

合併処理浄化槽の新設、汲取り便槽や単
独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転
換推進により、生活環境の改善と公共用水
域の水質汚濁を防止し、環境衛生の向上を
図る。

公共下水道事業認
可区域及び農業集
落排水事業区域の
地域以外において、
合併処理浄化槽を
設置しようとする市
民

上下水道課浄化槽設置支援事業

浄化槽維持管理支援事
業

上下水道課

公共下水道事業認
可区域及び農業集
落排水事業区域の
地域以外において、
浄化槽を設置してい
る市民

合併処理浄化槽を適正に維持管理すること
により、生活環境の改善と公共用水域（河
川・水路など）の水質汚濁を防止し、環境衛
生の向上を図る。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 新規
民間事業者と連携し、定住促進策を
検討

230

平成27年度 継続 事業概要に同じ 34,997

平成28年度 継続 　　　　〃 34,997

平成29年度 継続 　　　　〃 34,997

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,494

平成27年度 継続 　　　　〃 1,496

平成28年度 継続 　　　　〃 1,496

平成29年度 継続 　　　　〃 1,496

平成26年度 継続 事業概要に同じ 17,686

平成27年度 継続 　　　　〃 31,254

平成28年度 継続 　　　　〃 31,254

平成29年度 継続 　　　　〃 31,254

平成26年度 新規 事業概要に同じ 40,608

平成27年度 継続 　　　　〃 942

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続 事業概要に同じ 50,937

平成27年度 継続 　　　　〃 48,334

平成28年度 継続 　　　　〃 48,334

平成29年度 継続 　　　　〃 48,334

5-3-2
安全で快適な住宅
づくりの推進

5-3-2
安全で快適な住宅
づくりの推進

建設課
市民所有の木造住
宅

地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被
害を軽減させ、市民の安全を確保する。

昭和５６年以前に建設した木造住宅につい
て、耐震診断及び改修を実施する際の支援
を行う。

個人向けのマイホーム取得奨励金及び事
業者向けの宅地造成奨励金を支給しなが
ら、定住促進のPRを実施する。

本市の住みよさ等のPR及び住宅政策等に
より、定住を促進する。

・本宮市外に居住す
る住民及び賃貸住
宅等に居住する市
民
・宅地開発事業者

政策推進課もとみや定住促進事業

安全で快適な憩いの場を市民に提供するた
め、運動公園をはじめ市内の都市公園の施
設や緑地の管理委託及び清掃等を実施し
ながら施設等の維持管理業務（利用料徴収
含む。）を行う。

施設の良好な管理のもと、利用者が快適に
利用できる状態を維持する。

公園施設、公園を利
用する一般市民（市
内外含む。）

建設課公園維持管理事業

5-3-3
市営住宅の適正な
管理

5-3-4
公園整備・緑化の推
進

生活安定を支援するため、復興公営住宅を
整備する。

住宅建築耐震化促進事
業

適切な市営住宅の維持管理を行うため、老
朽住宅の修繕や白蟻駆除、草刈等を行う。

良好な住環境を確保する。
市営住宅の建物及
び住宅敷地

建設課市営住宅維持管理事業

復興公営住宅整備事業 建設課
原子力災害による
避難者

「浪江町避難者支援のための災害公営住
宅整備に関する協定書」に基づき、コミュニ
ティを維持しながら安定した生活環境が維
持できるよう、復興公営住宅を整備する。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 300

平成27年度 継続 　　　　〃 300

平成28年度 継続 　　　　〃 300

平成29年度 継続 　　　　〃 300

平成26年度 継続 事業概要に同じ 55,439

平成27年度 継続 　　　　〃 54,161

平成28年度 継続 　　　　〃 54,161

平成29年度 継続 　　　　〃 54,161

平成26年度 継続 事業概要に同じ 20,005

平成27年度 継続 　　　　〃 14,653

平成28年度 継続 　　　　〃 14,653

平成29年度 継続 　　　　〃 14,653

平成26年度 継続 事業概要に同じ 12,931

平成27年度 継続 　　　　〃 29,645

平成28年度 継続 　　　　〃 29,645

平成29年度 継続 　　　　〃 29,645

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,471

平成27年度 継続 　　　　〃 -

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

5-4-1
消防力の強化と火
災予防対策の推進

5-4-1
消防力の強化と火
災予防対策の推進

消防車両
災害活動等の中心となる消防車両につい
て、計画的な更新と定期的な整備により、
正常な機能維持を図る。

消防車両の毎月の定時運転及び点検によ
り適正な維持管理と計画的な更新等を行
う。

消防施設等の適正な管理により消防力の
強化を図る。

消防屯所等防災対策課消防屯所建設事業
消防屯所の計画的な更新を行い、消防力
の維持向上に努める。

消防関係車両管理事業 防災対策課

消防力向上のため、自然水利を含め水利
が不足している場所に、防火水槽（有蓋）及
び消火栓を設置する。

消防水利の充実拡充により、火災に対する
防火体制の確立を図る。

防火水槽、消火栓防災対策課消防施設維持管理事業

消防団活動事業 防災対策課 消防団員
消防力を強化し、火災や災害に対して常に
迅速な活動が実施できる体制を確立する。

防火意識高揚を図るための啓蒙活動や災
害時において迅速に市民の生命･財産を守
るなどの対応ができるよう、水防訓練や火
災防護訓練を行う。

5-3-4
公園整備・緑化の推
進

生けがき設置補助金交付
事業

まちづくり推進課
生けがきを設置する
市民

緑地を確保し、緑豊かなまちづくりを推進す
る。

緑豊かな活力ある調和のとれた市街地を形
成するため、生けがきを設置するものに対
して補助金を交付する。

①生けがき設置に要する経費の一部を補
助する。（限度額５万円）

②生けがきを設置するため、ブロック塀等
を取り壊す経費の一部を補助する。（限度
額１０
　　万円）
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,206

平成27年度 継続 　　　　〃 5,368

平成28年度 継続 　　　　〃 5,368

平成29年度 継続 　　　　〃 5,368

平成26年度 継続 事業概要に同じ 8,807

平成27年度 継続 　　　　〃 12,132

平成28年度 継続 　　　　〃 12,132

平成29年度 継続 　　　　〃 12,132

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,252

平成27年度 継続 　　　　〃 5,885

平成28年度 継続 　　　　〃 5,885

平成29年度 継続 　　　　〃 5,885

平成26年度 継続 事業概要に同じ 2,695

平成27年度 継続 　　　　〃 2,817

平成28年度 継続 　　　　〃 2,817

平成28年度 継続 　　　　〃 2,817

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,252

平成27年度 継続 　　　　〃 5,885

平成28年度 継続 　　　　〃 5,885

平成29年度 継続 　　　　〃 5,885

5-4-2
災害対策の推進

5-4-2
災害対策の推進

5-4-2
災害対策の推進

通常は、行政のお知らせ等の情報を伝え、
災害発生時は避難準備や勧告などの情報
伝達をする。

災害発生時に全ての市民に対し、情報を迅
速かつ正確に伝達し、被害を最小限度に抑
える。

市民、移動系防災
無線、同報系防災
無線

防災対策課防災通信施設管理事業

5-4-3
自治体間等連携の
推進

市民、市内の河川、
水路等

市民、自主防災組
織

自主防災組織を育成及び支援することで、
災害発生時において、被災者（市民）の援
護活動等、自主防災組織の円滑な活動機
能の向上を図る。

災害発生時の体制づくりを行い、市民の生
命・財産の確保に努める。自主防災組織の
支援、防火防災訓練災害補償共済加入、福
島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会
への加盟。

防災体制整備事業

（再掲）
防災対策課

防災訓練を実施することにより、災害発生
時の応急対策活動体制づくりを行い、市民
の生命・財産の確保に努める。

防災訓練を実施することで、災害応急対策
活動の習熟を図るとともに、防災関係機関、
団体相互の協力体制及び市民の防災意識
の高揚を図る。

市民、防災関係機
関、自主防災組織

防災対策課防災訓練実施事業

防災体制整備事業 防災対策課

防災対策課水防活動事業
防災計画に基き、水防用資機材の充実、連
絡体制の構築により、水害に対する防災体
制の確立を図る。

水防体制を強化するため、出水期前におけ
る水中ポンプの設置や水防訓練を実施す
る。また、河川の水門管理委託を行い、出
水時に的確に対応する。

市民、自主防災組
織

自主防災組織を育成及び支援することで、
災害発生時において、被災者（市民）の援
護活動等、自主防災組織の円滑な活動機
能の向上を図る。

災害発生時の体制づくりを行い、市民の生
命・財産の確保に努める。自主防災組織の
支援、防火防災訓練災害補償共済加入、福
島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会
への加盟。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 8,807

平成27年度 継続 　　　　〃 12,132

平成28年度 継続 　　　　〃 12,132

平成29年度 継続 　　　　〃 12,132

平成26年度 継続 事業概要に同じ 2,631

平成27年度 継続 　　　　〃 2,631

平成28年度 継続 　　　　〃 2,631

平成29年度 継続 　　　　〃 2,631

平成26年度 継続 事業概要に同じ 7,852

平成27年度 継続 　　　　〃 8,413

平成28年度 継続 　　　　〃 8,413

平成29年度 継続 　　　　〃 8,413

平成26年度 継続 事業概要に同じ 684

平成27年度 継続 　　　　〃 683

平成28年度 継続 　　　　〃 683

平成29年度 継続 　　　　〃 683

防災対策課 市民及び防犯灯
防犯灯の設置により夜間の視界を拡げ、夜
間通行の安全確保と犯罪の抑止力向上を
図る。

夜間通行の安全確保が必要な箇所につい
て、市による防犯灯を設置するとともに、行
政区等が独自に設置する防犯灯の設置費
用に対しては補助金を交付する。

5-5-1
防犯体制の充実

5-4-3
自治体間等連携の
推進

本宮地区防犯協会
連合会、本宮地区
防犯連絡所会員

防犯活動支援事業

5-5-1
防犯体制の充実

防犯関係協力団体が連携し実施している活
動を支援する。

市民、防犯活動協力団体及び行政の連携
を強化し、犯罪のない明るい社会の実現を
図る。

防犯灯維持管理事業 防災対策課 市民及び防犯灯
防犯等の維持管理を適切に行うことで、夜
間通行の安全確保と犯罪の抑止力向上を
図る。

市保有の全防犯灯について適切に維持管
理する。

防犯灯整備事業

防災対策課

防災通信施設管理事業

（再掲）
防災対策課

市民、移動系防災
無線、同報系防災
無線

災害発生時に全ての市民に対し、情報を迅
速かつ正確に伝達し、被害を最小限度に抑
える。

通常は、行政のお知らせ等の情報を伝え、
災害発生時は避難準備や勧告などの情報
伝達をする。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,529

平成27年度 継続 　　　　〃 545

平成28年度 継続 　　　　〃 545

平成29年度 継続 　　　　〃 545

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,338

平成27年度 継続 　　　　〃 3,331

平成28年度 継続 　　　　〃 3,331

平成29年度 継続 　　　　〃 3,331

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,290

平成27年度 継続 　　　　〃 3,386

平成28年度 継続 　　　　〃 3,386

平成29年度 継続 　　　　〃 3,386

平成26年度 継続 事業概要に同じ 289

平成27年度 継続 　　　　〃 295

平成28年度 継続 　　　　〃 295

平成29年度 継続 　　　　〃 295

平成26年度 継続 事業概要に同じ 1,529

平成27年度 継続 　　　　〃 1,536

平成28年度 継続 　　　　〃 1,536

平成29年度 継続 　　　　〃 1,536

5-5-2
安全な消費生活の
充実

小中学生、市民の防犯対策の向上を図る。市内地下歩道防災対策課
市内地下歩道に防犯カメラを６基設置し、常
時監視するとともに、記録保存し、小中学
生、市民の防犯対策の向上を図る。

防犯カメラ整備事業
5-5-1
防犯体制の充実

交通安全推進活動団体の運営活動に対
し、交付金の交付による支援を行う。

市民による交通安全運動の活性化により、
交通安全に対する意識の向上と交通事故
の防止を図る。

交通安全推進活動
団体

防災対策課
交通安全活動団体支援
事業

5-6-1
交通安全体制と運
動の充実

交通事故防止活動、交通安全教室等へ出
向き、講話や実地指導を行う。

交通安全に対する意識の向上を図るととも
に、交通ルールの遵守と正しい交通マナー
を身につけてもらうことで交通事故を防止す
る。

市民(特に児童、児
童及び生徒)、交通
教育専門員

消費者からの相談に応じて、問題解決に向
けた指導、助言や専門の相談先を紹介す
る。福島県消費者行政活性化交付金事業
を活用した啓発事業を実施する。

警察署や交通安全推進団体と連携した各
種施策や市民への周知と普及啓発活動を
実施して、交通事故を防止する。

防災対策課
交通教育専門員活動事
業

交通安全活動事業 防災対策課
市民及び市内道路
利用 者（ 車両 運転
者・歩行者）

交通安全に対する意識の向上を図るととも
に、交通ルールの遵守と正しい交通マナー
を身につけてもらうことで交通事故を防止す
る。

消費生活啓発・相談事業 防災対策課

市民（消費者）及び
消費者問題等に悩
みをかかえている市
民

悪徳商法等からの被害を防止する。消費者
問題等の解決をする。

5-6-1
交通安全体制と運
動の充実
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 6,200

平成27年度 継続 　　　　〃 5,700

平成28年度 継続 　　　　〃 5,700

平成29年度 継続 　　　　〃 5,700

平成26年度 継続 農業振興地域整備計画の策定 2,651

平成27年度 継続 　　　　〃 1,302

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続 都市計画マスタープランの策定 6,229

平成27年度 － - -

平成28年度 － - -

平成29年度 － - -

平成26年度 継続 事業概要に同じ 10

平成27年度 継続 　　　　〃 10

平成28年度 継続 　　　　〃 10

平成29年度 継続 　　　　〃 10

平成26年度 継続 事業概要に同じ 9,917

平成27年度 継続 　　　　〃 65,258

平成28年度 継続 　　　　〃 65,258

平成29年度 継続 　　　　〃 68,950

5-7-1
土地利用の方針の
明確化

平成23年度から平成26年度の4年間で、本
宮市農業振興地域整備計画を策定する。

農業振興地域整備計画を策定することによ
り、農業地域を保全し、農業に関する公共
投資その他農業振興に関する施策を計画
的に推進する。

農用地農政課
農業振興地域整備計画
策定事業

開発事業者に対し、開発事業の関係法令
及び市の土地利用方針との適合を確認す
るとともに、地域住民の生活環境への配慮
等に対し協力を求める。

調和のとれた均衡ある地域開発と健全です
ぐれた生活環境の実現、良好な自然環境の
保全及び災害の防止が図られている。

0.1ヘクタール以上
の民間の開発事業
及び開発事業者

政策推進課開発指導事務

大山・ 松沢線整備 事業
（安達太良ドリームライ
ン）

建設課
産業建設課

道路利用者、大山・
松沢線（計画路線）

道路幅員を広げ、歩車道分離により学童等
歩行者の安全な通行を可能にするととも
に、大型車両等(道路利用者)の通行支障の
解消を図る。

本線は、国道４号線から周辺の市町村（三
春町等）を結ぶ広域道路として整備を行う。
なお、長屋平・高槻工区(H25～30)の事業内
容は、施工延長L=1,400ｍ、幅員W=6.0m(歩
道2.5m)の改良舗装工事(一部橋梁区間)と
用地買収・物件補償等である。

5-7-2
土地利用の方針に
即した土地利用の
推進

5-8-1
都市計画道路・幹線
市道の整備

都市計画マスタープラン
策定事業

まちづくり推進課 本宮市全域
まちづくりの基本的な方針を明確にし、市民
と行政が協働で総合的・計画的なまちづくり
に取り組む。

平成23年度から平成26年度までの事業とし
て、都市計画に関する基本的・総合的・長
期的計画の策定を目的とし、「本宮市第１次
総合計画」などの上位計画との整合性を図
りながら、新市に対応した、将来都市像、土
地利用方針、都市施設方針、地域別構想な
どの方針を定める。

交通安全対策施設整備
事業

建設課
産業建設課

市民及び市道
交通安全施設を整備しながら、市道におけ
る交通事故の減少・交通危険箇所の解消
し、利用者の利便性の向上を図る。

歩行者・自転車の安全確保のため、歩道の
整備を行う。また、交通安全施設の設置が
必要な箇所には、安全標識等の整備を行
う。

5-6-2
交通安全施設の整
備
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 新規 事業概要に同じ 1,600

平成27年度 継続 　　　　〃 0

平成28年度 継続 　　　　〃 6,500

平成29年度 継続 　　　　〃 35,000

平成26年度 継続 事業概要に同じ 人件費のみ

平成27年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成28年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成29年度 継続 　　　　〃 人件費のみ

平成26年度 継続 事業概要に同じ 19,500

平成27年度 継続 　　　　〃 25,700

平成28年度 継続 　　　　〃 25,700

平成29年度 継続 　　　　〃 25,700

平成26年度 継続 事業概要に同じ 3,170

平成27年度 継続 　　　　〃 3,444

平成28年度 継続 　　　　〃 3,444

平成29年度 継続 　　　　〃 3,444

平成26年度 継続 事業概要に同じ 2,495

平成27年度 継続 　　　　〃 3,965

平成28年度 継続 　　　　〃 2,365

平成29年度 継続 　　　　〃 2,365

地権者、関係地区
住民、国土交通省、
県、市の関係各課

・用地取得の推進。
・関係地区住民の事業に対する理解協力。
・阿武隈川本宮左岸地区築堤事業の促進。

国土交通省の施工する阿武隈川左岸築堤
事業の円滑な推進を図るため、地権者、関
係地区住民、関係各機関（国、県）との調整
等を行う。

福島県が施工する上ノ橋架け替え事業に伴
い、上ノ橋先線（上ノ橋から県道本宮三春
線間）の道路を整備する。

幹線道路ネットワークの整備により、交通量
分散と利便性向上を図り、地域間交流を促
進する。

都市計画道路重石
上山田線のルートを
基本

まちづくり推進課上ノ橋先線道路整備事業

5-8-2
治山・治水対策の推
進

用悪水路改良事業
建設課
産業建設課

用悪水路
市内一円の用悪水路について、適切に維
持管理をすることにより、防災と環境衛生の
維持を図る。

水路のパトロール点検により危険箇所等を
早期に発見し、水路の改良整備工事を行
う。

県管理河川（安達太良川・百日川・白岩川・
仲川）について、県から委託を受け地元団
体の協力を得て除草作業等を実施する。

適切な保全業務等を実施することにより、
美しい水辺空間を確保し、市民に潤いの場
を提供する。

県管理河川敷（安達
太良川・百日川・白
岩川・仲川）

5-8-1
都市計画道路・幹線
市道の整備

建設課
産業建設課

河川維持管理事業

阿武隈川左岸築堤推進
事業

まちづくり推進課

合併支援道路（主要地方
道本宮・三春線）整備事
業

まちづくり推進課
地権者、関係地区
住民、県、市の関係
各課

・用地取得の推進。
・関係地区住民の事業に対する理解協力。
・合併支援道路整備事業の促進。

県が施工する合併支援道路（主要地方道本
宮・三春線）整備事業の円滑な推進を図る
ため、地権者、関係地区住民、県、市関係
各課との調整等を行う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続
合併支援道路及び阿武隈川本築堤
関連事業に併せて雨水排水施設の
整備を行う。

91,097

平成27年度 継続
阿武隈川左岸築堤事業に併う太郎
丸雨水排水施設及び万世雨水枝線
の整備を行う。

422,055

平成28年度 継続
合併支援道路事業に関連し戸崎雨
水幹線の整備を行う。

87,623

平成29年度 継続 　　　　〃 71,678

平成26年度 継続 白沢総合支所周辺道路改良工事 82,500

平成27年度 継続
白沢総合支所周辺公園・連絡通路
等整備工事外

46,400

平成28年度 - - -

平成29年度 - - -

平成26年度 継続 本宮駅自由通路及び西口広場整備 18,251

平成27年度 継続 　　　　〃 13,138

平成28年度 継続 　　　　〃 163,062

平成29年度 継続 　　　　〃 393,800

平成26年度 継続 市道万世・中條線改良 11,634

平成27年度 継続 　　　　〃 61,137

平成28年度 継続 　　　　〃 62,299

平成29年度 継続 　　　　〃 47,000

5-8-3
中心市街地の整備

本宮駅東西自由通路等整備計画及び五百
川駅周辺整備構想を策定し、計画的な整備
を行う。

本宮駅周辺の東西アクセス及び五百川駅
前広場を整備し、周辺地域の振興と利便性
を図る。

本宮駅及び五百川
駅周辺

まちづくり推進課駅周辺等整備事業

まちづくり道路整備事業 まちづくり推進課

本宮駅周辺東西ア
クセス整備計画及
び本宮市街地地区
整備計画内の道路

道路の整備により道路利用者の安全性及
び快適性の向上を図り、快適で賑わいのあ
るまちづくりを推進する。

本宮駅周辺の東西アクセスを向上されるた
め、歩道及び道路を整備する。

本宮市流域関連公共下水道計画に基づ
き、雨水処理施設を整備する。

雨水処理施設の整備により、浸水被害を防
止し、安全安心なまちづくりの推進を図る。

台風等の大雨によ
る浸水被害が予想
される区域内の市
民・事業所等

上下水道課
下水道雨水処理施設整
備事業

5-8-2
治山・治水対策の推
進

白沢総合支所周辺道路
改良事業

地域振興課
産業建設課

都市再生整備計画
内の道路

道路改良工事を行い、安全・安心に通行で
きる状態にする。

白沢総合支所周辺環境整備事業に基づ
き、市道白岩・稲沢線と県道本宮・常葉線と
の交差点の改良工事を行う。
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基本事業 主要事務事業 主管課名 事業目的（対象） 事業目的（意図） 事業概要 年度
新規・継続

の区分
年度別事業概要

事業費
（計画）

（単位：千円）

平成26年度 継続 事業概要に同じ 7,575

平成27年度 継続 　　　　〃 9,175

平成28年度 継続 　　　　〃 9,750

平成29年度 継続 　　　　〃 9,750

平成26年度 継続 事業概要に同じ 36,644

平成27年度 継続 　　　　〃 39,559

平成28年度 継続 　　　　〃 39,559

平成29年度 継続 　　　　〃 39,559

5-8-3
中心市街地の整備

市街地巡回バス、通勤・通学バスの運行事
業者へ財政的支援を行う。
各種公共交通の運行について、運賃収入で
不足する費用を補助する。

市民の目的地への移動を容易にするなど、
日常的な交通手段の確保を図る。また、利
用者の増加を図り、中心市街地の活性化へ
寄与する。

公共交通利用者及
び巡回バス運行事
業者

生活環境課
地域公共交通運行支援
事業

5-8-4
公共交通体系の整
備

（都）本宮停車場・中條線
整備事業

まちづくり推進課
地権者、関係地区
住民、県、市の関係
各課

・用地取得の推進。
・関係地区住民の事業に対する理解協力。
・（都）本宮停車場・中條線整備事業の促
進。

県が施工する（都）本宮停車場・中條線整
備事業の円滑な推進を図るため、地権者、
関係地区住民、県、市関係各課との調整等
を行う。
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