
【議会費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費
青山支所

728

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

担当課 議会事務局   

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 － 基本施策名

事業名 委員会活動経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 728

12,736
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

大山田支所

　議会活動を通じ幅広く行政チェック、政策提言を積極的に行うため各常任委員会の視察研修
を行うとともに、議会基本条例に基づく議会報告会、出前講座、政策討論会等を実施します。
また、議会活動を活発に行うため、それらに必要な経費を政務調査費として議員に支払いま
す。

基本施策番号 － 基本施策名
担当課 議会事務局   

行政視察・政務調査等経費　　　　　　

大山田支所 青山支所

一般財源
12,736

国庫支出金 県支出金 地方債

事業名 事業費 12,736

その他

12,605議会運営一般経費　　　　　　

12,605

－ 基本施策名

青山支所
12,605

事業名 事業費

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 議会事務局   
基本施策番号

　議会運営委員会で議会運営上、審査または調査のために必要な旅費、また、先進地への行
政視察などの経費を執行します。

　地方自治法第１３８条第２項の規定により議会に事務局を設置し、年４回の定例会のほか・
臨時会・各委員会・全員協議会・その他の会議を会議規則に従い、議会の機能が発揮できる
よう事務処理を行います。また、議会基本条例に沿って、開かれた議会活動ができるよう事務
の遂行を行います。
　主な経費としては、インターネットで議事録の閲覧、検索ができるように業務委託を行う経費
や、議会だよりを年４回発行するための印刷製本費などです。

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

728
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

本庁・支所別の事業費

事業名 庁舎建設事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

県支出金

664
担当課 総務課                        

　庁舎建設計画に伴い、市民の意見を新庁舎に反映するため、庁舎建設検討委員会を設置
し、庁舎建設の必要性、新庁舎の機能等について検討します。
　本年度は、懇話会はもとより、新庁舎建設のための先進地視察などを実施し、新庁舎の必要
性と機能等について検討します。

基本施策番号 99 基本施策名 対象外

地方債 その他

島ヶ原支所 阿山支所

一般財源
664

国庫支出金

青山支所
664

大山田支所本庁 伊賀支所

　治田地区にある旧治田総合庁舎の跡地を利用して、地域住民の生活改善、環境、福祉活動
の拠点施設となる「（仮称）治田ふれあいプラザ」の整備を行います。昨年度実施した設計に基
づき、本年度は施設の建設を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 26 基本施策名

7,664

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

68,200 8,429

青山支所
84,293

事業名 広報作成等業務経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 20,874
担当課 広聴広報課　　　　　　　　　　

　「広報いが市」（月２回発行）の作成及び配布、広報編集システムの維持管理のための経費
です。全世帯を対象に配布し、市政情報の周知を図ります。
　また、市民が必要とする情報を的確に伝えることができる広報を作成するため、各種研修会
（日本広報協会・三重県都市広報協議会）に参加し、紙面の充実を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 57

13,199

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

7,075 600

青山支所

環境問題などに協働して取り組む
担当課 市民生活課                    
事業名 （仮称）治田ふれあいプラザ整備事業　　　　　　　　　　　　　 事業費 84,293

基本施策名 伊賀市としての一体感を生み出す

20,874
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

基本施策番号
企画調整課                    

事業名

広域的な道路・交通環境を整備する49 基本施策名

6,0003,000
県支出金 地方債 その他

9,000

一般財源

27 基本施策名 秩序の中にもにぎわいのある都市空間をつくる

　上野市駅前開発、周辺整備、丸之内ルネッサンス、ふれあいプラザ活用整備等、行政実施
事業と民間実施事業を一体的に推進するための「暮らし・にぎわい再生事業計画」の策定を行
います。

国庫支出金

事業名 暮らし・にぎわい再生事業計画策定事業 事業費

基本施策番号
担当課 企画調整課                    

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所
53,465

伊賀線活性化促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課

広聴広報課　　　　　　　　　　

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

54,695

　行政だより「ウィークリー伊賀市」と文字放送にかかる経費です。行政チャンネルでは、市民
の関心の高い市議会中継や、市民スタッフがレポーターとして参加する番組など、市民の視点
を取り入れた公益性を重視する充実した内容の番組づくりに取り組みます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
53,465

青山支所大山田支所

　伊賀線の存続のため、株式会社伊賀鉄道に対して運営費の補助を行うとともに、市民の移
動手段の確保に努め、沿線の活性化を図ります。また、利用促進を図るための児童や生徒の
団体利用に対しての助成や、その他の利用促進に向けた取り組みを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
54,695

青山支所大山田支所
54,695

基本施策番号 57 基本施策名 伊賀市としての一体感を生み出す

行政情報番組等制作及び放送経費 　　　　　　　　　　　　　　 事業費 53,465
担当課

本庁・支所別の事業費
大山田支所 青山支所阿山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

9,000
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

基本施策名 市内交通機関の利便性を高める

基本施策番号 51 基本施策名 市内交通機関の利便性を高める

基本施策番号 46 基本施策名 地元に魅力的な雇用の場をつくる

事業名 行政バス運行経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 77,667
担当課 企画調整課及び各支所総務振興課

　公共交通機関空白地域における高齢者等の移動手段を確保するため、生活路線としての行
政バスを運行します。また、地域住民のニーズや利用実態を把握し、交通計画に沿った効率
的な運行を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
59,043

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

11,612 7,012

青山支所
21,667 11,291 4,122 8,352 4,600 27,635

事業名 地方バス路線維持経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 59,325
担当課 企画調整課

　バス事業者が経営から撤退した７路線（友生線、予野線、島ヶ原線、諏訪線、月ヶ瀬線、西山
線、柘植線）について、廃止代替バスとして市がバス事業者に運行を委託し、バス路線を維持
します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 51

48,731

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

10,594

青山支所
59,325

事業名 産学官連携研究開発拠点整備事業 　　　　　　　　　　　　　　 事業費 270,206
担当課 企画調整課

　名阪国道沿線には、輸送交通の利便性の高さから、さまざまな業種の企業が立地しており、
近年、ゆめが丘クリエイトランドを中心にメディカル分野の産業集積が進んでいます。また、今
後の課題として研究開発機能の集積を促進していく必要があります。
　これらを踏まえ、ゆめが丘地内において三重大学の研究シーズと、企業のニーズを融合し、
共同開発をはじめ既存企業の高度化やインキュベーション等による新産業の創出を促進する
ため、産学官が連携した研究開発拠点の整備を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
13,706256,500

本庁・支所別の事業費
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 青山支所阿山支所 大山田支所
270,206
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

基本施策名 外国人と交流でき、共生できる地域社会をつくる

事業名 国際交流推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 10,901
担当課 文化国際課

　伊賀市国際交流協会や多文化共生に取り組むＮＰＯ・民間団体と協働しながら、誰もが安心
して暮らせる多文化共生社会の実現を目指します。また、地域の国際化の推進を図るため、
外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）による英語圏の国際交流員（ＣＩＲ）を配置し、通訳・講師
派遣及び国際交流事業を実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 55

10,537

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

364

青山支所
10,901

事業名 俳句のくにづくり拠点施設建設事業　　　　　　　　　　　　　　 事業費 9,219
担当課 文化国際課                    

　昭和３４年に建てられた芭蕉翁記念館は老朽化が進み、新しいニーズに即応した複合施設
の建設が必要となっています。芭蕉翁を全国へ発信する拠点施設の建設に係る基本構想に
基づき、本年度は（仮称）新芭蕉翁記念館建設に係る基本計画を策定します。

基本施策番号 35

事業名 芭蕉翁顕彰経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 10,413
担当課 文化国際課                    

　日本の詩歌史上に俳諧の第一人者としての地位を築いた俳聖松尾芭蕉の業績を顕彰し、後
世に伝えていくことは、翁の生誕地である本市の責務であります。
　（財）芭蕉翁顕彰会との共催により、芭蕉翁の業績を称え、遺徳を偲ぶため、芭蕉翁の命日
である１０月１２日を中心に式典や様々なイベントを盛り込んだ芭蕉祭やしぐれ忌を開催しま
す。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
3,283

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

7,130

大山田支所

基本施策名 文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む

基本施策番号 35 基本施策名 文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む

青山支所
10,413

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,2198,000
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
9,219
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要
基本施策番号 63 基本施策名 住民自治活動を活発化させる

事業名 情報通信格差是正事業 事業費 49,997
担当課 青山総務振興課

　情報通信格差の是正を図るため、辺地地区である「高尾床並」、「福川」、「諸木」の３地域
に、移動通信用鉄塔施設を整備します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 52

43,700 6,250

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

事業名 地区市民センター整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 173,245
担当課 市民生活課                    

　直接市民と接する行政の地域窓口である地区市民センター及び自治基本条例第２７条第１
項住民自治の活動拠点の提供にあたる自治センター機能を包含した施設の整備を計画的に
行っています。

事業名 情報システム管理経費                                        事業費 164,521
担当課 情報政策課

　行政事務の効率化と確実性を図るために導入されている基幹系システムや、日々の業務の
利便性を高めるための財務会計システム、文書管理システム及びグループウェアシステムの
安定した稼動を確保するための機器保守、システム保守にかかる経費です。また、近年のサ
イバーテロや個人情報流出防止のため、情報システムのセキュリティ対策を強化することによ
り、市民から預かっている個人情報及び行政内部情報の安全性の確保を行います。
　また、職員の勤怠管理、各種届出等を電子決裁化した服務管理システムを導入、保守等を
行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 52

164,521

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
164,521

基本施策名 高度情報化に対応した地域と市役所をつくる

基本施策名 高度情報化に対応した地域と市役所をつくる

青山支所
49,997

47

大山田支所

　本年度は、布引地区、島ヶ原地区市民センターの改築等を行います。また、新築予定箇所に
おける地区市民センター新築に向けた設計業務委託等を行います。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

21,545151,700
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
173,245
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

事業名 自治振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 139,911
担当課 市民生活課及び各支所生活環境課

　市行政に関して市民との円滑な連絡を図り、地区における自治活動を振興するため、地区委
員を委嘱しています。
　また、自治会（自治会、町内会、区など）に公民館増改築費用、街路灯設置費用及び電気
代、掲示板設置費用の一部を補助し、自治会連合会に活動費用の一部を助成します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 63

138,694

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,217

青山支所
139,715 30 25 88 20 33

事業名 市民活動支援センター運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 10,159
担当課 市民生活課                    

　自治基本条例に基づき設置された市民活動支援センターの運営にかかる経費です。１９年

、センターの
基盤づくりと機能充実を図り、市民が主体となった住民自治の確立を推進します。

基本施策名 住民自治活動を活発化させる
基本施策番号 12 基本施策名 犯罪や交通事故を未然に防ぐ

事業名 住民自治協議会推進経費 事業費 43,412
担当課 市民生活課                    

　各地区における住民自治協議会の運営及び地域が主体となり取り組むまちづくり事業を支
援します。自治基本条例の趣旨に則り、協議会と連携した新しいまちづくりを実施することで地
域の活性化を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 62

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所
25,015 4,521 1,407 4,026

基本施策番号 63 基本施策名 住民自治活動を活発化させる

基本施策名 豊かさを実現するための地域に合った施策を住民自らが選択する

青山支所
3,039 5,404

43,412

大山田支所

度に移転したゆめぽりすセンターの受付業務も含めて実施します。
　住民自治活動やＮＰＯ活動、ボランティア活動等の市民活動を支援するために

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

400 9,759
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
10,159
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

財源内訳

青山支所

基本施策番号 36

1,329

22,495
伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

21,166

本庁

　市町村合併を機に編さんに着手した「伊賀市史」について、昨年度は第１回配本となる『伊賀
市史 第４巻 資料編 古代･中世』の印刷・発刊を行いました。市史編さん事業は、平成２７年度
までに通史編３巻、資料編３巻、年表・索引１巻の発刊を予定しています。
　本年度は、第２回配本予定の「第６巻 資料編　近現代」の資料抽出並びに執筆を予定してい
ます。また、近世史は、平成２３年度に資料編を刊行すべく、引き続き資料調査と史料整理、目
録作成、史料翻刻などを実施し、古代・中世史は、資料編に続く通史編の発刊に向けて執筆を
開始する予定です。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 総務課
事業名 市史編さん事業 事業費 22,495

事業名 地域活動支援事業 事業費 14,000
担当課 市民生活課                    

　本市の将来像と目標である「ひとが輝く　地域が輝く」自立と共生のまちの実現を確実なもの
とし、自治基本条例第23条第2項の規定に基づき、市民の自主的なまちづくり活動を支援し、
個性的で魅力あふれる地域づくりを推進するため、住民自治協議会支援については「地域ま
ちづくり計画」に基づいた新規事業等に対し助成を行います。（1団体につき限度額50万円）
　また、市民公益活動支援として、ＮＰＯ等の市民団体の育成及び公益活動の促進のため、市
民団体からの提案公募や、行政の課題をテーマとした課題研究などに対する助成を行いま
す。（それぞれ１団体につき限度額１０万円と３０万円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 63

14,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
14,000

青山支所

基本施策名 歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ

事業名 人権啓発推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 21,995

基本施策名 住民自治活動を活発化させる

担当課 人権政策課 、各支所人権同和課及び人権政策推進室              
基本施策名 互いを認め合い、すべての人の人権を尊重する基本施策番号 38

事業概要
　部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向け、各支所管内において啓発活動や企
業、各種団体への人権啓発活動の促進等の取り組みを行っています。また、ひゅーまんフェス
タや人権フェスティバル等の大きなイベントから地区単位での講演会や懇談会を開催すること
で、すべての市民等が人権についての正しい理解と認識をもち、互いを認め合い、すべての人
の人権を尊重するまちづくりを目指します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

本庁・支所別の事業費
17,3094,686

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
9,351 4,852 729 1,287 3,076 2,700
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

事業概要

基本施策名 あらゆる場に男女がともに参画する社会をつくる

事業名 男女共同参画推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 2,691
担当課 男女共同参画課 、各支所人権同和課及び人権政策推進室              

　男女共同参画社会の実現は、２１世紀のわが国社会を決定する最重要課題であり、本市が
策定した男女共同参画基本計画に基づき、男女共同参画社会の推進を図るため、さまざまな
取組みを行っています。
　各支所管内においても、企業や各種団体とのネットワークの形成を促進するとともに、男女
共同参画講座や講演会等を開催することにより、すべての市民が自分らしく生きることのでき
る男女共同参画社会の実現を目指します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 41

2,401

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

40 250

青山支所
2,521 34 34 34 34 34

事業名 防災関係経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本施策番号 15 基本施策名 自然災害への十分な備えをする

事業費 131,651
担当課 総合危機管理課及び各支所総務振興課

　防災及び危機管理に関する経費で、危機管理体制の確立に向け、防災計画の修正や危機
管理におけるマニュアルなどの策定を行うとともに、非常食などの防災資機材の購入及び保
管、避難所誘導標識の設置を行っています。また、各支所において、非常時における情報伝
達手段である防災行政無線の日常における適正な保守維持管理を行っています。
　本年度は地域防災計画の修正作業や、防災基盤備蓄倉庫整備、防災行政無線のデジタル
同報系無線の整備、防災マップの見直しなどを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
61,977

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

15,739 53,900 35

125,445 1,004 1,413 874
青山支所

996 1,919

(単位：千円)
事業名 防災広場等整備事業 事業費 37,500
担当課 大山田総務振興課
基本施策番号 15 基本施策名 自然災害への十分な備えをする

　小学校の統合により不要となった２箇所のグラウンドを防災広場として整備します。
　本年度は、旧大山田東小学校へのアクセス道路の整備に着手し、建物の撤去等及び防災広
場の実施設計などを実施します。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

26,7009,300 1,500
本庁・支所別の事業費

本庁 大山田支所 青山支所伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所
37,500
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

事業名 固定資産税賦課事務経費　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 49,055
担当課 税務課                        

　適正な固定資産税賦課のための地図情報の整備に係る業務委託等を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 －

40

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

49,015

大山田支所

事業名 過年度市町村税還付金及び還付加算金 事業費

基本施策名

青山支所
49,055

151,000
担当課 税務課                        
基本施策番号 － 基本施策名

　過年度分の市税で還付を要するものについて還付を行います。また、住民税と所得税の税
制改正に伴う激変緩和措置のため、昨年度（平成１９年度）に超過課税があったものについ
て、本年度、申請に基づく還付を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
151,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
151,000

事業名 市長選挙執行経費 事業費 49,773
担当課 選挙管理委員会費
基本施策番号 － 基本施策名

平成２０年１１月２０日に伊賀市長の任期が満了となることに伴う伊賀市長選挙を執行します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
49,773

本庁・支所別の事業費
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
49,773

(単位：千円)
事業名 市議会議員選挙執行経費 事業費 103,534
担当課 選挙管理委員会費
基本施策番号 － 基本施策名
事業概要
平成２１年３ ることに伴う月３１日に伊賀市議会議員の任期が満了とな 伊賀市議会議員選挙を
執行します。
財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

103,534
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
103,534
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費
青山支所

11,815

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

21,185

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　地域福祉計画に基づく「福祉総合相談体制」の整備として、各支所に「ふくし相談支援セン
ター」を設置します。各センターに社会福祉士等の専門職員を１名ずつ配置します。
　また、介護保険事業として実施する市内８箇所の「高齢者ふくし相談室」と連携し、身近なとこ
ろで相談が受けられる体制の充実を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 4

事業名 福祉総合相談支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 33,000

青山支所
700

大山田支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　平成１８年度から平成２０年度にかけて市内の公共施設についてユニバーサルデザインの
観点に基づいた施設調査を行います。１８年度はチェック表づくりと８ヶ所の施設調査を、１９年
度については４８ヶ所の施設調査を行いました。本年度は、数箇所の施設調査と報告書の作
成などを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 ユニバーサルデザイン事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 700

142,871

30,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な展開及び社会福祉に関する活
動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として設置されている社会福祉協議会
の運営及び関係職員人件費にかかる助成などを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 3

事業名 社会福祉協議会関係経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 142,871

基本施策番号 40 基本施策名 ユニバーサルデザインの理念に基づいたまちをつくる

基本施策名 子どもや高齢者を地域ぐるみで見守る

基本施策名 高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる

112,871

大山田支所 青山支所

700

33,000
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

18,3013,028 1,514

　障害者自立支援法の施行に合わせて、これまで障がいごとに行ってきた相談業務を平成１８
年４月から１ヶ所にまとめ、身体、知的、精神の３障がいの総合相談窓口を開設しました。当セ
ンターに専門の相談員を４名配置し、本人及び家族が適切なサービスを利用すること、及び関
係機関との連絡調整を図ることで、安心した生活が送れることを支援します。
　また、地域自立支援協議会を開催し、地域での障害者福祉に関する支援システムづくりを推
進します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　
基本施策番号 5 基本施策名 障がいのある人の自立した生活を支える

事業名 障害者支援センター運営事業 事業費 22,843

基本施策番号 11 基本施策名 高齢者や障がいのある人などの権利を守る

青山支所
5,223

5,223

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

　成年後見制度を利用しやすくするために、平成１８年８月に伊賀地域福祉後見サポートセン
ターを名張市と協働で設置しました。この事業は、伊賀市社会福祉協議会にへ運営委託して
おり、本年度も継続して実施します。
　また、社会福祉協議会が実施する地域福祉権利擁護事業を利用する人のうち、低所得者に
対する利用料を市が助成します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　
基本施策番号 3 基本施策名 高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる

事業名 地域福祉推進事業 事業費 5,223

基本施策番号 5 基本施策名 障がいのある人の自立した生活を支える

17,340

青山支所大山田支所

　重度障がい（児）者、寝たきり高齢者の生活の向上に寄与するため、福祉手当を支給しま
す。
　　重度障がい者・寝たきり高齢者　　月額３，０００円
　　重度障がい児　　月額５，０００円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

高齢者及び重度身体障害者（児）福祉手当支給経費 事業費 17,340
担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

17,340
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

事業名

本庁・支所別の事業費
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
22,843

-25-



【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

青山支所
30,000

800

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

15,000 14,200

　グループホーム等を新たに整備しようとする社会福祉法人等に対し、整備費用の一部を助成
します。
　　　　交付予定先　社会福祉法人維雅幸育会、社会福祉法人伊賀昴会

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　
基本施策番号 5 基本施策名 障がいのある人の自立した生活を支える

事業名 障害者グループホーム等緊急整備事業 事業費 30,000

基本施策名 障がいのある人の自立した生活を支える

基本施策番号 5 基本施策名 障がいのある人の自立した生活を支える

基本施策番号 5

　障害者自立支援法に基づく介護給付費及び訓練等給付費（居宅介護、生活介護、児童デイ
サービス、短期入所、旧法施設支援など）を支出するとともに、通所サービス事業所が行う送
迎サービスの費用に対し助成を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

青山支所大山田支所

事業名 介護・訓練等給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 687,054

988

一般財源
988

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

988事業名 障害者職場実習モデル事業 事業費
担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　伊賀市役所庁舎内において、障がいのある人の職場実習を行うことにより、行政機関におけ
る障がいのある人の雇用の可能性を検討するとともに、市職員の障がいのある人に対する理
解の促進を図ることを目的とします。
　　　実習期間等　６月～１０月　１名　、　　１１月～３月　１名

158,718301,387 165,442 61,507
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
687,054
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

41,980

青山支所

19,529 18,444

79,953

　障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業を行います。
　　　　　コミュニケーション支援事業（手話通訳・要約筆記奉仕員の派遣）
　　　　　地域活動支援センター事業（創作的活動・生産活動を行う場の提供）
　　　　　日常生活用具給付費等事業（ストマ装具、特殊寝台等の給付）
　　　　　ガイドヘルプ事業（外出支援）　など

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策名
担当課 健康保険課
基本施策番号 －

基本施策番号 6 基本施策名 高齢者の健やかな生活を支える
担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　少子高齢化社会における老後のいきがいの創出と孤独化の防止、地域高齢者のつながりを
強めることを目的とした老人クラブの活動に対して助成を行います。

事業名 老人クラブ活動助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 16,184

青山支所
893,296

754,288

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

139,008

　三重県後期高齢者医療広域連合へ療養給付費の１／１２を納入します。また、後期高齢者
医療特別会計に対し、事務費及び保険料減額分に係る保険基盤安定制度負担金分を繰出し
ます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 後期高齢者医療費 事業費 893,296

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

基本施策番号 5 基本施策名

事業名 地域生活支援事業給付費

障がいのある人の自立した生活を支える

事業費 79,953

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,038 9,146
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
16,184
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

基本施策名 高齢者の健やかな生活を支える
担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　
基本施策番号 6

担当課 八幡町・下郡・寺田市民館、いがまち人権センター、ライトピアおおやまだ、青山文化センター　　　　　　　　　

　伊賀市隣保館条例に基づく各隣保館施設の管理経費及び、人権・同和問題の速やかな解決
の推進に資する拠点施設として、また、地域の高齢者の健康増進や生きがい活動、地域間交
流の場として、各種教室や地域交流事業などを開催します。

事業名 隣保館管理経費・運営経費 事業費 66,446

青山支所
8,174 3,460 840 306

阿山支所 大山田支所

780

担当課 同和課、伊賀・大山田・青山人権同和課

　歴史的・社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域住民の生活の安
定と福祉の向上を図り、また国民的課題である部落差別の解消に向け、同和行政を推進しま
す。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 39

事業名 同和行政事務管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 12,780

青山支所
61,645

61,645

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

　高齢者の健やかな生活を支えるため介護保険制度の対象外となるサービスを提供します。
　　　　　緊急通報体制等整備事業（単身高齢者の緊急通報手段の確保）
　　　　　移送サービス事業（要介護高齢者等の移送手段の確保）
　　　　　介護用品等給付事業（紙おむつ等の給付）
　　　　　訪問理美容サービス事業（出張費の助成）　など

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 介護予防・生活支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 61,645

基本施策名 部落差別の解消に向け、同和行政を推し進める

基本施策番号 39 基本施策名 部落差別の解消に向け、同和行政を推し進める

12,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

32,84432,681 921

　そのほか、生活相談、職業相談、就労相談、健康相談などの各種相談業務や啓発事業など
を実施し、部落問題をはじめとするあらゆる差別撤廃に向けた取り組みを実施します。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

本庁・支所別の事業費
青山支所阿山支所 大山田支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

31,807 15,626 10,252 8,761
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

青山支所
7,601

阿山支所 大山田支所

担当課 少子化対策課

　次世代育成支援対策地域行動計画「輝け　いがっ子応援プラン」に基づく各事業の進行管理
を行なうとともに、子育て支援情報をＮＰＯ及び各種子育てサークル等関係団体との協働によ
り集約し、ホームページ上における情報発信に向けた取り組みを行います。
　また、平成２２年度から開始される「輝け　いがっ子応援プラン」の後期計画策定に向けた調
査業務なども実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 10

事業名 次世代育成支援対策推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 7,601

29,404 5,731 1,400 1,200

11,893

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

担当課 少子化対策課及び各支所健康福祉課

　本庁及び各支所において、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童を育成・指導する
放課後児童クラブを開設しています。本年度は、友生小学校区第２放課後児童クラブの開所を
予定しています。また、平成１８年度より指定管理者制度による運営を行っています。
　地区別クラブ数
上野７箇所　伊賀２箇所　島ヶ原１箇所　阿山１箇所　大山田１箇所　青山１箇所

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 8

事業名 放課後児童対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 41,799

基本施策名 子どもを産み育てやすい環境をつくる

基本施策名 少子化に歯止めをかける

29,906

大山田支所 青山支所
2,000 2,064

事業名 私立保育所等補助金 事業費 79,827

6,781

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

820

担当課 少子化対策課

　障がい児を受け入れている保育所や日常生活において、家庭環境に配慮する児童が多数

宅児童の子育
ての支援、保育にかける児童の一時保育、休日（日曜、祝日）の保育事業に対して補助金を交

基本施策番号 8 基本施策名 子どもを産み育てやすい環境をつくる

入所している保育所の保育士の加配などに対し、補助金を交付します。
　また、入所している０歳児、１歳児の処遇の向上や、保育所機能を生かして在

付します。そのほか、私立保育所で子育て環境を支援するため子育て支援センターを設置す
る保育所に対しても補助金を交付し、子育てを支援します。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

13,900 22,999 42,928
本庁・支所別の事業費

大山田支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 青山支所
79,827
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【民生費】

(単位：千円)

基本施策番号 8 基本施策名 子どもを産み育てやすい環境をつくる

(単位：千円)

担当課 少子化対策課及び各支所健康福祉課
事業名 保育所管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 537,236

基本施策名 子どもを産み育てやすい環境をつくる基本施策番号 8
事業概要
　市内公立保育所２２施設の運営・管理に関する経費です。
地区別施設数
上野９箇所　伊賀５箇所　島ヶ原１箇所　阿山４箇所　大山田２箇所　青山１箇所

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

本庁・支所別の事業費
青山支所

195,222 118,677 24,113 70,318 55,228 73,678

401,192

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

880 19,828 115,336

事業名 事業費 44,013放課後児童施設整備事業　　
担当課 少子化対策課及び島ヶ原健康福祉課

事業概要
　現在伊賀市 います。本年では12箇所で放課後児童クラブを開設して 度は、上野東小学校区
の待機児童解消のため、新たに放課後児童クラブを整備するとともに、島ヶ原地区においても
既存の施設を改修し、子ども達が安心して過ごすことのできる施設の提供を行います。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12,949 26,300 4,764
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
37,088 6,925
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

基本施策番号 1 基本施策名 １０万市民の健康を維持する

基本施策名 １０万市民の健康を維持する

基本施策番号 2 基本施策名 身近なところで高度な医療を提供する

県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 保健事業（市単独分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 22,255
担当課 健康推進室及び各支所健康福祉課　　　　　　　　

　市民の健康に対する意識向上と健康の保持増進のため、胃がん検診や子宮がん検診、肺
がん検診などを市単独事業として実施します。
　また、若年者を対象とした若年者健診なども計画的に実施します。

国庫支出金

基本施策番号 1

19,826

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

2,429

青山支所
20,155 2,092 8

事業名 救急医療事業 事業費 108,837
担当課 健康推進室　　　　　　　　　　

　救急医療への取り組みとして、医師不足による２次救急の負担軽減に対処するため、夜間・
休日の伊賀市応急診療所の充実を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
58,467

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

50,370

青山支所
108,837

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

健康２１推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,200
担当課 健康推進室、伊賀・島ヶ原・阿山・大山田・青山健康福祉課　　　　　　　　

　健康づくり推進条例及び健康２１計画に基づき、健康づくり推進員（健康の駅長）との連携に
より、健康づくりの円滑な推進と地域住民の健康づくりの推進を図ります。その他にも健康づく
りに関する講演会等を開催し、市民の健康に対する意識向上のための啓発活動を実施しま
す。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
54 3,146

青山支所大山田支所
212,995 43 31 50 60
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

基本施策名 地球環境にやさしい生活を送る

基本施策番号 26 基本施策名 環境問題などに協働して取り組む

基本施策番号 20 基本施策名 美しい川の環境を維持する
基本施策番号 26 基本施策名 環境問題などに協働して取り組む
基本施策番号 19 基本施策名 自然と共生する、住みよいまちをつくる

48,597事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

7,500

18,000

38147,319 298 123 43 433

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

環境保全対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 環境政策課、環境センター、清掃事業課及び各支所生活環境課

　環境保全全般にかかわる経費で、啓発事業による環境への意識向上を進めています。
　また、他市町村等からの一般廃棄物搬入に対して環境保全負担金を徴収することで、搬入
量を軽減し廃棄物処理場周辺環境の負荷の軽減を図ります。
　その他、環境パトロールを実施し、家電リサイクル法対象品やその他の不法投棄の監視及
び公害や事故発生を未然に防ぐ対策を行います。また、環境の現状把握、監視のため、大気
中の硫黄酸化物と二酸化窒素の濃度測定や、産業廃棄物処理施設、ゴルフ場等の排出水の
水質検査などを実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
46,027 2,570

青山支所大山田支所

産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 　　　　　　　　　　事業費
担当課 環境政策課

　三重県の支援により、管理型産業廃棄物最終処分場立地地域において、施設立地地域の
環境改善に寄与するため、植樹、張芝等の緑化事業、ベンチ、休憩所などを設置することで、
住みよい環境づくりの基盤を整備します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
3,000 7,500

青山支所大山田支所

事業名 家庭用新エネルギー普及支援事業　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,012

18,000

担当課 環境政策課

　家庭用新エネルギーシステム（太陽光発電、エコキュート、エコウィル、小型風力発電）設置
者に対して、その経費の一部を補助することにより、環境への負荷の少ないクリーンエネル
ギーを促進するとともに、市民のエコロジーに対する意識の高揚を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 25

6122,400
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
3,012
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

基本施策名 ごみを減らす生活を送る

基本施策番号 24 基本施策名 ごみを減らす生活を送る

1,530

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

基本施策番号 22 基本施策名 全市的に生活排水処理施設を整備する
担当課 下水道課
事業名 合併処理浄化槽設置及び管理事業

青山支所
68,935

24,297

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

22,319 22,319

　公共下水道、農業集落排水事業等の集合処理による整備方式とあわせて、その事業実施区
域外の地域において、合併処理浄化槽の設置により、公共用水域の水質保全を図るため、設
置費用の一部を補助します。
　　補助予定基数　１７２基

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業費 68,935

事業名 一般廃棄物減量等推進事業　　 事業費 56,800
担当課 清掃事業課、青山生活環境課

　一般廃棄物の処理及び清掃に対する市民意識の高揚と、清潔で住みよい街づくりを推進し、
一般廃棄物の減量化・再資源化及び環境美化を図るための経費です。
　主なものとしては、市民のごみに対する意識改革の推進と、ごみ減量化のための有料指定
ごみ袋の製造経費や再生利用可能な廃棄物の集団回収に対する奨励金などです。また、家
庭用生ごみ処理機の購入費補助金の交付なども行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 24

55,270

青山支所
52,120 4,680

阿山支所 大山田支所

事業名 ごみ収集経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 362,158
担当課 清掃事業課、さくらリサイクルセンター、青山生活環境課

　市内の家庭から出るごみの収集にかかる経費で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第６条第１項の規定に基づき、一般廃棄物処理実施計画の策定を行い、大部分を回収業者に
委託します。また、ごみ収集作業箇所を巡回することにより、各集積場の管理状況を把握し、
「ごみ出しルール」の徹底を図ります。
　そのほか、地区自治会管理のごみ集積場の新設及び改築を行う際に要する経費に対して助
成を行い、地区集積場の確保と環境整備の協力を進めます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
346,57215,586

本庁・支所別の事業費
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
361,577 581
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要
　さくらリサイクルセンターの敷地内に市民から排出された「金属製粗大ごみ及び金属類」、「び
ん類」、「アルミ缶」、「ペットボトル」及び「プラスチック包装」などの資源化ごみを合理的、経済
的かつ衛生的に処理する施設であるリサイクルセンターを本年度から２ヵ年をかけて建設しま
す。

担当課 清掃事業課
基本施策番号 24 基本施策名 ごみを減らす生活を送る

事業名 リサイクルセンター整備事業 事業費 406,029

基本施策名 ごみを減らす生活を送る

基本施策番号 24 基本施策名 ごみを減らす生活を送る

922,834

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

事業名 ごみ燃料化及び施設維持管理経費　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 968,493
担当課 さくらリサイクルセンター

　さくらリサイクルセンターの維持管理と回収した可燃ごみをＲＤＦ化するための経費です。
　当施設は、搬入ごみを破砕・選別・乾燥して消石灰を混入させ成形する固形燃料化施設で、
臭気、騒音、粉じん等の公害防止措置を有して、衛生面にも配慮しています。また製造したＲＤ
Ｆの温度や粉化度をチェックして三重県の三重ごみ固形燃料発電所（桑名市多度町）に搬入す
る経費などです。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 24

45,659

青山支所
968,493

阿山支所 大山田支所

事業名 ストックヤード整備事業 事業費 98,374
担当課 しらさぎクリーンセンター

　しらさぎクリーンセンター内の旧ごみ焼却施設解体後の跡地利用として、家庭から排出される
資源ごみのうち紙・布等について、一時的に保管し、また、市民より搬入された再使用・再利用
可能な資源物（家具、雑貨、子供用品等）の保管・補修・展示販売のできるストックヤードの建
設を昨年度に引き続き実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
4,578

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

26,996 66,800

青山支所
98,374

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

135,343 237,800 32,886
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
406,029
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【衛生費】

担当課 浄化センター                  

184,266

　市内から収集された、し尿及び浄化槽汚泥を処理するための浄化センター（第１処理場・第２

(単位：千円)
事業名 し尿処理及び施設維持管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 浄化センター                  
基本施策番号 － 基本施策名
事業概要

処理場）の運転及び維持管理にかかる経費です。

財源内訳

本庁・支所別の事業費

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
184,266

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
184,266

(単位：千円)
事業名 施設整備事業 事業費 106,723

基本施策名基本施策番号 －
事業概要
　浄化センター処理施設の維持管理に必要な点検整備を計画的に定期整備工事として実施し
ます。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

57,167 49,556
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
106,723
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

事業名 遊休農地再生活用事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,800
担当課 農林政策課                    
基本施策番号 42

　地域農家の高齢化と後継者不足及び水田農業施策に係る生産調整に関わり増加する遊休
農地対策として、現状を把握し、農地の持つ多面的機能を活用し、地域景観の保全や生産意
欲の向上を図る活動を促進します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
900

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

900

青山支所
1,800

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

64,588

92,561

2,629 91

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

伊賀米生産振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 2,720
担当課 農林政策課、阿山産業建設課                  

　伊賀米振興協議会及び三重県米麦協会地域協議会の活動経費を負担します。当該支援団
体の活動を通じて、伊賀地域における水稲栽培の技術向上及び米の品質向上を図り、同時に
経済情勢、需給動向に対応した計画的生産販売を行うことで、安定した生産販売体制を構築
します。また、「伊賀米」ブランドの普及、販売拡大に努めます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,720

青山支所大山田支所

中山間地域等直接支払交付金事業 　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 農林政策課及び各支所産業建設課                  

　中山間地域における生産条件の不利を直接的に補正し、農地の保全と耕地放棄を防止する
ため、集落協定締結集落に対し、農地の生産力を維持し、かつ、多面的機能を保持するため
の取り組みに対して交付金を支払います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
27,973

青山支所大山田支所

基本施策番号 43 基本施策名 伊賀ブランドの価値を高め、売り出す

基本施策番号 42 基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

11,3904,01112,352 19,898 15,214 29,696
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

青山支所

600

大山田支所

特産野菜等生産振興支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

18,822

18,222

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

担当課 農林政策課            

　「強い農業づくり交付金」の産地競争力の強化に向けたメニューを活用し、鳥獣害防止のた
め獣害防止共同利用施設設備事業として、電気柵等を設置します。
　また、伊賀米の一層の産地化を図るため、伊賀北部農業協同組合が事業主体として既存の
シードセンター内部設備を増設する「ＪＡ伊賀北部シードセンター整備増設事業」に対して、「強
い農業づくり交付金」を活用した補助を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 42

事業名

事業名 生産振興総合対策事業 事業費 18,822

島ヶ原支所 阿山支所

事業費
担当課 農林政策課            

　野菜の生産、流通の構造改革を図り、生産コストの低減や契約取引を推進し、更に高付加価
値化を推進する事業に対して助成を行います。また、野菜の地産・地消を推進し、安全・安心
な野菜生産に取り組む農業者への支援をすることにより、地域特産化を目指すとともに水田農
業ビジョンに基づく野菜の安定生産を推進します。

基本施策番号 43 基本施策名 伊賀ブランドの価値を高め、売り出す

4,000

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
4,000

担当課 農林政策課            

青山支所大山田支所
4,000

本庁 伊賀支所

事業名 循環型農業実現モデル推進事業 事業費 42,000

基本施策番号 43 基本施策名 伊賀ブランドの価値を高め、売り出す

　伊賀市バイオマスタウン構想に基づき、地域の遊休農地を活用して菜の花等資源作物を栽
培し、食品の自給率の向上と地域の景観形成を図りながら循環型農業を目指す「菜の花プロ
ジェクト」を展開します。
　また、小型のＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）製造プラントを整備し、三重大学の生物資源研究
と連携することで、廃食油を利用したＢＤＦの高度精製、利用を目指します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,50021,000 18,500

本庁・支所別の事業費
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
42,000
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

事業名 市単土地改良事業 事業費 29,328

地方債 その他

農林政策課、及び各支所産業建設課                  

　国補、県営、県単等補助事業の採択条件に満たない地区（施設）について、生産基盤の整備
促進のため効果的に整備・改修工事を進めます。また、地域の小規模な土地改良施設の改修
工事に補助を行います。

島ヶ原支所 阿山支所

一般財源

基本施策番号 42

25,130

基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

国庫支出金 県支出金
4,198

青山支所
22,479 983 255 723 638 4,250

大山田支所本庁 伊賀支所

事業名 県営事業負担金 事業費 204,759
担当課 農林政策課                

　農業生産の基礎となる水源の確保、農地・農道の整備や農村生活環境の整備、土地改良施
設の維持管理等に係る事業で団体営規模を超える大規模事業（県営）に対して、市の事業負
担金（受益者負担金分を含む。）を支出します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 42

41,653

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

150,900 12,206

青山支所
204,759

担当課

事業名 基盤整備促進事業

基本施策番号 42 基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

事業費 24,240
担当課 農林政策課                

　農業生産性の向上、効率的・効果的な農業経営の確立等を促進するため、地域の実情に応
じた土地基盤整備を行い、維持管理費の縮減と農用地の利用集積等の推進を図ります。
　本年度は猪田西出地区の排水路を改修することで、排水路機能の回復を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
6,06014,520 3,660

本庁・支所別の事業費
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
24,240
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

事業名 農村振興総合整備事業（上野西部地区） 事業費 140,390
担当課 農林政策課                

　農村地域の農地・農道・開水路等の農業基盤の整備と、集落道・排水施設等の生活環境基
盤の整備を実施することで、農業施設の維持管理費の軽減と居住環境の整備を進め、集落機
能の向上を図ります。
　上野西部地区は平成１６年度に事業採択され、平成２１年度に完了予定です。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

持続的で個性的な農林業を実践する

36,259

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

91,045 13,086

青山支所
140,390

事業名 農地・水・環境保全向上対策事業　　　　　　　　　　　　　 事業費 18,479
担当課 農林政策課                

　国の経営所得安定対策等大綱に基づき、農地・水・農村環境の良好な保全と質的向上を図
ることを目的に、農業者に加え多様な団体の参画により、平成１９年度から５年間の継続事業
として開始されました。集落営農や担い手により転作作物を栽培する等、営農意欲のある地域
活動を実施している地区が市の事業採択要件になります。交付金の市負担分を県の地域協
議会に支出し、県の地域協議会から活動組織に対して、国及び県の負担分も合わせて活動費
として交付金が交付されます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 42

18,112

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

367

青山支所
18,479

事業費 17,210

　旧上野市では、昭和３２年から全域調査に着手し、また、旧大山田村と旧青山町では平成１
３年から調査に着手しました。
　本年度は、上野区域では摺見地区、大山田区域では坂下地区、青山区域では樋の口地区
の調査を実施する予定です。

基本施策番号 42 基本施策名

基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

基本施策番号 42 基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する
担当課 農林政策課
事業名 国土調査事業

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12,907 4,303
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
17,210
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

　青山地区種生の青山ハーモニー・フォレストは、都会の子供達が自然の中で里山体験や木
工教室等の活動を通じて、都市住民と農村住民との交流を図るとともに、山村の自然のすばら
しさを都市へ発信するための施設として整備を行っています。
　本年度は、パークゴルフ場の管理事務所や屋外トイレ、車庫兼倉庫などの整備、案内板設
置、施設の管理運営などを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 青山ダム周辺整備課            
基本施策番号 54 基本施策名 地域資源を活かして、他地域と交流する

事業名 ハーモニー・フォレスト整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 31,320

基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

事業名 森林環境創造事業 事業費 17,797
担当課 農林政策課

　伊賀市森林整備計画に基づき、材木価格の低迷や需要の減少、担い手の不足や高齢化、
また放置林の増加などにより機能低下している森林について、針葉樹と広葉樹の混交した多
様な森林づくりを進めます。
　また、この整備を行うことにより、将来にわたる森林の有する多面的機能の持続的な発揮を
目指します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 42

3,634

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

14,163

青山支所
17,797

6,369

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

10,900 14,051

青山支所
31,320

事業名 森林バイオマス等活用施設整備事業 事業費 53,829
担当課 農林政策課
基本施策番号 42 基本施策名 持続的で個性的な農林業を実践する

　伊賀市バイオマスタウン構想に基づき、未利用間伐材等を用いた木質系バイオマスの直接
燃焼によるエネルギー資源の利用を促進することで、環境に配慮した木材産業の振興を図り
ます。

付金の林業・
木材産業等振興施設整備メニューを利用して、木質資源利用ボイラー施設及び附帯施設を整
　この事業は、伊賀木質バイオマス利用協同組合を事業主体とし、森林づくり交

備します。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2553,804
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
53,829
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【労働費・商工費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

基本施策名 地元に魅力的な雇用の場をつくる

事業名 雇用、勤労者対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 132,820
担当課 商工政策課　　　　　　　　　　
基本施策番号 46

　地元での就職を希望する学生や求職者に対し、市内立地企業との情報交換の場として、「合
同就職セミナー」の開催を委託し、地元雇用の促進を図ります。また、職場環境の改善を図る
ために、労働基準監督署など関係機関とさらに連携をすすめ、労働条件に関する指導や、少
子化対策としての育児・介護制度、企業内においての人権教育を啓発していきます。市内に居
住、勤務する勤労者に対しては、生活の安定と福祉の向上等を図るための各関係機関、団体
等に支援します。
　また、融資貸付の原資を元金全額保護対象となる無利息型での預託契約をします。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,820

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

130,000

青山支所
132,820

事業名 商工振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本施策名 住む人にとって魅力ある商店・商店街をつくる

事業費 67,578
担当課 商工政策課、伊賀・大山田産業建設課
基本施策番号 45

　中小企業振興事業資金として主に国民生活金融公庫で借入れをした中小企業者等への利
子補給補助や、小規模事業資金融資制度の資金利用者に対し、三重県信用保証協会へ支
払った保証料の補助を行います。また、商工業の総合的な改善発達を図ることが目的である
上野商工会議所及び伊賀市商工会に対し連携をさらに強化することを目指して、助成を行い
ます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
67,578

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

企業立地促進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 253,135

253,135

基本施策番号 47 基本施策名 企業誘致により雇用の場を増やす
基本施策番号 46 基本施策名 地元に魅力的な雇用の場をつくる
担当課 商工政策課
事業名

青山支所
54,900 728 11,950

　企業誘致に関する経費で、主な内容は企業、大学との連携強化を図り、伊賀地域における
大学研究施設計画とも連動し地元企業の新たな事業展開の創出機会を創造するため、ＫＮＳ
（関西ネットワークシステム）や県のメディカル構想などと連携した各種フォーラムを開催しま
す。また、工場誘致条例に基づき立地した企業に対する工場誘致奨励金等を支払います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 48 基本施策名 仕事と子育てを両立できる職場環境をつくる

島ヶ原支所 阿山支所 青山支所大山田支所本庁 伊賀支所
253,135
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【労働費・商工費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

事業名 中心市街地等商店街活性化事業　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 6,700
担当課 商工政策課

　中心市街地商業の活性化と地元商店のレベルアップを目的とした事業を推進する経費で、
中心市街地に賑わいを回復し、市民の交流の場を確保し、地域コミュニティの活力向上を促進
するために、にぎわいフェスタの支援や取り組みを実施する商店街への補助を行います。
　また、「一店逸品運動」を展開することで個人商店の意識向上を促進し、商店街に賑わいを
取り戻すことを目指します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 45

6,700

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
6,700

66,594事業名 観光振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本市の観光振興にかかる経費で、特に伊賀をPRする忍者や地域資源を活かした事業を展
開するとともに、同じ忍者の里である甲賀との連携事業や都市部への観光キャンペーン及び
情報発信活動を積極的に実施し、更なる観光客の誘致を図ります。
　また、観光協会への事業委託や助成及び地場産業の育成なども行います。

基本施策番号 44 基本施策名 資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

青山支所

一般財源

基本施策名 住む人にとって魅力ある商店・商店街をつくる

事業名 産学官連携研究開発拠点運営経費 事業費 10,000
担当課 商工政策課
基本施策番号 46 基本施策名 地元に魅力的な雇用の場をつくる

　伊賀市内企業の高度化や新産業の創出を実現するため、三重大学の有する「知」と伊賀市
内企業や地域が有する「地域資源」が、人、もの、情報、知識の各段階で有機的に連携・協働
し、伊賀地域の地域活性化に資する伊賀版産学官民の連携を実現する拠点として本年度から
開設し、運営します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
10,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

事業費
担当課

青山支所
10,000

観光振興課及び各支所産業建設課

58,851 7,743

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
61,066 3,747 21 1,760
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費
青山支所阿山支所 大山田支所

担当課 島ヶ原産業建設課

　市道奥田西山線は島ヶ原地内の中村、大道、中矢地区を結ぶ路線です。中山間特有の狭小
でカーブの多い１車線道路であるため見通しが悪く、車両の対向に支障をきたしています。ま
た、中心地へのバス路線であることから、２車線の道路に整備します。
改良工事延長＝３３０ｍ　幅員＝７．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 50

事業名 奥田西山線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 57,000

47,000

25,850 20,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

担当課 道路河川課

　市道西明寺生琉里緑ヶ丘線は、国道１６３号と西明寺地区を接続する路線です。現況幅員は
狭小にもかかわらず、区画整理により新たな市街地が形成されたため、交通量が増加し、日
常の安全な交通に支障をきたしているため、２車線の道路に整備することで市民の安全と交通
の円滑化を図ります。
改良工事延長＝５７０ｍ　幅員＝７．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 50

事業名 西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業 　　　　　　　　　　　　　 事業費 47,000

35,95329,212166,937 12,430 20,425 12,453

120,600 156,810

青山支所大山田支所

県支出金 地方債 その他 一般財源

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

277,410事業名 道路維持経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 道路河川課及び各支所産業建設課

　市が管理する市道等の維持管理にかかる経費です。車両等の通行時に支障となる路面の
破損箇所の修繕、補修工事及び障害物の撤去や、幹線道路の除草作業、冬季においては融
雪剤散布等を行い、日々市道の安全確保に努めます。また、地区内道路を地元が補修する場
合の原材料等の支給も行います。

国庫支出金

基本施策番号 － 基本施策名

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

1,150

大山田支所 青山支所

1,350

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

31,350 24,300

57,000
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

1,70039,600 30,700

担当課 道路河川課

　市道佐那具千歳線は国道２５号線から市道千歳千戸線を経て１６３号線にいたる広域幹線
です。上野東ニュータウンから佐那具地内の病院や公共機関へのアクセス道路であるもの
の、幅員が２．５ｍと非常に狭小のため、普通車両の対向も不可能となっているため、早急に２
車線の道路に整備を行います。
改良工事延長＝９５０．０ｍ　幅員＝７．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 佐那具千歳線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 72,000

青山支所
26,000

阿山支所 大山田支所

14,300 11,100

担当課 伊賀産業建設課

　市道川西大山田線は、名阪国道から大山田の国道１６３号線を結ぶ路線です。伊賀南部工
業団地へのアクセス道路であることから交通量が多く、幾度の舗装補修による路面の上昇と
舗装の傷みや破損箇所が著しいため、全線において舗装の打ち換え工事を実施します。
改良工事延長＝１９５０．０ｍ　幅員＝６．５ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 50

事業名 川西大山田線道路舗装事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 26,000

青山支所
20,000

500

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

11,000 8,500

担当課 伊賀産業建設課

　市道楯岡小杉線は、楯岡から滋賀県まで通じる路線です。急な縦断勾配と非常に小さい縦
断曲線のため、大変見通しの悪い道路であり、大型車両の通行による舗装の傷みが進んでい
るため、視距確保のための改良と舗装及び舗装補修工事を実施します。
改良工事延長＝１，８８８ｍ　幅員＝６．５ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 50

事業名 楯岡小杉線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 20,000

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

基本施策番号 50 基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

600

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

本庁・支所別の事業費
青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

72,000
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

53,000

担当課 青山産業建設課

　市道伊勢路とがの奥鹿野線は奥鹿野から伊勢路を結ぶ路線です。現況は柏尾川に沿って
カーブが連続する狭小な道路で、見通しが悪く、交通に支障をきたしています。また工業団地
までのアクセス道路として重要な路線であることから道路改良工事を実施します。
改良工事延長＝１，０００ｍ　幅員＝７．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 50

事業名 伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業 　　　　　　　　　　　　　 事業費 53,000

100,000
大山田支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

50,000 47,500

阿山支所

事業費 100,000

市内道路網を機能的に強化する

青山支所

担当課 青山産業建設課

青山支所
130,000

0

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

65,000 65,000

担当課 青山産業建設課

　市道腰山福川線は福川地区と諸木地区を結ぶ路線です。現況は幅員が狭小でカーブが多く
非常に見通しが悪いうえ、奥地にはリゾート施設やゴルフ場があり、市外の利用者も多いこと
から２車線の道路に整備します。また、広域農道整備との連携も考慮した効率的な整備を行
い、交通の円滑化を図ります。
改良工事延長＝１，０００ｍ　幅員＝８．0ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

事業名 腰山福川線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 130,000

基本施策番号 50

事業名 岡田大沢線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　市道岡田大沢線は国道１６５号から柏尾地区を結ぶ路線です。現況は幅員が狭小で車両の
交通に支障をきたしています。今後建設が予定されている伊賀南部環境衛生組合の清掃工場
のアクセス道路への接続道路として整備します。
改良工事延長＝１０８ｍ　幅員＝７ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債

基本施策名基本施策番号 50

2,500

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

その他 一般財源

026,500 26,500
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

担当課 大山田産業建設課

　市道大森７号線は、まちづくり交付金を受けて整備する路線です。当該道路は国道１６３号と
災害時の指定避難場所として整備する阿波地区防災広場や阿波地区市民センターへのアク
セス道路を整備します。
改良工事延長＝４２．４ｍ　幅員＝７．５ｍ

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

事業名 大森７号線道路改良事業 事業費 8,500

青山支所
13,000

500

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

4,300 8,200

担当課 大山田産業建設課

　市道下町南裏瀧ヶ鼻線は、まちづくり交付金事業を受けて整備する路線です。計画の中で
は、指定避難所として整備予定の防災広場と国道１６３号を結ぶアクセス道路として位置づけ
られています。現況は幅員が３．０ｍと狭小であるうえ、大山田小学校の前面道路であることか
ら児童の通学の安全を確保するため、車道の拡幅と歩道の整備を行います。
改良工事延長＝４６０ｍ　幅員＝７．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 50

事業名 下町南裏瀧ヶ鼻線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 13,000

基本施策番号 50

基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

事業名 ゆめが丘摺見線道路新設事業 事業費 100,000
担当課 道路河川課
基本施策番号 50 基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

　市道ゆめが丘摺見線は、ゆめが丘から広域農道に連結し、国道１６５号までを結ぶ路線で
す。ゆめぽりすクリエイトランド（ゆめが丘工業団地）には、多くの企業が進出し、青山方面から
通勤する者、または、物資の輸送などが急増しています。また、ゆめが丘は人口急増してお
り、青山の工業団地まで交通量も多くなっています。これらのアクセス道路として重要な路線で
あることから道路改良工事を実施します。
改良工事延長＝３，５００ｍ　幅員＝７．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,500

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

50,000 47,500

青山支所
100,000

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,800 5,400 300
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
8,500

-46-



【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要
　建築基準法の改正により設置が義務付けられる指定道路図等の整備について、本年度から
事業着手します。

担当課 都市計画課
基本施策番号 30 基本施策名 伊賀市らしい住まいと居住環境を創造する

事業名 建築基準法に係る特定行政庁事務経費 事業費 30,534

青山支所
34,978

1,285

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

10,493 23,200

担当課 青山ダム周辺整備課

　川上ダム建設に伴う周辺施設の整備事業を行います。今年度は、市道別府中島線の整備を
行います。
　別府中島線　　　　改良工事延長＝３４３ｍ　幅員＝５．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 15

事業名 ダム周辺整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 34,978

　市道大山田伊賀線は、まちづくり交付金を受けて整備する路線です。当該道路は住宅団地
住民及び沿線に立地する工場等の指定避難場所へのアクセス道路として位置づけられていま
すが、大型車両の通行が増大し路面の荒廃が著しく通行に支障を来たしているため、舗装改
良を行い通行の安全を確保します。
改良工事延長＝２，４００ｍ　幅員＝７．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業費 25,000
担当課 大山田産業建設課
事業名 大山田伊賀線舗装改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8,000 16,100

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所
25,000

900

大山田支所

基本施策名 自然災害への十分な備えをする

基本施策番号 50 基本施策名 市内道路網を機能的に強化する

青山支所

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

030,000 534
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
30,534
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

青山支所

基本施策名 全市的に生活排水処理施設を整備する

基本施策番号 27 基本施策名 秩序の中にもにぎわいのある都市空間をつくる

担当課 下水道課

　旧上野市街地において、都市下水路の整備を行っています。

基本施策番号 22

事業名 市単下排水路整備事業 事業費 23,133

青山支所
8,500

8,500

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

担当課 都市計画課

　将来展望に立った望ましい都市形成を図る目的で、土地利用の基本方針や地域別のまちづ
くり方針を定める都市マスタープランの策定を平成１９年度から平成２１年度の３年間で行って
います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 都市計画調査策定等事業　　　　　　　　　　　　　 事業費 8,500

243,044

244

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

230,800 12,000

担当課 市街地再開発室　　　　　　　　

　市駅前地区市街地再開発事業に対する一般会計からの繰出金です。繰出基準は市街地再
開事業特別会計で実施する施設及び道路分の補助事業分のうち、国庫補助金を差し引いた
残りの分となります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 －

事業名 市街地再開発事業特別会計繰出金 　　　　　　　　　　　　　　

基本施策名

事業費 243,044

　旧市街地では主に雨水を、村落部では雑排水を対象に、管路の新設や改修等を行い、生活
環境の向上、公共用水域の水質保全を図ります。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,15115,000 2,982
本庁・支所別の事業費

青山支所大山田支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所
23,133
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

基本施策名 だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する

担当課 建築課
基本施策番号 15

事業名 個人住宅耐震診断支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,800

青山支所
66,000

1,700

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

33,000 31,300

担当課 都市計画課

　しらさぎクリーンセンターの清掃工場跡地周辺地域において、新たなスポーツ需要に対応す
る運動公園を、広域防災的機能も付加しながら整備します。計画区域面積は８．０ｈａで、事業
期間は平成２０年～平成２６年度を予定しています。
　本年度は公園区域の現況調査や実施計画の策定、及び用地取得業務を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 34

事業名 （仮称）しらさぎ運動公園整備事業 事業費 66,000

事業名 市営住宅維持補修事業 事業費 60,574
担当課 建築課及び各支所産業建設課
基本施策番号 － 基本施策名

　市営住宅及び改良住宅の修繕及び維持補修工事を行い、快適な住宅環境を維持するため
の経費です。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
14,500

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

4,424 1,500 40,150

青山支所
52,608 2,586 150 260 3,370 1,600

基本施策名 自然災害への十分な備えをする
事業概要
　市内の個人木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるこ
とを目的として伊賀市木造住宅耐震診断事業を国、県からの支援を受け実施します。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

900 450 450
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
1,800
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

青山支所
4,880

2,400

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

2,480

担当課 建築課

　市内で木造住宅の耐震診断を受診された方で、倒壊の危険性が高い木造住宅の耐震補強
化に対して、県からの支援を受けて助成を行います。これにより木造住宅の耐震化が推進さ
れ、地域の安全を確保します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 住宅・建築物耐震改修等事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 4,880

事業名 市営住宅（阿山）建設事業 事業費 166,508

基本施策番号 15 基本施策名 自然災害への十分な備えをする

事業名 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業 　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,101
担当課 建築課
基本施策番号 30 基本施策名 伊賀市らしい住まいと居住環境を創造する

　高齢者が安全で安心して居住できる良質な賃貸住宅の提供を促進するために、契約家賃と
入居者の収入によって決める入居者負担金額の差額に対して補助を行います。
　補助金の交付は、県知事から供給計画の認定を受けた認定事業者に対して行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,706

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,395

青山支所
3,101

担当課 建築課
基本施策番号 30 基本施策名 伊賀市らしい住まいと居住環境を創造する
事業概要
　阿山地区に建築する若年層向けの市営住宅の建設費です。延床面積約７９０㎡の鉄筋コン
クリート造、２ ります。階建ての市営住宅で、供給戸数は１０戸にな

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6,83331,775 127,900
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
166,508
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【消防費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

事業名 消防団本部管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 149,562
担当課 消防救急課                    

　地域の安心・安全を守るため市民で構成される消防団の管理運営にかかる経費です。定期
的な訓練や災害時の出動に対する報酬だけでなく、出動時の怪我等に対する補償のための
共済加入も行います。
　また、火災現場等で迅速かつ安全に活動できるよう装備品等を更新配備します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 －

114,457

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

6,605 28,500

事業費 69,700

青山支所
149,562

　伊賀市総合計画に基づき、東消防署の高規格救急車の更新を行います。
　また、消火活動に必要な水利がない地域に、耐震性防火水槽（４０㎥）を国の補助金を受け
て設置します。本年度は６基の設置を予定しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
5,527

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

29,773 34,400

青山支所
69,700

事業名 防災基盤整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 9,614
担当課 消防救急課

　現在策定している伊賀市消防団適正化計画に基づき、消火活動に必要な消防団の小型動
力ポンプ３台及び小型動力ポンプ積載車５台の更新配備を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 16

8,300

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

1,314

大山田支所

基本施策名

基本施策番号 16 基本施策名 火災を防ぎ、市民の命を救う
担当課 消防総務課、消防救急課
事業名 国補消防施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本施策名 火災を防ぎ、市民の命を救う

青山支所
9,614
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【消防費】

(単位：千円)
事業名 市単消防施設整備事業 事業費 9,900
担当課 消防救急課
基本施策番号 16 基本施策名 火災を防ぎ、市民の命を救う
事業概要
　消火、防火活動に必要な施設などの改修や修繕を行います。
　本年度は、防火水槽やポンプ庫の修繕及びホース乾燥柱の新設工事などを行います。
　また、水道事業で実施する消火栓の新設や更新などの経費について、繰出しを行います。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

9,900
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
9,900
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める

基本施策番号 31 基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める

特色ある学校教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 7,655
担当課

基本施策番号 31 基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める
担当課 学校教育課
事業名 英語指導助手招へい経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5,885

青山支所大山田支所

　小中学校がそれぞれに自校の課題を把握し、地域の特色を活かした特色ある学校づくりに
取り組みます。
　また、県の「豊かな体験活動推進事業」により、子ども達が豊かな人間性や社会性を育むた
めに、学校教育において様々な体験活動を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

学校教育課

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

1,770

青山支所
7,029

事業名

5,829

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,200

担当課 学校教育課

　不就学者などの実態を把握し、適応指導や日本語指導を行うために、外国人教育協力員や
ボランティアを配置し、学校や地域の集会所などに「ことばの教室」などを設置し、就学率を高
めるとともに、高校などへの進学率を高めるために実施する子どもと保護者を対象とした「高校
進学ガイダンス」などを開催します。また、適応指導や日本語指導のための教材作成・開発を
支援し教材の体系化を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 31

事業名 外国人児童生徒支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 7,029

青山支所
27,562

26,118

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,444

　市内の小中学校における英語教育及び国際理解教育の充実を図るため、外国語指導助手
（ＡＬＴ）の支援の下、児童・生徒に英語に親しむ機会を与えるとともに、発達に応じた語学力を
高めます。また、外国の文化や生活習慣に接することを通して国際理解を深めます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業費 27,562

7,655
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

青山支所

130,98915,585

　依那古、神戸、友生、花垣、大山田、青山の各小学校と崇広、緑ヶ丘、成和、大山田、青山の
各中学校のスクールバス運行にかかる運転管理及び維持管理に係る経費です。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 学校教育課
基本施策番号 － 基本施策名

事業名 スクールバス運転管理及び維持経費（小学校及び中学校）　事業費 146,574

基本施策番号 － 基本施策名

基本施策番号 31 基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める

295,170

2,366 292,804

青山支所大山田支所

　市内３７小中学校の運営に必要な消耗品や管理備品、光熱水費等の一般管理にかかる費
用です。原油高騰による光熱水費の増嵩はあるものの、効率的な運営により費用対効果の高
い学校管理を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

一般管理運営経費（小学校及び中学校）　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 学校教育課
事業名

56,720

青山支所大山田支所

　特別支援学級の児童・生徒の学習支援や生活支援を行うため介助員を配置するだけではな
く、障がいのある、あるいは、色々な課題を持つ児童・生徒の自立や将来の社会参加に向け
て、一人ひとりのニーズに応じた適切な学習・生活支援を行う特別支援教育支援員を配置しま
す。
　また、支援が必要な子どもの就学相談や教育相談を行い、関係機関等との連携をとり、保護
者の理解、協力を得ながら適切な支援ができるよう、特別支援教育の充実を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

特別支援教育充実事業 事業費
担当課 学校教育課

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

295,170

56,720
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

56,720事業名

本庁・支所別の事業費
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
146,574
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

青山支所
302,341

51,585

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

25,856 219,900 5,000

　友生小学校における児童数の急増に伴い、施設の増設を行います。
　建設内容は、普通教室８教室と音楽教室や図工室などの特別教室の機能を備えた２階建プ
レハブ校舎です。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 教育総務課
基本施策番号 31 基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める

事業名 友生小学校校舎増築事業 事業費 302,341

青山支所
1,649,357

阿山支所 大山田支所

368,693 1,152,200 3,400

担当課 教育総務課

　上野地区校区再編計画の実現のための第１段階として、中学校区の再編に取り組んでいま
す。崇広中、桃青中、府中中、緑ヶ丘中の４校を、（新）崇広中、（新）緑ヶ丘中、城東中学校の
３校に再編します。昨年度に引き続き、本年度は、城東中学校校舎の建築及び通学路関係の
整備をし、平成２１年度に開校の予定です。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 31

事業名 城東中学校建設事業　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,649,357

基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める

事業名 （仮称）上野南地区中学校建設事業　　　　　　　　　　　　　　 事業費 12,000

125,064

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所

一般財源

担当課 教育総務課
基本施策番号 31 基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

　上野地区校区再編計画の実現のための第１段階として、中学校区の再編に取り組んでいま
す。その第２弾として、丸山中、成和中の２校を、（仮称）上野南地区中学校に再編します。
　本年度は、昨年度に実施した計画に基づき、（仮称）上野南地区中学校の用地買収などを行
います。

11,400 600
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 青山支所大山田支所
12,000
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

青山支所
19,400

4,900

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

14,500

　現在２箇所ある老朽化した幼稚園を統合再編することにより、子ども達が安全に教育を受け
られる環境を整備します。平成２２年度開園を目指し、本年度は、建築設計や用地測量・造成
設計などを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

担当課 教育総務課
基本施策番号 31 基本施策名 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める

事業名 統合幼稚園建設事業 事業費 19,400

担当課 生涯学習課及び各教育委員会分室

　不合理な部落差別をはじめとする一切の差別を認めない人権尊重の精神を高めるために、
関係機関・団体相互と密接な連絡調整を図りながら、広く教育の場をはじめ、あらゆる機会を
とらえ積極的な啓発活動事業を推進します。

基本施策番号 38

事業名 同和教育研究推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 11,998

青山支所
25,000

9,430

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

11,350 3,420 800

担当課 文化財室

　市内に守り伝えられてきた文化財の保存や環境整備に関する経費です。
　本年度は、国史跡上野城跡の保存整備事業として石垣修復や消失した石垣の復元を行うと
ともに、石垣整備地の発掘調査を実施します。また、国史跡旧崇廣堂の中土塀の保存修理や
旧小田小学校本館の外壁補修工事などを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 36

事業名 文化財保存整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 25,000

基本施策名 歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ

基本施策名 互いを認め合い、すべての人の人権を尊重する

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

11,998
本庁・支所別の事業費

青山支所阿山支所 大山田支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所
6,341 1,449 275 458 916 2,559
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要
基本施策名 だれもが生きがいを持てる機会をつくる

基本施策番号 37 基本施策名 子どもたちの健やかな成長を促す
担当課 生涯学習課
事業名 放課後こども教室推進事業

担当課 中央公民館 及び各教育委員会分室                   

　各地区の公民館において、教養・生活・文化・レクリエーション等の趣味・実技的な講座から
子どもの週末活動支援事業や地域文化の伝承及び世代間交流を目的とした教室を開設しま
す。また、自主活動を支援するためサークル活動などに対する助成金の支給や、発表会を支

基本施策番号 33

事業名 公民館事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 14,274

青山支所
3,370

1,124

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,123 1,123

　国・県の支援を受けて昨年度から実施している事業で、すべての子どもを対象として、安全・
安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強
やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを推進します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業費 3,370

青山支所
1,977 3,070 567 988 1,071 420

8,093

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

担当課 生涯学習課及び各教育委員会分室

　子ども健全育成条例に基づく諸施策の実施にかかる経費で、各地区において学校や地域と
連携しながら、体験会の開催や研修会、パトロールの実施を行うことにより、青少年の非行防
止や健全育成に取り組みます。また、地域の青少年育成団体への助成も行い、地域の育成指
導者との連携を更に深め事業を実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 青少年健全育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 8,093

基本施策番号 37 基本施策名 子どもたちの健やかな成長を促す

援、学習成果発表の場としての展覧会を開催します。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

14,274
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
4,311 1,959 2,375 1,495 1,968 2,166
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要

財源内訳

本庁・支所別の事業費

(単位：千円)

事業概要
基本施策名

担当課 スポーツ振興室及び各教育委員会分室
事業名 スポーツ活動振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 31,093

基本施策番号 34 基本施策名 だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する

基本施策番号 38 基本施策名 互いを認め合い、すべての人の人権を尊重する
担当課 生涯学習課、八幡・下郡・寺田教育集会所、いがまち人権センター、ライトピアおおやまだ、青山文化センター

事業費 10,367

青山支所

担当課 学校教育課、阿山・大山田教育委員会分室

　昨年度から稼動している「いがっこ給食センター夢」と阿山・大山田の両給食センターの管理
運営にかかる経費で、安全でおいしい給食を提供できるよう、「学校給食衛生管理の基準」（文

青山地区の中
学校、併せて１０校の給食を調理します。また、調理から配送までの業務を民間事業者に委託

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

基本施策番号 －

事業名 給食センター管理運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 141,147

青山支所
28,139 260 360 441 600 1,293

26,092

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

5,001

　本市のスポーツ組織・団体の育成を図るとともに、日本や世界を舞台に活躍する選手やチー
ムをサポートします。また、シティマラソンや青山つつじマラソン、フットボールフェスタといった
大きなスポーツイベント開催するほか、地域で開催される各種スポーツ大会や体育まつりも開
催します。
　その他にも地域のスポーツ指導者・コーディネーターである体育指導委員の資質向上に努め
ます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

青山支所
3,066 4,782 2,066 453

10,367

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

　人権教育推進の拠点である教育集会所において、人権が尊重される社会の実現ため、人権
感覚が豊かな人材の育成を学習会や交流事業を通して推進します。また、住民が主体となっ
て差別や人権問題の解決に取りくむべく、人権講座や学習会を継続して開催することにより、
人権教育のリーダーを養成していきます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 教育集会所事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

部科学省制定）に基づき、施設・調理業務の衛生管理に努めます。
　いがっこ給食センター夢では、上野地区６中学校の給食のほか、伊賀、阿山、

します。

財源内訳

141,147
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
112,885 14,320 13,942
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【教育費】

２５の体育施設の管理を指定管理者に委託します。

(単位：千円)

担当課 スポーツ振興室、伊賀・大山田・青山教育委員会分室
事業名 体育施設維持管理業務 事業費 201,188

基本施策番号 － 基本施策名
事業概要
　地域住民などに対する体育施設利用サービスの向上と地域福祉の増進を図るため、市内の

　また、体育 施設利用を目施設の維持補修や維持管理を行い、快適な 指します。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

152,21219,401 9,000 20,575
本庁・支所別の事業費

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
186,321 635 11,728 2,504

-59-



【公債費】

(単位：千円)
事業名 市債元金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 5,736,679
担当課 財政課
基本施策番号 － 基本施策名
事業概要
　旧６市町村及び本市が借り入れた市債の元金を償還します。
　平成１９年度末の市債残高見込額は、５８，３６９，１２２千円で、平成２０年度の起債予定額
が、５，７１３，７００千円であるため、平成２０年度末の市債残高見込額は、５８，３４６，１４３千
円となり、前年度比０．１％の減となる予定です。
　なお、本年度は政府資金（旧大蔵省や郵便貯金資金等の財政投融資）で借り入れた高金利
市債（５％以上）である４５１，９３０千円の借り換えを計上しています。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

451,100 170,227 5,115,352
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
5,736,679

(単位：千円)
事業名 市債利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,027,562
担当課 財政課
基本施策番号 － 基本施策名
事業概要
　市債の償還残高に対する借入利息を支払います。
　高金利市債（６％以上）の繰上償還（借換え）を行うものの、近年に借り入れた市債残高が多
額であるため利子が大きくなっています。

財源内訳
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

227 1,027,335
本庁・支所別の事業費

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
1,027,562
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