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平成１９年度 伊賀市の予算概要 

 

【本市を取り巻く状況】 

わが国の経済は、長い停滞のトンネルを抜け出し、ようやく正常な状態に戻りつつあり

ます。今回の景気回復は、雇用面での課題や地域間での回復のばらつきが見られることか

ら、回復の実感が乏しいという指摘があります。 
平成 19 年度においては、世界経済の着実な回復が続く中で、企業部門・家計部門ともに

改善が続き、改革の加速・深化により物価の安定下において、自律的、持続的な経済成長

が実現すると見込まれています。 

このような景気状況の中にあって、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」

において、豊かで安心な日本を後世代に引き継ぐうえで、累積した国・地方の債務の解消

を図ることは 重要課題であり、２０１１年度までに基礎的財政収支の黒字化を達成する

ためには、少なくとも１１．４兆円以上は、歳出削減によって対応する必要があるとして

います。 

地方財政においても、公務員の総人件費改革として、定員純減と地域別人件費により大

幅な人件費を削減することとし、また、地方単独事業については、「選択と集中」の視点に

立って、投資的経費については、対前年度比３％の削減を継続するなどの歳出削減努力を

行うこととしております。歳入面においても税制改正による個人市県民税と所得税の振替

に伴う税源移譲が行われることにより、地方自治体の裁量が大きくなることで、財政運営

が問われることとなります。更に、地方交付税については、不交付団体の増加を図るため

に新型交付税が導入されるほか地方財政計画の歳出の見直しが行われます。 

 

【財政事情と予算編成方針】 

○本市の財政事情等について 

「三位一体の改革」における国庫補助負担金改革等に伴う影響は、税源移譲額を大き

く上回るマイナス効果として現れており、特にスリム化された補助負担金については、

国の構造改革のしわ寄せを正面から受けることのないよう厳しく対応しなければなりま

せん。 
一方、市町村合併直前に行った投資等に伴う多額の市債発行のほか、少子高齢化によ

る社会構造の変化等に伴い、公債費、扶助費及び人件費といった義務的経費が増大し、

財政構造の硬直化が顕著になってきています。 
また、合併により増加した既存施設の老朽化対策、市域拡大のまま未調整となってい

る分野の整理、道路等ハード整備が遅れた地域への対応や団塊世代職員の退職金問題な

ど、多方面から歳出規模増加への期待と圧力が高まっています。 
総合計画の策定に合わせて調整した財政見通しにおいては、生産年齢人口が減少する
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ことを見込んでいますが、平成１７年度に実施した国勢調査の結果では、人口は更に減

少しており、歳入の太宗をなす市税の確保に向け 大の努力をする必要があるほか、地

方交付税、地方譲与税、地方特例交付金や減税補てん債の廃止・減額に伴い、大幅な一

般財源不足に対してどう対応すべきかが大きな課題となっています。 
 

○予算編成方針 

平成１９年度の予算編成に当たっては、このような財政事情を踏まえ、行財政改革大

綱に基づき、身の丈にあった財政運営を行うために適正な受益者負担や自主財源の確保

に努めるほか、本年度に導入された事務事業評価に基づき、総合計画の実施計画はもと

より、事務事業のすべてにおいて有効性、効率性などの視点から見直しを進め、積極的

にスクラップアンドビルドを推進することとします。 

また、各部局が主体的な創意工夫により、「ひとが輝く 地域が輝く」まちづくり実現

に向け、総合計画の各基本施策の有効な事業展開を図るために、限られた財源を重点的、

効果的に活用することを基本方針とします。 

 

○平成１９年度の予算編成方式について 

財源配分方式の採用 

厳しい財政状況の下で、限られた財源を効率的、効果的に活用して市民満足度を高め

るためには、個々の施策と市民ニーズを十分熟知した各部局が、当該事務事業評価等の

結果により必要性、有効性、効率性などを踏まえて、事務事業を厳しく取捨選択する必

要があり、平成１９年度から包括的に一般財源を配分する新しい予算編成方式を採用す

ることといたしました。 

新しい予算編成方式においては、事業費を総合計画（実施計画）に基づく事業や人件

費・扶助費（生活保護費）・公債費といった義務的経費等を「特定配分経費」とし、特

定配分経費以外のものを「枠配分経費」と位置づけ、政策的な経費と経常的な経費を分

けることにより、事業の取捨選択を促進することが可能となりました。 

各部局は「特定配分経費」を優先的に予算確保することで、総合計画等の政策推進が

一層加速され、「枠配分経費」については、各部局に配分した一般財源に適切に見積も

った特定財源を合わせた額の範囲で、各部局の権限と責任において主体的な取り組みを

反映できる予算要求を行うことから、従来のシーリング予算や一律カットによる弊害を

克服することが可能となりました。 

 

これにより、本年度予算は総合計画（実施計画）に基づく重点事業の遂行を優先すると

同時に、より住民に近く精度の高い情報を有している事業課が主体となり事業の方向性な

どを判断し、事務事業評価を加え事業選択を行っていくことで、地域住民のニーズに も

適した行政サービスを実現できる予算編成を行いました。 
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【歳出予算の概要】 

○目的別分類 

一般会計の歳出予算を市が行う仕事や事業の目的別に分類すると、次のようになります。 

科   目 平成１９年度予算額 平成１８年度予算額 増減 

議 会 費 ３４５，５４６千円 ３５４，０１６千円 △２．４％ 

総 務 費 ６，５９２，７６７千円 ６，３７６，６００千円 ３．４％ 

民 生 費 １１，３７５，０７５千円 １１，１２７，９９８千円 ２．２％ 

衛 生 費 ４，２３２，０８４千円 ６，４４７，０７０千円 △３４．４％ 

労 働 費 ２０８，６７８千円 ２２４，５２３千円 △７．１％ 

農 林 業 費 １，８４６，１０９千円 １，９８６，７７０千円 △７．１％ 

商 工 費 ４９４，１９５千円 ３７５，０２７千円 ３１．８％ 

土 木 費 ３，４０２，０１１千円 ３，９０５，１０４千円 △１２．９％ 

消 防 費 １，５７４，１３７千円 １，５７８，４６６千円 △０．３％ 

教 育 費 ５，０９３，８６８千円 ６，０１８，５８３千円 △１５．４％ 

災害復旧費 ２９４，０００千円 ３０８，０００千円 △４．５％ 

公 債 費 ６，３９５，４８４千円 ５，８３８，６８０千円 ９．５％ 

予 備 費 ３０，０００千円 ３０，０００千円 ０．０％ 

合  計 ４１，８８３，９５４千円 ４４，５７０，８３７千円 △６．０％ 

 

＜議会費＞ 

市議会の運営に係る経費で、主な内容は議員報酬や政務調査費等です。 

 

＜総務費＞ 

庁舎管理や電算システムの保守など行政内部にかかる経費が中心ですが、地域振興や住

民自治、人権啓発、防災関係などの経費も含まれています。 

 

＜民生費＞ 

福祉全般に関する経費で、市の事業の中でもっとも大きなウエイトを占めています。主

な内容は老人福祉や保育所の運営管理、医療費助成、生活保護費などです。 

 

＜衛生費＞ 

環境対策や清掃事業、健康推進などに係る経費で、主な内容はさくらリサイクルセンタ

ーなどの維持管理経費やごみ収集経費、インフルエンザ等の予防接種に関する経費です。 

本年度は、昨年度計上されていた、しらさぎクリーンセンター内の旧清掃工場の解体や

健診センターの建設工事費が減少したことに伴い、３４．４％の減となっています。 
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＜労働・農林業・商工費＞ 

労働・産業に関する経費で、主な内容は土地改良事業や農業・商工業団体への助成、観

光振興に関する経費です。 

商工費については工場誘致条例に基づく立地奨励金等の支払いが本格化したため、３１．

８％の増となっています。 

 

＜土木費・災害復旧費＞ 

道路、公園、市営住宅などの維持管理や建設に関する経費が中心ですが、街なみの保全

や市街地再開発に関する都市計画事業も含まれています。 

また、災害復旧費は台風などの災害により破損した道路等を復旧する経費です。 

 

＜消防費＞ 

消防に関する経費で、主な内容は消防、救急活動に関するものや防火水槽等の防災基盤

整備、消防団本部の運営に関する経費です。 

本年度より旧伊賀南部消防組合の管轄であった青山地区を伊賀市消防本部に編入してい

ます。 

 

＜教育費＞ 

市立の小中学校、幼稚園の管理運営に関する経費のほか、文化財の保全やスポーツ振興、

青少年育成、公民館の管理運営などの社会教育にかかる経費も含まれています。 

昨年度に引き続き、小学校の改築や校区再編による中学校の建設を実施しますが、給食

センターや中学校の大規模改修などの終了により、１５．４％の減となっています。 

 

＜公債費＞ 

市が建設事業のために借り入れた市債の償還に係る経費です。歳出予算に占める割合が

低いほど健全であるとされています。 

本年度より、大型事業が集中した平成１５・１６年度に借り入れた合併推進債などの元

金償還が始まるため、９．５％の増となっています。 

 

＜予備費＞ 

地方自治法により設けることが決められている経費で、不測の事態により上記科目で予

算執行を行なえない場合、この科目から支出することができます。 
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○性質別分類 

一般会計の歳出予算を性質別に分類すると、次のようになります。 

科   目 平成１９年度予算額 平成１８年度予算額 増減 

人件費 ９，７２１，９３０千円 ９，２６４，２５８千円 ４．９％ 

物件費 ６，２１５，９３２千円 ６，５８６，９３５千円 △５．６％ 

維持補修費 ７３２，５３０千円 ３８４，２１３千円 ９０．７％ 

扶助費 ４，０９０，４４２千円 ４，０７２，６４９千円 ０．４％ 

補助費等 ３，８４９，３２３千円 ４，２４９，１４３千円 △９．４％ 

投資的経費 ５，９３７，７３２千円 ８，８１３，６０９千円 △３２．６％ 

公債費 ６，３９５，４８４千円 ５，８３８，６８０千円 ９．５％ 

投資・出資・貸付金 ２６１，５００千円 ７６４，９５０千円 △６５．８％ 

積立金 ９９５，７６１千円 １，４９５，９９７千円 △３３．４％ 

繰出金 ３，６５３，３２０千円 ３，０７０，４０３千円 １９．０％ 

予備費 ３０，０００千円 ３０，０００千円 ０．０％ 

合  計 ４１，８８３，９５４千円 ４４，５７０，８３７千円 △６．０％ 

 

＜人件費＞ 

市長などの特別職や職員の給与はもちろん、市議会議員や各種委員等の報酬をはじめ嘱

託職員、消防団員の報酬等が含まれます。〔義務的経費(※)の一つです。〕 

本年度は、定年退職職員の増加により、退職手当が昨年度より約３億７千５百万円の増

額となったため、４．９％の増となりました。 

 

＜物件費＞ 

物件費は、行政運営上必要となる消費的な性質をもった経費で、旅費や賃金、光熱水費、

通信運搬費、施設維持に係る委託料などが主な内容となります。 

原油価格の高騰から各施設の燃料費の大幅な増加や、給食センター等の新施設の稼動に

よる委託料の増があったものの、各部局が節減に努めた結果、５．６％の減となりました。 

 

＜維持補修費＞ 

維持補修費は、庁舎や公園、道路などの公共施設の維持補修に関する経費です。今年度

はさくらリサイクルセンターの部品の取替え等の経費を、従来の物件費から維持補修費の

振り替えたことによる大幅の増ほか、各施設の経年劣化による補修修繕の増により、９０．

７％の増となりました。 

 

＜扶助費＞ 

社会保障制度の一環として生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等の法律に基づき支出

する扶助費だけでなく、市が独自に行う扶助費も含まれています。 

〔義務的経費(※)の一つです。〕 



- 7 - 

＜補助費等＞ 

各種団体への助成、負担金等が主な内容で、保険料や報償費も含まれます。 

伊賀南部消防組合の解散に伴う負担金の減額や、国県の補助事業の終了及び各種補助金

の見直しなどにより、９．４％減となりました。 

 

＜投資的経費＞ 

市が行う建設事業と災害復旧に係る経費で、工事費だけでなく建設事業に係る測量設計

費等の経費も含まれます。本年度は給食センターと健診センターが完成したことにより、

投資的経費が３２．６％の減となりました。 

 

＜投資・出資・貸付金＞ 

県との協調融資の原資や他会計への出資、貸付金が主な内容です。 

水道事業会計への出資金の大幅減と、伊賀下水道会計への貸付がなくなったため、６５．

８％の減となりました。 

 

＜積立金＞ 

市の貯金である「基金」への積立金です。 

本年度は、合併特例債を活用した「伊賀市振興基金」の積み立てを１０億円から６億円

に減額したため、３３．４％の減となりました。 

 

 

※ 義務的経費 

人件費、扶助費、公債費が地方公共団体の義務的経費とよばれるもので、支出が義務づ

けられているものや任意に削減しにくい硬直性の高い経費です。これらが歳出予算に占め

る割合が低いほど財政構造上、弾力性に富み健全な財政であるとされています。 

本市は義務的経費の歳出予算に占める割合が約４８．３％と高いため、今後はこれらの

経費を極力減らしていく必要があります。 
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【歳入予算の概要】 

科   目 平成１９年度予算額 平成１８年度予算額 増減 

市税 １５，１１０，７４７千円 １３，４６３，０６４千円 １２．２％ 

地方譲与税 ７１５，５００千円 １，４１９，３０３千円 △４９．６％ 

利子割交付金 ６０，０００千円 １０６，９００千円 △４３．９％ 

配当割交付金 ４３，０００千円 ２７，３００千円 ５７．５％ 

株式譲渡所得割交付金 ６９，０００千円 １２，４００千円 ４５６．５％ 

地方消費税交付金 ９１０，０００千円 ８８０，１００千円 ３．４％ 

ゴルフ場利用税交付金 ２４０，０００千円 ２１９，１００千円 ９．５％ 

自動車取得税交付金 ５０４，０００千円 ４１８，０００千円 ２０．６％ 

国有提供施設等交付金 ４，３３６千円 ４，８０７千円 △９．８％ 

地方特例交付金 １００，０００千円 ３６７，７００千円 △７２．８％ 

地方交付税 ８，４５０，０００千円 ８，９７２，０００千円 △５．８％ 

交通安全対策特別交付金 １８，０００千円 １７，０００千円 ５．９％ 

分担金及び負担金 ８９８，２２４千円 ８８６，１７２千円 １．４％ 

使用料及び手数料 ４８３，７５１千円 ４１０，４３３千円 １７．９％ 

国庫支出金 ３，５９３，３４２千円 ４，０１２，４５２千円 △１０．４％ 

県支出金 ２，１３７，５４１千円 １，９２７，５５３千円 １０．９％ 

財産収入 ５３，４７９千円 ３５，１７０千円 ５２．１％ 

寄付金 ４，８６０千円 ８，５２０千円 △４３．０％ 

繰入金 １，６４６，９５０千円 １，７１７，１８５千円 △４．１％ 

繰越金 ５００，０００千円 ７００，０００千円 △２８．６％ 

諸収入 ７２１，１２４千円 ７２３，９７８千円 △０．４％ 

市債 ５，６２０，１００千円 ８，２４１，７００千円 △３１．８％ 

合  計 ４１，８８３，９５４千円 ４４，５７０，８３７千円 △６．０％ 

 

＜市 税＞ 

市民の皆さんから直接納めていただく税で、主な内容は個人市民税、法人市民税、固定

資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税などがあります。 

 

＜地方譲与税・交付金関係＞ 

本来、地方が徴収すべき税を、便宜上から国税として徴収し地方に譲与するもので、本

市で対象となるのは自動車重量譲与税、地方道路譲与税になります。 

地方譲与税は税源移譲にともなう所得譲与税の廃止により４９．６％の減となります。 

利子割交付金等は、国の指標を参考に増減を算定しています。 

 

＜地方交付税＞ 

国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、地
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方公共団体が等しくその行うべき事務が遂行できるよう、一定の基準により国が交付する

税のことです。普通交付税と特別交付税があります。 

本年度は、平成１８年度の交付額をベースに、税制改正による税源移譲と定率減税の廃

止等による基準財政収入額の増加及び地方財政計画に基づく減少率を考慮して算定した結

果、５．８％の減となります。 

 

＜国庫支出金＞ 

国からの負担金や補助金、委託金で、譲与税や交付税との違いは、国庫支出金は使途が

特定の事業に充てることとされている点です。 

国庫補助対象事業の減により１０．４％の減となります。 

 

＜県支出金＞ 

三重県からの負担金や補助金、委託料が主な内容です。 

県民税徴収委託金の大幅増と参議院議員選挙及び三重県知事・三重県議会議員選挙にと

もなう委託金の増により１０．９％の増となります。 

 

＜分担金・負担金 使用料・手数料＞ 

市が行う事業に対する地元負担金や施設等の使用料が主な内容です。 

分担金、負担金は事業費に対応して所定の額を計上していますが、使用料・手数料につ

いては、指定ゴミ袋の導入により一般廃棄物処理手数料が大幅に増えたため、１７．９％

の増となります。 

 

＜繰入金＞ 

基金の取り崩し金や他会計からの繰入金が主な内容です。 

財源調整として、財政調整基金から約６億円を繰り入れるほか、特定目的基金では地域

振興基金から２億円、公共施設等整備基金から３億５千万円など、総額で約１６億２千万

円の繰り入れを行います。 

 

＜市 債＞ 

市が主に建設事業に充てるために借り入れる借金で、 近では交付税の代替として臨時

財政対策債などの財源対策のための市債発行額が増えています。 

本年度は投資的経費の減にともない、市債の総額は３１．８％の減となります。 
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○ 市税の内訳 

科   目 平成１９年度予算額 平成１８年度予算額 増減 

市民税 ６，４５５，２６１千円 ４，９４４，５４５千円 ３０．６％ 

固定資産税 ７，６２５，９０７千円 ７，５１７，５９９千円 １．４％ 

軽自動車税 ２０９，６７２千円 １９６，６２３千円 ６．６％ 

市たばこ税 ７１７，６８８千円 ７０１，５７３千円 ２．３％ 

鉱産税 ２１９千円 ３２４千円 △３２．４％ 

特別土地保有税  １千円 △１００．０％ 

都市計画税 １０，４８２千円 １１，２３３千円 △６．７％ 

入湯税 ９１，５１８千円 ９１，１６６千円 ０．４％ 

計 １５，１１０，７４７千円 １３，４６３，０６４千円 １２．２％ 

※都市計画税の現年課税はなく、すべて滞納繰越分です。 

 

本年度の市税は昨年に比べ１２．２％の増となり、歳入に占める割合も約６％増えてい

ます。特に市民税においては３０．６％の大幅な増となっています。 

これは、国の税制改革による個人市民税と所得税の振替（税源移譲）と定率減税の廃止

等によるもので、市に納付される額は増えますが、税源移譲の暫定措置として国から交付

されていた所得譲与税は廃止となり、国税が財源となっている地方交付税についても税源

移譲が行われることにより減額となることから、一般財源の確保は厳しい状況に変わりあ

りません。 

また、固定資産税は工場等の新設により償却資産分の増額が期待できますが地価下落等

の影響などから大きな増収は期待できません。 

その他、軽自動車税や市たばこ税、入湯税については、前年度よりやや増加しています。 
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【基金及び市債の残高】 

基金残高

94億円

64億円
71億円 73億円
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市の貯金である基金は、各事業を行うにあたり財源が不足しているため、約１６億２千

万円を取り崩す予定です。また、伊賀市振興基金や財政調整基金等へ約１０億円を積立て

るため、１９年度末基金の残高は約６７億円となる見込です。 
市民一人あたりの基金残高は約６万５，０００円になります。 
 

市債残高

458億円

482億円 487億円
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市が建設事業等のために借入れた市債の残高は平成１８年度末には５９２億円になる見

込です。これは４９億円を償還するのに対し、合併特例事業を中心に８６億円を借入れる

ため、市債残高が３７億円の増となります。 
本年度は、５６億円の借入れに対して償還額が５３億円であるため、１８年度に比べ、

３億円の増加となります。今後も償還と借入のバランスを考慮した健全な運営を行ってい

かなければなりません。 
市民一人あたりの市債残高は約５８万円になります。 
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○合併特例債を活用した事業 

事 業 名 借入予定額 

地区市民センター整備事業（阿波・壬生野市民センター新築等） １６９，０００千円 

地域振興事務経費（伊賀市振興基金積立金） ５７０，０００千円 

産学官連携研究開発拠点整備事業 ３８０，０００千円 

保育所施設改修事業（空調設備改修・柘植保育所ほか３箇所） ２９，４００千円 

放課後児童クラブげんきクラブ整備事業 １４，７００千円 

伊賀南部環境衛生組合負担金（建設事業分） ３０９，５００千円 

県営伊賀広域農道整備事業負担金 ７８，３００千円 

地方道路交付金事業（西明寺生琉里緑ヶ丘線ほか７路線） １４２，４００千円 

道整備交付金事業（岡田大沢線・阿保老川線） ６３，１００千円 

まちづくり交付金事業（下町南裏瀧ヶ鼻線・大山田伊賀線） ５８，４００千円 

ダム周辺整備事業（別府中島線） ３３，２００千円 

市街地再開発事業特別会計繰出金 ２２８，９００千円 

防災基盤整備事業（救急車） ２６，６００千円 

上野東小学校校舎改築事業 ７４２，０００千円 

（仮称）上野東地区中学校建設事業 ５８１，８００千円 

学校施設耐震補強改修事業（久米小学校体育館・緑ヶ丘中学校） ９３，０００千円 

島ヶ原運動広場整備事業 ４０，３００千円 

計 ３，５６０，６００千円 

 
旧６市町村が合併した伊賀市は、「合併特例債」という地方債の借入が認められています。 
この地方債は、地域の一体性を促進する事業や、行政サービスの均衡を図る事業、統合

による事業等、合併市町村が建設計画に基づき実施する事業に対して１０年間借入れるこ

とができ、伊賀市の場合は平成１６年度から平成２５年度までの１０年間で約４６６億円

を借入れることが可能です。 
平成１８年度までの借入額は約５９億７千万円で、本年度は上野東小学校校舎改築事業

など約３５億６千万円を借入れる予定です。 



【議会費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

事業名 事業費

　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、議会の機能が十二分に発
揮できるよう事務処理を行っています。
　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があります。

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   

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

306

その他

　議員活動を通じ幅広く行政チェック、政策提言を積極的に行い、議員活動の活発化に資する
ための視察研修を行います。また、議員活動が活発となっている現在、勉強会、住民との対話
等が多くなりつつあります。そこで必要な経費を政務調査費として議員に支払います。

14,527議会運営一般経費　　　　　　

事業名

青山支所
14,527

大山田支所 青山支所

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債

担当課 議会事務局   
行政視察・政務調査等経費　　　　　　 事業費 12,493

14,221

12,493

大山田支所

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

事業名 委員会活動経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 882

12,493

担当課 議会事務局                    

　議会運営委員会、常任委員会、特別委員会など、議会運営上審査又は調査のために必要な
旅費などの経費を執行します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
882

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
882
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

(単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

事業名 庁舎建設事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 315
担当課 総務課                        

　市役所の新庁舎建設について庁内協議、市民を含めた協議、調査を行うため、本年度より
（仮称）庁舎建設検討委員会を開催します。この委員会において新庁舎の建設場所や規模等
諸条件の検討を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
315

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
315

事業名 （仮称）治田ふれあいプラザ整備事業　　　　　　　　　　　　　 事業費 5,870
担当課 市民生活課                    

　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、文化・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。本年度は設計業務と地質
調査を実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
5,870

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
5,870

事業名 広報作成等業務経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 18,909
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。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
11,753

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

7,156

青山支所
18,909
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

青山支所
2,000

1,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,000

担当課 企画調整課                    

　中心市街地活性化基本計画策定に関する経費です。昨年度から引き続き活性化基本計画
の策定を進めます。
　また、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し、必要な事項について協議す
る｢中心市街地活性化協議会｣に対し、運営活動を支援していきます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 中心市街地活性化基本計画策定事業　　　　　　　　　　　　　 事業費 2,000

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

1,000

57,412

事業名

行政情報番組等制作及び放送経費 　　　　　　　　　　　　　　 事業費 57,412
担当課 広聴広報課　　　　　　　　　　

　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んでいます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
57,412

青山支所大山田支所

中心市街地公共施設基本計画策定事業 　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 企画調整課                    

　平成１８年度から実施している中心市街地活性化基本計画の策定に加えて、市街地におけ
る公共施設の位置づけを計画するため、庁舎建設事業、俳句のくにづくり拠点（芭蕉翁記念
館）整備事業、中学校統合に伴う桃青中学校跡地利用のグランドデザインを行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,000 0

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 青山支所大山田支所
1,000
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

30,046事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

伊賀線活性化促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 企画調整課                    

　伊賀線の存続のため、運行新会社の設立に対して一部出資するとともに、市民の移動手段
の確保に努め、沿線の活性化を図ります。本年度より健全経営を行うための運営補助金や、
利用促進を図るための児童や生徒の団体利用に対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
30,046

青山支所大山田支所

事業名 行政バス運行経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 96,862

30,046

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
8,305

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

11,424 77,133

青山支所
25,100 10,384 4,122 8,233 4,983 44,040

事業名 地方バス路線維持経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 59,350
担当課 企画調整課

　路線バスの廃止に伴い、市が運行主体となり運行する廃止代替バス市内７路線（友生線、予
野線、島ヶ原線、諏訪線、月瀬線、西山線、柘植線）について、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
3,85012,500 43,000

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
59,350
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 産学官連携研究開発拠点整備事業 　　　　　　　　　　　　　　 事業費 400,000
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。
　これらをふまえ、本年度に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
20,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

380,000

青山支所
400,000

事業名 国際交流推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 12,181
担当課 文化国際課 、大山田総務振興課                   

　国際化や交流時代に対応し、世界に開かれたまちづくりを推進するため、国際交流活動を
行っている伊賀市国際交流協会への補助を実施するほか、地域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）による国際交流員（ＣＩＲ）を配置し、英語通訳・講師派遣及
び国際交流事業を企画、実施します。
　また、在住外国人との共生社会の実現に向けた取り組みも行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
833

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

11,348

青山支所
12,141 40

事業名 俳句のくにづくり拠点施設建設事業　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,000
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。本年度は、芭蕉翁の生誕地である本市から俳句文化等を全国
へ発信する拠点となる施設の建設に係る基本構想の策定を実施します。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,000 0
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
1,000
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 芭蕉翁顕彰経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 11,588
担当課 文化国際課                    

　日本文化の象徴である俳句を芸術の域まで高めた俳聖松尾芭蕉の残した業績を顕彰し、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
922

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

10,666

青山支所
11,588

事業名 情報システム管理経費                                        事業費 152,353
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。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
152,353

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
152,353

事業名 地区市民センター整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 231,764
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。
　本年度は、阿波地区及び壬生野地区の市民センターの新築と、西柘植地区と河合地区の市
民センターの改修（既存施設を利用）を行います。また、鞆田地区の市民センター建築にかか
る地質調査と実施設計及び丸柱地区の市民センター用地取得を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

28,73434,030 169,000
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
231,764
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 自治振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 190,658
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）に公民館建設費用、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ています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
146,658

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

44,000

青山支所
145,739 55 45 720 37 44,062

事業名 地域活動支援事業 事業費 14,050
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、住民自治協議会枠については「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、市民公益活動枠については、ＮＰＯ等の市民団体の育成及び公益活動の活動促進の
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。（１団体につき限度額３０万円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
14,050

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
14,050

事業名 住民自治協議会推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 41,952
担当課 市民生活課及び各支所生活環境課

　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
域の活性化を図っていきます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

41,952
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
25,145 4,225 1,119 3,632 2,635 5,196
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

青山支所
27,991

26,977

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,014

担当課 総務課

　市町村合併を機に編さんに着手した「伊賀市史」について、本年度は第１回配本となる『伊賀
市史 資料編 古代･中世』の印刷・発刊を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 市史編さん事業 事業費 27,991

事業名 市民活動支援センター運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 4,685
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。
　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、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。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
4,505

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

180

青山支所
4,685

事業名 人権啓発推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 20,742
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              

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

　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、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

まちづくりを目指します。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

16,5344,208
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
7,522 5,280 810 1,430 3,700 2,000
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【総務費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業名 男女共同参画推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 2,643
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世紀のわが国を決定する最重要課題であり、本市におい
ても男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画社会の実現のためさまざまな事業を行っ
ています。
　各支所管内において男女共同参画講座や出前講座を開催し、企業や各種団体とのネット
ワークに基づき、啓発事業を実施することにより、市民全員がジェンダーの意識を払拭して自
分らしく生きることのできる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
2,643

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
2,378 53 53 53 53 53

事業名 防災関係経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 67,704
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。
　本年度は災害等に備えるため、防災情報の収集・伝達手段についての全体整備計画を策定
します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
57,169

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

10,500 35

青山支所
59,251 2,795 1,532 1,135 1,043 1,948

事業名 固定資産税賦課臨時事務経費　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 46,935

の本鑑定業務
事業概要
担当課 税務課                        

　固定資産税の賦課に関する臨時的経費として、平成２１年度評価替にむけて
委託を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

46,935
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
46,935
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

事業名 社会福祉協議会関係経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 177,404
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発達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を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
177,404

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
177,404

事業名 ユニバーサルデザイン事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 700
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。前年度はチェック表づくりと８ヶ所のモデル調査を行い
ましたが、本年度については５０施設程度の施設調査を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
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
700

事業名 福祉総合相談支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 33,000
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「（仮称）支所ふくし総合
相談支援窓口」を設置します。各福祉センターに社会福祉士等の専門職員を１名ずつ配置し、
現在の在宅介護支援センター施設等を「（仮称）高齢者ふくし相談室」として位置づけて事業を
実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
33,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
33,000
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所
3,650

5,083

10,683事業名 障害者小規模作業所運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　施設認可基準（２０人）に達しない小規模作業所に対して、三重県の補助金交付要綱に基づ
き、運営補助を行います（三重県からの補助が２分の１）。
　○補助金交付先（２ヶ所）アイ・コラボレーション伊賀、手づくり工房あらくさ

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

障害者福祉団体活動支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,650
担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　障害者福祉連盟の活動に対する助成を行ないます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
3,650

青山支所大山田支所

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
5,600

青山支所大山田支所

事業名 介護・訓練等給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 583,299

10,683

担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　障害者自立支援法第２９条から第３３条の規定による介護・訓練等給付費を支出します。ま
た、介護・訓練等給付費を支給決定するにあたり、障害程度区分等を決定するための審査会
に係る経費も計上しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
147,249290,700 145,350

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
583,299
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名 医療費助成経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 383,971
担当課 健康保険課

　福祉医療費助成事業心身障害者（身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ及び身体障害者手
帳４級と療育手帳Ｂ１中度の両方の保持者）・重度身体障害者（老人保健対象者）、一人親家
庭等、乳幼児（就学前まで）に医療費の助成（償還払）を行います。また、保険適用となる窓口
負担額（４歳以上乳幼児については入院料のみ）から高額療養費、公費負担金、付加給付金
を除いた額を助成します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
206,077

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

177,894

青山支所
383,971

事業名 三重県後期高齢者医療広域連合負担金 　　　　　　　　　　　 事業費 20,783
担当課 健康保険課

　健康保険法の改正により、都道府県ごとに後期高齢者医療の事務を処理するための広域連
合の設置が規定され、三重県においても全ての市町を対象とした「三重県後期高齢者医療広
域連合」が設立されました。
　広域化のメリットは、各市町村で独立した運営を行うよりも財政の安定を図ることができるほ
か、国・県への負担金申請やレセプト点検等の集約化により事務の効率化が考えられている
ことから、本市も広域連合に加盟し負担金を支払います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
20,783

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
20,783

事業名 老人クラブ活動助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 17,500
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。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
9,0008,500

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
17,500
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 介護予防・生活支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 84,382
担当課 高齢障害課　　　　　　　　　　

　介護保険による短期入所が使えなくなった方に対する短期入所措置、要援護高齢者等のた
めの通所事業や、寝たきり高齢者等への出張理美容サービス、寝具洗濯などの生活支援
サービス及び要介護認定３以上、また重度身体障害者に対する介護用品（紙おむつ）等の給
付等、介護保険の対象外となるサービスを提供します。
　また、寝たきり高齢者等の家族介護者を対象とした交流事業も実施しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
34,382

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

50,000

青山支所
84,382

事業名 同和行政事務管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 23,068
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
20,724

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,564 780

青山支所
14,975 6,553 1,152 388

事業名 八幡町市民館管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 44,062
担当課 八幡町市民館　　　　　　　　　

　八幡町・久米町・木興町市民館、第１～６生活館を管理運営するための経費及び三重県の
隣保館モデル事業（３／４補助）を実施するための経費です。
　本年度は、隣保館整備費補助金（補助率　国１／２、県１／４）により、木興町市民館の大規
模改修を実施し、便所・玄関のバリアフリー化、屋根防水工事、空調設備工事等を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

10,773 23,163 6,200 869 3,057
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
44,062
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 八幡町市民館事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 2,610
担当課 八幡町市民館　　　　　　　　　

　地域住民のための各種教室及び講座を実施するための経費のほか、市民館が行う人権・同
和問題の解決のための事業にかかる経費です。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,413

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,197

青山支所
2,610

事業名 下郡市民館事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,673
担当課 下郡市民館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地区住民の生活向上のため、生活相談、職業相談、就労相談、健康相談を実施したり、同和
問題の解決を目的とした広報誌の発行を行っています。また、周辺地域住民との交流を促進
する各種教室・講座の開催、地区児童・生徒の健全育成も行っています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
965

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

708

青山支所
1,673

事業名 寺田市民館事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,995
担当課 寺田市民館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティ
センターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のため、地域交流事業の推進（各
種教室、講座・寺田地区文化祭）、啓発・広報活動の推進（広報紙発行）、地域福祉事業（健康
相談と健康づくりの会）を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,070925
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
1,995
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 まえがわ隣保館事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 8,227
担当課 いがまち人権センター          

　部落問題の解決のために、隣保館業務の開設相談事業（総合健康相談事業）、地域福祉事
業（ミニディサービス事業）、啓発及び広報活動事業（月間行事・啓発パンフ製作・広報誌発行・
識字学級交流事業等）を総合的に行い、健康相談、福祉向上、人権情報の共有、他識字生と
の交流を実施することにより地区住民の部落差別による生活全般の課題克服を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
6,227

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

2,000

青山支所
8,227

事業名 ライトピア事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,045
担当課 ライトピアおおやまだ          

　健康相談･職業相談･巡回生活相談等の地域福祉事業や、おおやまだ人権大学講座ｉｎライト
ピア等の啓発活動を行っています。また、ライトピアおおやまだ梅まつりやライトピアおおやま
だ人権フェスティバルを開催することで、地域住民との交流を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,595

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,450

青山支所
3,045

事業名 青山文化センター隣保館事業経費　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 2,362
担当課 青山文化センター　　　　　　　　　　　　　

　生活相談などの相談活動を実施し、適切な指導助言を行い、生活の不安や問題を解消しま
す。周辺地域や伊賀市域を対象とした学習会や講演会を実施し、主体的に同和問題に取り組
む人材を養成します。また、周辺地域住民との交流を活発にし、地域で支えあう人の輪を広げ
ます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,2521,110
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
2,362
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【民生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 放課後児童対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 29,961
担当課 少子化対策課及び各支所健康福祉課

　児童環境づくり基盤整備事業補助金及び三重県放課後児童クラブ活動事業費補助金によ
り、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。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６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
18,020

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

11,941

青山支所
19,966 3,331 1,400 1,200 2,000 2,064

事業名 次世代育成支援対策推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,045
担当課 少子化対策課

　本年度からの新規事業として、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。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,045

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
1,045

事業名 保育所管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 493,105
担当課 少子化対策課及び各支所健康福祉課

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

　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

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

351,844880 22,229 118,152
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
171,958 108,070 23,679 68,921 53,792 66,685
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【民生費】

(単位：千円)

であり、雨漏

(単位：千円)
事業名 放課後児童クラブげんきクラブ整備事業　　 事業費 25,041
担当課 青山健康福祉課
事業概要
　青山地区の放課後児童クラブ「げんきクラブ」は、平成３年建設のプレハブ施設
り等の経年劣化が進み、危険箇所が多いだけではなく、耐震構造が施されていないため、早
急に児童の安全確保が必要となっていることから、国・県からの補助を受け施設の整備を行い
ます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,8758,466 14,700
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
25,041
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

事業名 保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 135,635
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啓発のため、４０歳以上を対象とした基本健診や健康教育、
健康相談、訪問指導などの事業を国・県の負担金を受けて行っています。
　また、がん検診や、若年健診などの市独自の保健事業も行い、市民の健康増進を促進して
います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
76,102

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

28,385 28,385 2,763

青山支所
131,592 2,379 168 427 207 862

事業名 不妊治療費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,000
担当課 健康推進室　　　　　　　　　　

　平成１８年度より、特定不妊治療費助成事業を開始し、市内在住の特定不妊治療を受けた
方の経済的負担の軽減を目的とした助成（上限10万円）を行っています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
500

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

500

青山支所
1,000

事業名 救急医療対策事業 事業費 102,555
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次救急の危機に対処するため、夜間・休日
の小児応急診療所を開設しているほか、医療関係機関との連携により、一般の応急診療所の
開設にむけた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
72,608

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

29,947

青山支所
102,555
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

57,867

5,196 50 36 50 70

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

9,000

18,000

48256,193 424 138 50 580

事業名

健康２１推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 5,402
担当課 健康推進室、伊賀・島ヶ原・阿山・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）を設置し、
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っています。その他にも健康まつ
りや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
を実施しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
44 5,358

青山支所大山田支所

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っています。
　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っています。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
水の水質検査を実施しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
53,654 4,213

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、生活道路改良事業、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
9,000

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 青山支所大山田支所
18,000
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

青山支所
81,120 828 416 8,288 12,216 6,250

38,008

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

35,555 35,555

担当課 下水道課、伊賀・阿山下水道室、島ヶ原・大山田・青山産業建設課

　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ています。

　　＜今年度補助予定基数　２７０基＞

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 合併処理浄化槽設置及び管理事業 事業費 109,118

事業名 家庭用新エネルギー普及支援事業　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,200
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
720

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

2,480

青山支所
3,200

事業名 一般廃棄物減量等推進事業　　 事業費 48,053
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、ごみの減量化を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、家庭用生ごみ処理機の購入費補助金
の交付などがあります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,213

1,71346,340
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
42,840
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【衛生費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 ごみ収集経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 364,775
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、大部分を回収業者に委託しています。ま
た、ごみ収集業務を委託している委託業者に対し、収集コース・収集日時等の指導を強化し、
加えて分別収集の徹底については随時に業者職員を対象として説明及び指導して業務の適
正化を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
341,949

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

22,826

青山支所
364,194 581

事業名 ごみ燃料化及び施設維持管理経費　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,009,072
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化するための施設です。
　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ＲＤＦを三重
県のRDF焼却施設に搬入する経費も計上しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
914,556

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

22,704 71,812

青山支所
1,009,072

事業名 ストックヤード整備事業 事業費 50,000
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、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
本年度から２ヵ年で実施します。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

9,994 32,900 7,106
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
50,000
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【衛生費】

38,951

諸経費です。

担当課 浄化センター                  

(単位：千円)
事業名 し尿収集経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 浄化センター                  
事業概要
　下水道未普及地域のし尿収集業務を、市直営で行うために必要な業務嘱託員の報酬及び

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
38,951

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
38,951

(単位：千円)
事業名 し尿処理及び施設維持管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 186,904

事業概要
　市内から収 めの浄化セ集された、し尿及び浄化槽汚泥を処理するた ンター（第１処理場・第２
処理場）の運転及び維持管理にかかる経費です。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

186,904
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
186,904
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
3,289

青山支所大山田支所

　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。さらに、生産調整による高品質
の小麦生産を図り、自給率を高めます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

伊賀米生産振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,289
担当課 農林政策課、阿山産業建設課                  

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

青山支所
2,000 724 450 400 480 700

事業名

4,754

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

担当課 農林政策課及び各支所産業建設課                  

　年々増加する有害鳥獣による農産物の被害を防止するため、電気柵等共同防止施設を設
置する農業者に対して、施設設置に必要な資材購入費の一部を助成します。
　また、サルの被害に対して、サルに電波発信機を取り付け、サル群の生態行動を監視しなが
ら出没時の追い払いの効果を高めます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 鳥獣害防止事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 4,754

青山支所
2,000

1,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,000

担当課 農林政策課                    

　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、国の元気な地域づくり事業の支援を受けて促進していきます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 遊休農地再生活用事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 2,000

3,219 160
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

14,1003,500

担当課 農林政策課、青山産業建設課                  

　営農組織・団体を対象に、生産コストの低減と作業効率を高め、地域営農基盤を強化するた
め、高性能農業機械設備の導入を支援し、経営体の育成を推進します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 生産調整推進対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 17,600

5,000

5,000

青山支所大山田支所

　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により、地域
特産化を目指すとともに水田の生産調整による不作付農地の解消を図ります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

特産野菜等生産振興支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費
担当課 農林政策課            

28,650

青山支所大山田支所

　中山間地域における生産条件の不利を直接的に補正するため、集落協定により農地がもつ
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

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                  

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

5,000

4,46811,958 21,215 15,332 29,745 11,695

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

65,763

94,413事業名

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

17,500 100
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

青山支所
230,184

38,856

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

172,400 18,928

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県営事業に対して、市の事業負担金を支出します。
　　広域農道整備事業（伊賀二期、伊賀三期地区）  農免農道整備事業（依那古二期地区）
　　ため池等整備事業（西光寺池、阿山二期地区）　ふるさと農道整備事業（上之庄地区）
　　経営体育成基盤整備事業（中瀬川南地区）　　 　地域用水環境整備事業（石ヶ畑池地区）
　　新農業水利システム保全対策事業（服部川用水、伊賀北部地区）
　　農村振興総合整備事業（伊賀地区）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 県営事業負担金 事業費 230,184

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主体の参画による活動組織により、本年度から５年間の
継続事業として地域活動が実施されます。集落営農や担い手により転作作物を栽培する営農
意欲のある活動組織の地域活動に対する助成金の市負担分を県の地域協議会に支出しま
す。
　県の地域協議会からは、活動組織に対して、国及び県の負担分も合わせて活動費が助成さ
れます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 農地・水・農村環境保全向上対策事業　　　　　　　　　　　　　 事業費 13,119

青山支所
58,580

15,282

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

35,090 8,208

担当課 農林政策課                

　山畑地区において用水源となる滝川掛りの一之井井堰から本受益地までの老朽化した導水
路の改修を行うことで、用水路機能の回復と維持管理の軽減を図ります。
　　用水路工Ｌ＝１．２ｋｍ
　西之澤・川西地区の農道は現在砂利道であり、路面が不陸になりがちで走行に支障をきたし
ているため、農道舗装を実施することで、野菜等の多様な農産物の栽培を可能とし、農道維持
管理の軽減を図ります。
　　農道舗装Ｌ＝０．９ｋｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 農地等高度利用促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 58,580

3,11910,000
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
13,119
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【農林業費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

担当課 青山ダム周辺整備課            

　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。本年度は森林整備、植栽、園路
整備に加え、パークゴルフ場、案内板設置、電気設備等の整備を行います。

事業名 ハーモニー・フォレスト整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 98,035

青山支所
9,000 203 1,649 12,460

23,312

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

担当課 農林政策課、伊賀・大山田・青山産業建設課                  

　林業振興にかかる経費です。
　緊急間伐推進事業として、森林の適正管理を推進するため、緊急に間伐を実施すべき森林
における間伐施業の実施者に対して事業費を助成します。（農林政策課及び青山産業建設
課）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 林業振興事業 事業費 23,312

青山支所
101,000

21,600

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

65,500 13,900

担当課 農林政策課                

　農村地域の健全な発展を図るため、景観が優れ、豊かで住みよい農村となるよう、農業生産
基盤の整備、住民生活の利便性、快適性を向上させる集落道、防災安全施設等の生活環境
基盤の整備を総合的に推進します。農業生産性の向上を図る農道や用排水路等の整備と生
活環境周辺の整備とを一体的に進めることにより、快適で住みよい村づくり、生産性の高い活
力に満ちた農村の構築を目標として実施します。
　　上野西部地区（実施年度平成１６年度～２０年度）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 農村振興総合整備事業（上野西部地区）　　　　　　　　　　　　 事業費 101,000

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,45737,200 53,378
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

98,035
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【労働費・商工費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

事業名 雇用、勤労者対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 187,818
担当課 商工政策課　　　　　　　　　　

　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。
　なお、勤労者のための貸付金原資（１８６，０００千円）を預託しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,818

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

186,000

青山支所
187,818

事業名 商工振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 91,654
担当課 商工政策課、伊賀・大山田産業建設課

　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
91,654

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
78,634 980 12,040

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

企業立地促進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 177,879

177,879

青山支所大山田支所

担当課 商工政策課

　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

177,879
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【労働費・商工費】

(単位：千円)
事業名 中心市街地等商店街活性化事業　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,320
担当課 商工政策課
事業概要
　中心市街地商店街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
す。特に「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ています。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,320
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
3,320

(単位：千円)
事業名 観光振興経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 61,813
担当課 観光振興課及び各支所産業建設課
事業概要
　本市の観光振興にかかる経費で、特に伊賀をPRする忍者を中心としたイベントを開催すると
ともに、同じ忍者の里である甲賀との連携事業や都市部での観光キャンペーン及びセールス
活動を積極的に実施し、更なる観光客の誘致を図っていきます。
　また、観光振興のパートナーである観光協会への事業委託や助成なども行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

51,467 10,346
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
45,945 4,674 2,430 3,507 4,153 1,104
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
90022,000 17,100

担当課 青山産業建設課

　市道羽根岡波線は青山地区の市街地と神戸地区を結ぶ幹線道路です。国道４２２号線は市
北部の工業団地等へ通勤ルートとして朝夕の渋滞が慢性化しているため、これを迂回する道
路の建設が急務であることから、バイパス道路としての整備を行います。これにより市内の円
滑な移動が可能になり、地域間の連携強化が図れます。
改良工事延長＝８００ｍ　幅員＝９．２５ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 羽根岡波線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 40,000

287,280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ています。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っています。

国庫支出金

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

県支出金 地方債 その他 一般財源
284,000 3,280

青山支所大山田支所
39,999

事業名 東湯舟上友田線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 50,000

35,470160,264 13,474 23,393 14,680

担当課 阿山産業建設課

　市道東湯舟上友田線は、伊賀信楽線を起点とし東湯舟地区と上友田地区を結ぶ幹線道路
です。名阪国道からのアクセスの容易さから、工業団地の開発（西湯舟・東湯舟・中友田団地）
に伴い計画的に道路整備を推進している、名阪国道（下柘植ＩＣ）及び建設中の第２名神高速
道路へのアクセスルートとなる当路線は、現況幅員が５．０ｍと狭小であり、大型車両の円滑
な交通が出来ない状況にあることから、２車線の道路に整備します。
改良工事延長＝６００ｍ　幅員＝１１．０ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,200

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

27,500 21,300

青山支所
50,000

青山支所本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
40,000
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名 西明寺生琉里緑ヶ丘線道路改良事業 　　　　　　　　　　　　　 事業費 44,500
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
750

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

18,150 11,500 14,100

青山支所
44,500

事業名 奥田西山線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 60,000
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、中心地へのバス路線であることから、車
両の対向に支障をきたしているため、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
1,400

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

33,000 25,600

青山支所
60,000

事業名 楯岡小杉線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 20,000
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
50011,000 8,500

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所

20,000
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名 川西大山田線道路舗装事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 20,000
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
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

青山支所
20,000

事業名 佐那具千歳線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 75,000
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
1,750

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

41,250 32,000

青山支所
75,000

事業名 平田出後線山田橋耐震対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 36,000
担当課 大山田産業建設課

　当該橋梁は、指定避難所（大山田中学校・大山田小学校）への経路であることから、予測さ
れる東海、東南海地震等の災害による落橋を防止し、住民生活の安定と、地域産業の発展に
寄与するための耐震対策工事の実施します。
橋長＝７２．５ｍ　幅員＝５．２ｍ

青山支所

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
90019,800 15,300

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

36,000
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 腰山福川線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 170,000
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
非常に見通しが多いうえ、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
0

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

85,000 85,000

青山支所
170,000

事業名 岡田大沢線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 70,000
担当課 青山産業建設課

　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ていきます。
改良工事延長＝１０８ｍ　幅員＝７ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,800

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

35,000 33,200

青山支所
70,000

事業名 伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業 　　　　　　　　　　　　　 事業費 30,000
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すします。
改良工事延長＝１，０００ｍ　幅員＝７．０ｍ

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

015,000 15,000
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
30,000
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 下町南裏瀧ヶ鼻線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 61,000
担当課 大山田産業建設課

　市道下町南裏滝ヶ鼻線は、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＝７．５ｍ

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,650

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

9,850 48,500

青山支所
61,000

事業名 大山田伊賀線舗装改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 15,000
担当課 大山田産業建設課

　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
580

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

4,520 9,900

青山支所
15,000

事業名 ダム周辺整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 207,882
担当課 青山ダム周辺整備課

　川上ダム建設に伴う周辺道路の整備事業を行います。今年度は、阿保老川線（道整備交付
金）、羽根東出間処線、別府中島線の３路線の整備を行います。特に阿保老川線はダム建設
で遮断される上流地域種生・高尾地区から青山グラウンドまでの最短ルートを形成することか

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

ら、２車線の道路を整備し、地域の連絡を図り活性化を促します。
阿保老川線　　　　改良工事延長＝１，０５０ｍ　幅員＝７．０ｍ
別府中島線　　　　改良工事延長＝　　３４３ｍ　幅員＝５．０ｍ
羽根東出間処線　改良工事延長＝　　１００ｍ　幅員＝４．０ｍ

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
9,52870,000 20,148 63,100 45,106

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
207,882
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 市街地整備推進事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 10,051
担当課 都市計画課

　中心市街地の活性化及び水・緑・歴史空間の整備をテーマに魅力ある城下町の再生、かつ

市で策定され

事業名 伊賀神戸駅周辺土地利用計画策定事業 　　　　　　　　　　　 事業費 10,500
担当課 都市計画課

　本市の南の玄関口である近鉄伊賀神戸駅周辺は、自動車、鉄道の交通結節点として利便性
の高い地域でありながら、土地の有効利用がされていません。県道のバイパス整備に伴い、
駅周辺の有効な土地利用計画を策定し、これに基づく効率的な周辺地域の開発を促進しま
す。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
7,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

3,500

青山支所
10,500

事業名 都市計画調査策定等事業　　　　　　　　　　　　　 事業費 13,000
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行います。
　また、本市の景観施策に法的根拠を付与することで、より実効性の高い景観行政が展開でき
るようになることから、景観法に基づく景観計画の策定を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
13,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
13,000

ての賑わいや潤いの創出、暮らしやすい・暮らし続けたい「うえのまち」を創り上げることを目標
にハード・ソフト両面からの整備を図ります。本年度より、平成１５年度に旧上野
た「うえのまち」まちづくり事業計画を基本に、街なみ環境整備事業の実施に向け事業計画を
策定します。
　また、優れた城下町景観の形成に寄与する行為に対する技術的援助及び修景助成のほ
か、空き町家の調査、活用を推進します。

財源内訳 (単位：千円)
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 (単位：千円)
7,7512,300

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
10,051
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

財源内訳 (単位：千円)

事業名 市街地再開発事業特別会計繰出金 　　　　　　　　　　　　　　 事業費 241,000
担当課 市街地再開発室　　　　　　　　

　本年度より特別会計化される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
12,100

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

228,900

青山支所
241,000

事業名 防災運動公園整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 10,000
担当課 都市計画課

で、事業期間
は平成１８年～平成２３年度を予定しています。本年度は防災公園の全体的な整備計画を策

青山支所

事業名 市単下排水路整備事業 事業費 52,000
担当課 下水道課

　旧上野市街地において、都市下水道の整備を行っています。
　旧市街地では主に雨水を、村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に努めています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
50

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

47,100 4,850

青山支所
52,000

事業概要
　しらさぎクリーンセンターの清掃工場跡地付近において、今後の伊賀市の広域防災拠点とし
て必要な機能等を付加した公園の整備を計画します。計画区域面積は８．０ｈａ

定していきます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
10,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所
10,000
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【土木費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業名 住宅維持管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 100,844
担当課 建築課、島ヶ原・阿山・大山田・青山産業建設課、伊賀人権同和課

　市営住宅及び改良住宅の維持管理にかかる経費です。主に浄化槽等の設備保守や除草、
老朽化した住宅、設備等の修繕及び改修工事を行い、快適な住宅環境を維持しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
12,733

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

88,111

青山支所
90,638 3,570 578 975 1,613 3,470

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

　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。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
450

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

900 450

青山支所
1,800

助成を行っています。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。

6,100

事業名 住宅・建築物耐震改修等事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 6,100
担当課 建築課
事業概要
　市内で木造住宅の耐震診断を受診された方の耐震補強化に対して、県からの支援を受けて

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,0003,100
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
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【消防費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

事業名 消防団本部管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 151,409
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
共済加入も行っています。
　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ています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
114,615

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

11,294 25,500

青山支所
151,409

事業名 国補消防施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 29,700
担当課 消防救急課

　消火活動に必要な水利がない地域に、耐震性防火水槽（４０立米）を国の補助金を受けて設
置します。本年度は５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
1,928

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

10,472 17,300

青山支所
29,700

事業名 防災基盤整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 76,029
担当課 消防総務課、消防救急課

　現在、阿山分署に配備されている救急車は、平成９年配備されて以来、救急需用の増大に
よる走行距離の増加により老朽化が著しく、業務に支障を及ぼすおそれがあるため更新配備
します。
　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立米）を６基設置と災害用
濾水器各２台の購入及び消防団に積載車６台と小型ポンプ２台を配備します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
13,729

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

62,300

青山支所
76,029
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

事業名 適応指導教室事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 7,721
担当課 学校教育課

　不登校児童生徒を対象に、カウンセリング・適応指導等を組織的、計画的に行い、学校復帰
支援を行います。また、不登校児童生徒に対するカウンセリングや訪問相談及び不登校児童
生徒と学校・家庭との交流事業等を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
7,721

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
7,721

事業名 英語指導助手招へい経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 30,316
担当課 学校教育課

　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）を招致し､中学校生徒の語学力を高めるとともに､外国の風俗､文化に触れさせ、国際
理解を深めさせます。また、国際理解外国語指導助手を小学校に派遣し､英語に親しむ機会を
与えます｡

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
28,715

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,601

青山支所
30,316

事業名 外国人児童生徒サポート事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,000
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される、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
0

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

1,000

青山支所
1,000
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

53,353

18,468

事業名

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所

299,055

53,353

事業名

特色ある学校教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 18,468
担当課 学校教育課

　基本的な学校教育授業に加えて、市内の小中学校がそれぞれに自校の課題を把握し、地域
の特色を考慮した特色ある学校づくりに取り組むため、各校に実施委員会を設け保護者、地
域と連携した活動を行っています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
18,468

青山支所大山田支所

特別支援教育充実事業 事業費
担当課 学校教育課

　障害児学級の児童・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、本年度より改正学校教育法に規定された、学習障害や多動性障害を持つ児童の適切な教
育のため、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、特別支援教育が必要な子供の就学相談や保護者の交流を行い、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
53,353

青山支所大山田支所

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

　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上昇はあるものの、効率的な運営により費用対効果の高
い学校管理を行っていきます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,287 296,768

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 青山支所大山田支所
299,055
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名 施設改修事業（小学校）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費 100,000
担当課 教育総務課

　児童の学習環境に適した快適な学校生活が送れるよう市内小学校の校舎、体育館、プール
等の改修にかかる経費で、本年度は旧島ヶ原小中学校の校舎及び給食センターの解体工事
をはじめ、公共下水道接続工事や久米小学校運動場整地工事等を計上しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
20,000

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

80,000

青山支所
100,000

事業名 上野東小学校校舎改築事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,031,572
担当課 教育総務課

　昨年度からの継続事業で、市内で最も古い校舎であった上野東小学校の改築を行い、豊か
な感性をはぐくむ、快適で機能的な教育環境を整備していきます。
　平成１８年度に低学年棟と給食室等が完成し、本年度は高学年棟及び特別教室棟の建設を
行い、旧校舎を解体します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
69,957

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

209,615 2,500 742,000 7,500

青山支所
1,031,572

事業名 学校施設耐震補強改修事業（小学校・中学校）　　　　　　　　　事業費 147,925
担当課 教育総務課

　旧耐震基準によって建設された小中学校の校舎及び体育館について年次計画に従い耐震
診断、補強設計、補強工事を行っています。本年度は緑ヶ丘中学校校舎の耐震補強工事を国
の支援を受けて実施し、地震等災害に強く、より安全で安心できる教育環境の整備を行いま
す。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
7,27547,150 93,500

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)
本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
147,925
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 （仮称）上野東地区中学校建設事業　　　　　　　　　　　　　　 事業費 774,100
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、（仮称）上野東
地区中学校の３校に再編します。本年度より（仮称）上野東地区中学校校舎の建築及び通学
路関係の整備を開始し、平成２１年度に開校の予定となります。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
48,826

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

143,474 581,800

青山支所
774,100

事業名 文化財保存経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 5,011
担当課 文化財室及び伊賀・島ヶ原・阿山・大山田教育委員会分室

　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。中には民俗文化財
の伝承・活用等事業に対する助成も含まれています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
5,011

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
3,346 1,053 408 64 140

事業名 国史跡上野城跡保存整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 23,300
担当課 文化財室

　国・県の支援を受けて行う国史跡上野城跡の保存整備事業として、発掘調査と石垣の解体
を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

11,650 2,330 9,320
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
23,300
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 国史跡旧崇廣堂保存整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 5,703
担当課 文化財室

　昨年度から引き続き、国史跡旧崇廣堂の中土塀の修理を国・県の支援を受けて行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,283

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

2,850 570

青山支所
5,703

事業名 同和教育研究推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 13,156
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。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
13,156

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
6,728 1,618 300 500 1,000 3,010

事業名 青少年健全育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 9,728
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、青少年の非行防止や健全育成に取り組んでいます。また、地域の青少年育成
団体への助成も行っています。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

9,728
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
2,427 3,411 660 1,158 1,520 552
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 放課後こども教室推進事業 事業費 6,252
担当課 生涯学習課

　本年度より国・県の支援を受けて行う事業で、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
2,084

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所

2,084 2,084

青山支所
6,252

事業名 公民館事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 16,754
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て
います。また、サークル活動に対する助成や、発表会を支援し、学習成果発表の場として、展
覧会を開催しています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
16,754

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
5,316 2,177 2,689 1,720 2,291 2,561

事業名 教育集会所事業経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 12,584
担当課 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

　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ています。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。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12,584
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
3,642 5,979 2,430 533
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【教育費】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

事業名 スポーツ活動振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 28,872
担当課 スポーツ振興室及び各教育委員会分室

　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
ムをサポートしています。また、シティー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、地区ごとの体育まつりも開催しています。
　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
ています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
28,872

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
23,722 1,000 640 1,000 1,250 1,260

事業名 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 　　　　　　　　　　　事業費 1,932
担当課 スポーツ振興室、伊賀・青山教育委員会分室

　地域住民が、それぞれのスポーツニーズ、ライフスタイル等に合わせてスポーツ活動に参加
し、楽しめる総合型地域スポーツクラブの創設支援と、自立にむけたサポートも行っています。
　本年度より青山地区において新しい総合型地域スポーツクラブの開設が予定されています。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
1,932

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
1,432 300 200

事業名 給食センター管理運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 131,636
担当課 学校教育課、阿山・大山田教育委員会分室

　新給食センターでは、本年度より開始される上野地区６中学校の給食のほか、伊賀、阿山、

　本年度より稼動する「いがっこ給食センター夢」と阿山・大山田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、学校給食の厳しい基準により清潔な環境
の維持に努めています。

青山地区の中学校給食も調理します。また、本市では初めて調理、配送までの業務を民間事
業者に委託します。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

131,636
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
100,839 17,246 13,551
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【教育費】

(単位：千円)

スポーツ活動

(単位：千円)
事業名 島ヶ原運動広場整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 81,400
担当課 島ヶ原教育委員会分室
事業概要
　旧島ヶ原小中学校の解体に伴い、跡地と現有のグラウンドを利用して地域の
拠点となる島ヶ原運動公園の整備（グラウンド造成、屋外トイレ、放送設備）を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

038,000 40,300 3,100
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
81,400

-57-



【公債費】

(単位：千円)
事業名 市債元金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 5,308,111
担当課 財政課
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１８年度末の市債残高見込額は５９，１８４，８７７千円で、１９年度の起債予定額が５，６
２０，１００千円であるため、平成１９年度末の市債残高見込額は５９，５３１，５１２千円（伊賀南
部消防組合の３４，６４６千円を含む））となり、前年度比０．６％の増となる予定です。
　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（７％以上）の繰上償還が認められる見込の、４５，６６５千円の繰上償還額を計上してい
ます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,100 204,584 5,101,427
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
5,308,111

(単位：千円)
事業名 市債利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,083,373
担当課 財政課
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（７％以上）の繰上償還を行うものの、近年に借り入れた市債残高が多額である
ため利子負担が大きくなっています。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

323 1,083,050
本庁・支所別の事業費 (単位：千円)

本庁 伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所
1,083,373
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