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第１編

実施計画（事務事業評価）の概要
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１ 計画策定の趣旨・経緯 

３か年実施計画は、第七次天童市総合計画の基本計画で体系化された施策を行

財政運営の中で具現化し、事業計画の内容を定めたものです。これは、毎年度の

予算編成の指針となり、将来構想の実現を目指すための具体的な計画です。 

本市は、総合計画に基づき着実な事業の進捗を図るために３か年実施計画を策

定し、毎年度のローリング方式により、計画的かつ総合的な施策の推進と総合計

画の進行管理に努めてきました。 

また、平成１４年度からは、新たに行政評価（事務事業評価）制度を取り入れ、

事務事業の評価に基づく見直しを行ってきました。 

平成２２年度からは、３か年実施計画と事務事業評価を一体的に運用し、両制

度の連動性を強化することで、より効率的・効果的に事業を推進するとともに、

実施計画を媒介として、予算との連動や定数管理等への活用を図っています。 

平成２６年度からは、行政評価について事務事業評価から施策評価へと発展的

に継承しました。施策評価は総合計画期間中に適宜行うこととし、事務事業評価

は今後の方向性のみを評価する簡易な手法へと見直しを行いました。 

  

２ 対象事業 

事務事業評価の対象は、法令等により実施が義務付けられているもの、行政の

内部管理のために実施されるもの等の義務的事業を除くすべての事業としていま

す。 

  

３ 計画の期間 

計画の期間は、令和４年度から令和６年度までの３か年です。毎年、次年度か

らの３か年計画を策定していく方式（ローリングシステム）をとり、将来の計画

実施過程における新たな行政課題に対応していくことにしています。 

 

４ 市の目指す将来像 

本市の理想とする将来の都市像を「笑顔 にぎわい しあわせ実感 健康都市 

～ ともに明日をひらく てんどう ～」とします。 

 

５ まちづくりの目標 

市の将来都市像の実現に向けて、次の５つの目標を掲げます。これらを実現す

るために、計画的・効率的・総合的な行財政運営を基本として、それぞれ具体的

な施策を掲げ、その推進に努めます。 
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(1) 健康と健やかな成長を支え合うまちづくり 

  地域のつながりや支え合いを大切にし、心身ともに健康で笑顔あふれるまち

づくりを目指します。 

(2) 産業の活力と魅力あふれるまちづくり 

  各産業の競争力を高めるとともに広域的な連携を強めながら、誘客促進と交

流人口の拡大を図り、魅力的なまちづくりを目指します。 

(3) 住みよい環境と安心を守るまちづくり 

  それぞれの地域の特色を生かし、豊かな自然に囲まれ、安心で景観に配慮さ

れた快適なまちづくりを目指します。 

(4) 夢をはぐくむ学びのあるまちづくり 

  教育環境の充実を図り、複雑・多様化する課題に対応するとともに、生涯学

習活動を活性化し、活力ある地域と人をはぐくむまちづくりを目指します。 

(5) 健全な行財政をともに築くまちづくり 

  最少の経費で最大の効果を発揮する行財政運営に努めるとともに、市民と行

政が一体となった協働によるまちづくりを目指します。 

 

６ 事務事業評価の概要 

(1) 目的 

予算や人材を投入した結果、市民生活にどの程度の効果がもたらされたかに

ついて評価や点検を行い、事業の改善・改革・休止・廃止等に結びつけ、市民

への説明責任の向上、職員の意識改革と政策形成能力の向上、事務事業の効率

性の向上を目指すとともに、市民の視点に立った目的・成果志向型の行政執行

への転換を図ります。 

これまで実施してきた３か年実施計画について、成果に基づく評価の視点を

取り入れ、評価結果から導き出される改善策を次年度の３か年実施計画にフィ

ードバックすることで、恒常的な改善・改革を図っていきます。 

 

【 評価サイクル 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ACTION 

事業の見直し 

改革・改善計画の作成 

PLAN 

 

３か年実施計画及び予算の調整 

DO 

 

事業の実施 

CHECK 

 

事務事業評価の実施 
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(2) 評価の時期 

継続事業については事後評価、新規事業については事前評価とします。 

 

(3) 評価対象事業 

全５２６事業について、評価を実施しました。 

 

(4) 評価方法 

事業の妥当性・成果・効率性の３つの着眼点について総合的に評価を行い、

「今後の方向性」について、「現状のまま継続」、「事業内容の拡充」、「事業内

容の見直し」、「事業内容の縮小」、「完了」、「休止」、「廃止」から選択すること

としました。 

 

(5) 評価結果の概要 

上記の基準により評価を行った結果、事業の「今後の方向性」は下記のとお

りとなりました。 

今後の方向性 事業数 構成比 

現状のまま継続 458 87.1 

事業内容の拡充 40 7.6 

事業内容の見直し 24 4.6 

事業内容の縮小 4 0.7 

計 526 100.0 

完了 4 ― 

休止 0 ― 

廃止 2 ― 
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施策別事務事業数

新規 拡充 継続 合計
構成比
(％)

地域福祉 13 13 2.4

高齢者福祉 3 14 17 3.2

障がい者福祉 1 10 11 2.1

安心して子育てできる環境の充実 子ども・子育て支援 2 35 37 7.0

健康づくり 14 14 2.6

母子保健 8 8 1.5

地域医療 18 18 3.4

公的医療保険・国民年金 11 11 2.1

低所得者福祉 1 10 11 2.1

3 4 133 140 26.3

競争力のある農林業の振興 農林業 6 2 52 60 11.3

工業 2 2 0.4

企業誘致・産業創出 3 3 0.6

観光 2 23 25 4.7

商業 2 5 7 1.3

雇用の創出と労働環境の充実 雇用・労働環境 1 3 4 0.8

8 5 88 101 19.0

環境保全 1 3 4 0.8

環境衛生 1 10 11 2.1

都市基盤 3 1 17 21 3.9

道路 1 1 24 26 4.9

河川 3 3 0.6

公共交通 1 1 2 4 0.8

上・下水道 29 29 5.5

公園・緑地 1 7 8 1.5

防災 1 6 7 1.3

消防 5 8 13 2.4

防犯・消費生活 3 3 0.6

交通安全 2 2 0.4

5 12 114 131 24.6

学校教育 1 6 28 35 6.6

家庭教育 1 1 0.2

社会教育 10 10 1.9

生涯学習 1 2 3 0.6

芸術・文化 1 4 5 0.9

文化財 1 2 3 0.6

活力あるスポーツの振興 スポーツ 1 10 11 2.1

1 10 57 68 12.8

行財政運営 1 3 71 75 14.1

広域行政

広報・広聴 2 8 10 1.9

市民参画 1 2 3 0.6

男女共同参画 1 1 0.2

交流・移住定住 1 2 3 0.6

1 8 83 92 17.3

18 39 475 532 100.0

まちづくりの目標 施策の大綱 施策
事務事業数

健康と健やかな成長を
支え合うまちづくり

あたたかく支え合う福祉の充実

健やかな心と体を支える保健と医療の充実

将来にわたり安心できる社会保障の確保

小計

産業の活力と
魅力あふれるまちづくり

持続・成長する工業の振興

観光の振興とにぎわいのある商業の促進

小計

住みよい環境と
安心を守るまちづくり

環境保全のために行動する意識の啓発

安心で快適なまちの形成

充実した生活環境の維持

安全で安心な助け合う地域の構築

小計

合　　計

夢をはぐくむ
学びのあるまちづくり

未来をひらく教育の推進

豊かな人生を創造する生涯学習・社会教育の充実

魅力ある芸術・文化の継承

小計

健全な行財政運営を
ともに築くまちづくり

持続可能な行財政運営

みんなが参加して構築するまち

小計
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第２編

未来創生プロジェクト

　本市の将来都市像である「笑顔　にぎわい　しあわせ実感　健康都市　～ともに明日をひらく

てんどう～」を実現するには、基本計画の各章に掲げる事業等を相互に関連付け、より効果的に

展開していく必要があります。

　このため、特に重点的・横断的に取り組むプロジェクトとして「未来創生プロジェクト」を設定する

ものです。
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

令和４年度 令和５年度 令和６年度

【１　子育て応援プロジェクト】

№ 課等名
新規
継続

事　業　名
事業期間

076
保険
給付課

継続 子育て支援医療給付事業

062
子育て
支援課

継続 第３子以降保育料無料化事業

058
子育て
支援課

継続 小中学校入学応援金「エール天（10）」

069
子育て
支援課

継続 認定こども園事業

064
子育て
支援課

継続 市立保育園管理運営事業

070
子育て
支援課

継続 地域型保育事業

074
子育て
支援課

新規 保育施設等・学童保育所整備再編事業

065
子育て
支援課

継続 私立保育所事業

子育て
支援課

継続 放課後児童健全育成事業068

100 健康課 継続 子育て発達支援事業

056
子育て
支援課

継続 子育て未来館管理運営事業

095 健康課 継続 産前産後母子支援事業

【２　教育・学習向上プロジェクト】

380
教育
総務課

継続 第３子以降学校給食無料化事業

088 健康課 継続 中学生ピロリ除菌等推進事業

№ 課等名
新規
継続

事　業　名
事業期間

401
学校
教育課

継続 英語教育充実支援事業

381
教育
総務課

継続 小中学校プール施設改修事業

386
教育
総務課

拡充 小中学校ICT教育環境整備事業

383
教育
総務課

継続 小学校トイレ改修事業

136
社会
福祉課

継続
生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援事
業

398
学校
教育課

拡充 すこやかスクールプロジェクト関連事業
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

令和４年度 令和５年度 令和６年度

【３　移住定住・結婚支援プロジェクト】

№ 課等名
新規
継続

事　業　名
事業期間

276
都市
計画課

新規 まちづくり基本調査事業

269
都市
計画課

継続 田園住宅整備事業

266 建設課 継続 定住促進・子育て世帯支援事業

261 建設課 新規 地域おこし協力隊設置事業（空き家対策）

263 建設課 継続 空き家利活用支援事業

379
教育
総務課

継続 奨学金返還支援事業

526 市長公室 拡充 協働のまちづくり推進事業

531 市長公室 拡充 移住・定住促進事業

532 市長公室 継続 地域おこし協力隊事業

【４　防災・安全強化プロジェクト】

№ 課等名
新規
継続

事　業　名
事業期間

338
上下
水道課

継続 雨水対策整備事業

351
危機
管理室

継続 防災行政無線等整備事業

359 消防課 拡充 消防署車両等更新維持管理業務

365 消防課 拡充 消防団車両等更新維持管理業務

369
生活
環境課

継続 防犯活動及び安全なまちづくり推進事業

370
生活
環境課

継続 公衆街路灯設置業務
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

令和４年度 令和５年度 令和６年度

238
商工
観光課

拡充 雇用対策事業

【５　観光・交流充実プロジェクト】

№ 課等名
新規
継続

事　業　名
事業期間

218
商工
観光課

継続 インバウンド推進事業

217
商工
観光課

継続 ２次交通整備事業

227
商工
観光課

継続 日本一の将棋のまちプロモーション事業

302 建設課 継続 （仮称）スマートインター1号線整備事業

281 建設課 継続 市道天童東根線道路改良事業

297 建設課 継続 天童駅東口改修事業

435
文化

スポーツ課
継続 ホ－ムタウンスポーツ推進事業

433
文化

スポーツ課
継続 天童ラ・フランスマラソン事業

437
文化

スポーツ課
継続 スポーツ施設整備基金積立事業

【６　産業振興・雇用対策プロジェクト】

№ 課等名
新規
継続

事　業　名
事業期間

151 農林課 継続 農業後継者等支援事業

153 農林課 継続 経営所得等安定対策事業

159 農林課 拡充 特産果実消費宣伝事業

161 農林課 継続 農作物の鳥獣被害対策事業

201
商工
観光課

継続 天童将棋駒産業振興事業

340
産業
立地室

拡充 工業団地整備事業

235
商工
観光課

継続 中心市街地活性化促進事業

237
商工
観光課

拡充 市街地再開発施設（パルテ）管理事業

490
ふるさと
納税推進室

継続 ふるさと納税の推進に関する事業

491
ふるさと
納税推進室

継続
ふるさと納税を活用したシティプロモーショ
ン

158 農林課 拡充 果樹振興事業
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

025
保険
給付課

継続 地域支援事業（社会保障充実分）

【７　生活安心充実プロジェクト】

№ 課等名
新規
継続

事　業　名
事業期間

004
社会
福祉課

継続 高齢者健康福祉施設管理運営事業

023
保険
給付課

継続
地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合
事業）

024
保険
給付課

拡充
地域支援事業（包括的支援事業及び任意事
業）

308
生活
環境課

継続 市営バス運行事業

309
生活
環境課

拡充 予約制乗合タクシー運行事業費補助

410
生涯
学習課

継続 地域づくり促進対策事業

412
生涯
学習課

継続 市立公民館維持管理事業

11
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第３編

実施計画兼事務事業シート

１　実施計画兼事務事業評価シートの事業費合計について、令和２年度は決算ベース、
　令和３年度は予算ベースの事業費となっています。
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第１章　健康と健やかな成長を支え合うまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

高齢者健康福祉施設の管理運営 高齢者健康福祉施設の管理運営
指定管理者の募集

高齢者健康福祉施設の管理運営 同左

指定管理者に委託し、「高齢者健康福祉施設　天童温泉　はな駒荘」の
管理運営業務を行う。

事業費合計 千円 52,549 55,494

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高齢者健康福祉施設管理運営事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 4 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

福祉バスの運転業務委託
民間バスの借上げ
福祉バスの更新（購入）

福祉バスの運転業務委託
民間バスの借上げ

同左 同左

福祉バス（２台）の運転業務を委託する。予約が重複した場合等はバス
を借り上げて対応する。

事業費合計 千円 631 10,175

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成2年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 福祉バス運転管理業務
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 3 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童市社会福祉協議会活動費補助金の
交付
福祉活動専門員設置補助金の交付
いきいきネットワーク推進事業委託料の
交付

同左 同左 同左

社会福祉協議会に対し、補助金等を交付することにより財政的支援を
行う。

事業費合計 千円 9,600 10,253

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 社会福祉協議会組織強化事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 2 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

総合福祉センターの管理運営 同左 同左 同左

指定管理者に委託し、総合福祉センターの管理運営業務を行う。事業費合計 千円 55,998 45,925

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成6年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 総合福祉センター管理運営事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 1 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第１章　健康と健やかな成長を支え合うまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

各地域戦没者追悼式開催に係る業務委
託
市遺族会に対する補助金の交付

同左 同左 同左

市内各地域の戦没者追悼式の開催に係る業務委託及び援護事業実
施に係る補助金の交付を行う。

事業費合計 千円 444 444

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 戦没者の遺族及び戦傷病者に対する援護事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 8 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

民生児童委員活動に対する支援 民生児童委員活動に対する支援
一斉改選

民生児童委員活動に対する支援 同左

民生児童委員に対する活動費の支給及び連絡協議会、専門部会等の
活動に対する支援事業を実施する。

事業費合計 千円 9,259 9,489

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 民生児童委員活動支援事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 7 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

敬老祝品等の贈呈（敬老会の代替事業）
金婚者への賀詞贈呈及び金婚式の開催
長寿者への賀詞贈呈

敬老祝品等の贈呈
金婚者への賀詞贈呈及び金婚式
の開催
長寿者への賀詞贈呈
※敬老会の開催方法については、
今後検討していく。

同左 同左

77歳以上の高齢者の長寿を祝う敬老会、数え年100歳の高齢者に対す
る長寿賀詞等の贈呈、結婚50年を迎えた夫婦に対する金婚賀詞の贈
呈を行う。

事業費合計 千円 19,308 21,234

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 敬老会等開催等事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 6 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

老人クラブ活動育成費補助金の交付（52
団体）
老人クラブ趣味の園芸補助金の交付（25
団体）
高年齢者労働能力活用事業費補助金の
交付

老人クラブ活動育成費補助金の交
付（50団体）
老人クラブ趣味の園芸補助金の交
付（23団体）
高年齢者労働能力活用事業費補
助金の交付

同左 同左

市老人クラブ連合会及び単位老人クラブの活動促進を図るため、財政
的支援を行う。
市シルバー人材センターの事業推進を図るため、財政的支援を行う。

事業費合計 千円 10,325 10,777

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高齢者社会活動支援事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 5 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第１章　健康と健やかな成長を支え合うまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

日本赤十字社会費集金等業務 同左 同左 同左

日本赤十字社の会費の集金及び関連事務を行う。事業費合計 千円 1,603 1,663

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 日本赤十字社会費集金等事務
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 12 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

災害時避難行動要支援者の個別計画の
整備

同左 同左 同左

災害時避難行動要支援者の個別計画の新規登録及び更新事務を行
う。

事業費合計 千円 170 159

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成26年度～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 災害時避難行動要支援者台帳整備事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 11 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

人権擁護委員の活動に対する支援
人権啓発活動地方委託業の実施
（人権の花運動）

人権擁護委員の活動に対する支
援
人権啓発活動地方委託業の実施
（人権の花運動）

同左 同左

人権擁護委員及び山形地方法務局と連携し、人権に関する啓発及び
広報活動を行う。

事業費合計 千円 155 815

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 人権擁護委員活動支援事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 10 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

社会を明るくする運動の推進
天童地区保護司会活動費補助金の交付
更生保護サポートセンターの運営

同左 同左 同左

保護司会の活動に対する支援事業を実施する。事業費合計 千円 135 209

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 保護司会活動支援事業
総合計画コード

分野
地域福祉

(１章１節１項）10101

№ 9 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第１章　健康と健やかな成長を支え合うまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

各種パンフレットの購入・製作及び普及
啓発
・保険証説明
・認定説明
・新規申請者用説明
・保険料納付説明
・制度改正説明

各種パンフレットの購入・製作及び
普及啓発
・保険証説明
・認定説明
・新規申請者用説明
・保険料納付

同左 各種パンフレットの購入・製作及び
普及啓発
・保険証説明
・認定説明
・新規申請者用説明
・保険料納付説明
・制度改正説明

介護保険の仕組みやサービスの内容について、広く市民に周知するた
め、パンフレット等を活用し啓発する。

事業費合計 千円 582 780

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護保険趣旨普及事務
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 16 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

第１号被保険者（６５歳以上）及び第２号
被保険者（４０～６４歳）の介護認定に係
る調査と審査を行う。

同左 同左 同左

市職員又は受託者（介護支援専門員等）による介護認定調査や主治医
意見書をもとに、５人の審査委員による合議体で介護認定審査を行う。

事業費合計 千円 29,967 46,156

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護認定調査・審査会事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 15 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

明幸園増改築事業資金元金補助
地域介護・福祉空間整備等施設整備補
助

明幸園増改築事業資金元金補助
施設整備計画に対する補助金等

同左 同左

介護サービス提供の基盤となる介護施設の整備に対し、補助金交付に
よる財政的支援を行うもの。

事業費合計 千円 30,600 38,296

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護施設整備等補助事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 14 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象世帯（市民税が非課税の高齢者世
帯等）に対する補助金の交付

同左 同左 同左

高齢者世帯、障がい者世帯等に対して、雪下ろしに係る経費及び家庭
用灯油の購入費用の一部を助成する。

事業費合計 千円 11,922 13,780

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成24年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
高齢者等世帯雪下ろし補助金交付事業・福祉
灯油購入費助成金支給事業

総合計画コード
分野

地域福祉
(１章１節１項）10101

№ 13 部等名 健康福祉部　社会福祉課 調整係 事業区分 継続

17



第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第１章　健康と健やかな成長を支え合うまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

一般会計から介護保険特別会計に繰出
金として支出する。

一般会計から介護保険特別会計
に繰出金として支出する。

同左 同左

介護保険制度の健全な運営に必要な市の財政拠出を行うため、介護
給付費、地域支援事業、事務費等を一般会計から介護保険特別会計
に繰り出し金として支出するもの。

事業費合計 千円 851,865 1,022,315

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護保険特別会計繰出金
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 20 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

適正な賦課と納付時の利便性向上、滞
納処分等により収納率向上を図る。
基準額等の見直しに伴う激変緩和措置
等を図る。

適正な賦課と納付時の利便性向
上、滞納処分等により収納率向上
を図る。

同左 適正な賦課と納付時の利便性向
上、滞納処分等により収納率向上
を図る。
基準額等の見直しに伴う激変緩和
措置等を図る。

介護保険制度を維持運営するための財源を確保する（第１号被保険
者）。

事業費合計 千円 4,095 6,230

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護保険料賦課徴収事務
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 19 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

介護保険事業として各介護（予防）サー
ビスに係る給付費（予防訪問介護、予防
通所介護を除く）を支出する。

同左 同左 同左

介護を必要とする高齢者に対し、必要な介護サービスを提供する。事業費合計 千円 4,895,090 5,649,484

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護保険給付事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 18 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

高齢者福祉計画及び介護保険事業計
画の推進。
介護保険運営協議会及び地域密着型
サービス運営委員会の開催

介護保険運営協議会及び地域密
着型サービス運営委員会の開催
日常生活圏域ニーズ調査
在宅介護実態調査

高齢者福祉計画及び介護保険事
業計画の策定（第９期）
介護保険運営協議会及び地域密
着型サービス運営委員会の開催

高齢者福祉計画及び介護保険事
業計画の推進。
介護保険運営協議会及び地域密
着型サービス運営委員会の開催

介護保険事業計画の策定や進捗状況管理等を行う。事業費合計 千円 364 274

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護保険事業計画策定事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 17 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第１章　健康と健やかな成長を支え合うまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
○２箇所の地域包括支援センター運営を継続し、
人員体制を強化する。
○成年後見センターの運営。
○紙オムツ支給事業の対象者を介護保険料の段
階により任意事業と保健福祉事業に区分けする。
○認知症ケアパス更新。
○地域支援包括支援センターの機能の充実・強
化についての検討。

○２箇所の地域包括支援センター
を継続し、人員体制を強化する。
○成年後見センターの運営。
○地域包括支援センターの機能の
充実・強化についての検討。

○地域支援包括支援センターの運
営法人の公募を実施。
○成年後見センターの運営。

○日常生活圏ごとに地域包括支援
センターの運営。
○成年後見センターの運営。
○紙オムツ支給事業の見直し。（国
の第9期介護保険計画における補
助要件による）
○地域包括支援センター増設

包括的支援事業として、地域包括支援センターが、介護予防ケアマネ
ジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケア
マネジメント業務等の実施を行う。また、任意事業として、給付費適正化
業務、家族介護支援事業等を実施する。

事業費合計 千円 95,312 98,697

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域支援事業（包括的支援事業及び任意事業）
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 24 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
○介護予防・生活支援サービス事業
　（予防介護給付等）
○ケアマネジメント事業（包括支援センター）
○一般介護予防事業（地域カフェ事業等）
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実
施

同左 同左
○一般介護予防事業
（地域カフェ事業荒谷地区で新規
開設予定）

同左

高齢者が要介護状態等となることを予防し、要支援状態の軽減・悪化の
防止と地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的・
一体的に行う地域包括ケアシステムの構築

事業費合計 千円 185,604 202,618

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 23 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

介護施設・事業所等において介護人材
の確保及び育成に対して支援する。

介護人材確保・育成に対する支援 同左 同左

市内介護施設等を対象として、介護人材確保・育成に対する支援を行
うもの。

事業費合計 千円 449 4,338

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護人材確保支援事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 22 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

介護給付等審査業務委託
第三者行為損害賠償求償事務委託
介護保険システム運用
被保険者証の送付他

介護給付等審査業務委託
第三者行為損害賠償求償事務委
託
介護保険システム運用
被保険者証の送付他
基幹系システム再構築（R5.1から利
用開始）

介護給付等審査業務委託
第三者行為損害賠償求償事務委
託
介護保険システム運用
被保険者証の送付他

同左

介護保険事業を円滑に運営するため、資格管理、認定申請の受付、介
護保険システムの運用等の事務を行う。

事業費合計 千円 34,787 27,660

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護保険事務
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 21 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護給付係 事業区分 継続
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第１章　健康と健やかな成長を支え合うまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

３か所在宅介護支援センターを設置し、２か
所の地域包括支援センターと連携を図りな
がら、地域の身近な相談機関として、地域
高齢者の相談活動や実態把握調査等を実
施する。
また、地域包括支援センターの機能強化の
検討に合せ、在宅介護支援センターの将
来的な在り方について検討する。

３か所在宅介護支援センターを設
置し、２か所の地域包括支援セン
ターと連携を図りながら、地域の身
近な相談機関として、地域高齢者
の相談活動や実態把握調査等を
実施する。

同左 同左

地域における老人福祉の窓口として市内に3か所ある在宅介護支援セ
ンターを委託し、地域高齢者の実態把握調査、見守り、相談活動を行っ
ている。

事業費合計 千円 6,696 8,380

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 在宅介護支援センター運営業務
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 28 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

保健支援員（看護師）を雇用し、一人暮
らし高齢者に訪問して健康指導や寝たき
り等の介護予防を図る。
また、２か所の地域包括支援センターと３
か所の在宅介護支援センターに一部委
託する。

同左 同左 同左

保健支援員（看護師等）が、７５歳以上の高齢者の一人暮らし世帯等を
訪問し、生活習慣病や閉じこもり、寝たきり等の介護予防を図り、自立し
た生活が送れるよう支援している。

事業費合計 千円 5,522 5,775

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高齢者在宅訪問指導事業（すこやか訪問）
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 27 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

緊急通報装置整備、高齢者軽度生活援
助、高齢者移動サービス、訪問理美容
サービス、鍼灸マッサージ助成、日常生
活用具給付等事業の支援

同左
日常生活用具給付等事業の廃止

同左 同左

介護保険事業の地域支援事業を補完するサービスを一般会計で実施している。
内容は、緊急通報装置整備、高齢者軽度生活援助、高齢者移動サービス、訪問
理美容サービス、鍼灸マッサージ助成、日常生活用具給付等事業である。

事業費合計 千円 30,686 39,749

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高齢者生活支援事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 26 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
○在宅医療・介護連携推進事業
　医療介護連携と在宅医療推進
○生活支援体制整備事業
　生活支援コーディネーター業務と協議体事業
○認知症総合支援事業
　認知症初期集中支援チームの設置、認知症カフェ
の実施、認知症地域支援推進員の設置、地域ケア会
議の実施、チームオレンジ（明幸園内）の支援

○在宅医療・介護連携推進事業
　医療介護連携と在宅医療推進（エール運営委託）と市
民向け講座を開催
○生活支援体制整備事業
　生活支援コーディネーター業務と協議体事業
○認知症総合支援事業
　認知症初期集中支援チームの設置、認知症カフェの
実施、認知症地域支援推進員の設置、地域ケア会議の
実施、チームオレンジ（明幸園内）の支援

同左 同左

包括的支援事業の一つとして、在宅医療・介護連携推進事業と認知症
総合支援事業が位置付けられ、初期集中支援事業等を実施するととも
に、在宅医療と介護の連携推進事業等を実施する。

事業費合計 千円 15,625 17,458

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成26年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域支援事業（社会保障充実分）
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 25 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・相談支援事業
・コミュニケーション支援事業
・日常生活用具給付事業
・成年後見利用支援事業
・地域活動支援センター
・日中一時支援事業等
・タクシー券、給油券事業
・特別支援学校送迎支援支援

同左 ・地域生活支援拠点等整備事業【新規】
・相談支援事業
・コミュニケーション支援事業
・日常生活用具給付事業
・成年後見利用支援事業
・地域活動支援センター
・日中一時支援事業等
・タクシー券、給油券事業
・特別支援学校送迎支援支援

・相談支援事業
・コミュニケーション支援事業
・日常生活用具給付事業
・成年後見利用支援事業
・地域活動支援センター
・日中一時支援事業等
・タクシー券、給油券事業
・特別支援学校送迎支援支援

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づき、在宅の障がい者等に対し、相談支援、日常生活用具給付事業等
を行うことで、障がい者等がその能力や適性に応じ、自立した日常生活
や社会生活を営むことができるよう支援を行う。

事業費合計 千円 56,305 65,743

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域生活支援事業
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 32 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

自立支援協議会の開催
天童市障がいのある人もない人も共に生
きるまちづくり条例の制定

自立支援協議会の開催 自立支援協議会の開催
第７期障がい福祉計画・第３期障が
い児福祉計画策定

自立支援協議会の開催
第４次障がい者プラン（障害者基本
計画）策定

障がい者施策を策定するための協議の場。またそのサービスの支給量
等を定めるもの。

事業費合計 千円 168 288

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 自立支援協議会・障がい者福祉計画
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 31 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
○乳酸飲料を用いて安否確認を行うことによっ
て、一人暮らし高齢者等が安心して住み慣れ
た地域に住み続けられることを目指す。
○紙おむつを必要とする高齢者へおむつを支
給する。令和3年度より国の支給基準の変更に
伴い、地域支援事業で対象とならない介護保
険料の第6～9段階の高齢者を保健福祉事業
で対象とする。

同左 同左 同左

乳酸飲料を用いて、週３回程度一人暮らし高齢者等を対象とした安否
確認と紙おむつ支給事業における介護保険料の６～10段階の高齢者
について助成を行う。

事業費合計 千円 1,462 7,899

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 保健福祉事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 30 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

県内4か所の養護老人ホームと1か所の
養護（盲）老人ホームへの入所措置及び
介護施設の利用措置を行う。
入所想定人数：19名（実入所者18名）

同左 同左 同左

経済的理由及び環境上の理由により、在宅において養護を受けること
が困難な高齢者に対して、福祉増進を図るため、必要に応じて養護老
人ホームへの入所を行う

事業費合計 千円 36,057 40,887

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 老人保護措置事業
総合計画コード

分野
高齢者福祉

(１章１節２項）10102

№ 29 部等名 健康福祉部　保険給付課 介護支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

申請書受付及び県への進達 同左 同左 同左

精神疾患治療のための医療費（通院に限る）の負担を軽減するもの事業費合計 千円 85 86

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 精神通院医療進達事業
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 36 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

申請受付及び県への進達本人への交付 同左 同左 同左

身体障害者手帳申請受付、県への進達及び対象者への交付業務事業費合計 千円 82 82

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 身体障害者手帳進達業務
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 35 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

自立支援医療（更生医療・育成医療）給
付
療養介護医療給付

同左 同左 同左

身体に障がいを有する方の機能改善及び自立支援のため、指定医療
機関において治療を受け身体の障がいの状態の軽減を図るため、その
医療に要した医療費を支給し、経済的負担の軽減を図るもの。

事業費合計 千円 48,314 57,795

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 自立支援医療・療養介護医療費給付事業
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 34 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童まいづる会へ業務委託 同左 同左 同左

障がい児に療育訓練を行う通所施設「のぞみ学園」の運営事業費合計 千円 18,522 17,878

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和49年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 のぞみ学園運営事業
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 33 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

児童福祉法に基づく障がい児通所支援
給付費・肢体不自由児通所医療費の支
給

同左 同左 同左

児童福祉法に基づき、在宅障がい児等を対象に放課後や学校の長期
休暇時において生活訓練等のサービス提供を行う事業所への通所支
援を行い、障がい児の自立促進を図る。

事業費合計 千円 349,354 400,685

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成24年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 障がい児通所支援事業
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 40 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

紙おむつ支給
助成金支給

同左 同左 同左

常時失禁状態にある重度障がい者に紙おむつを支給するもの
腎臓機能障がい者に、医療機関への通院時交通費の一部助成
在宅で酸素濃縮器を使用し、酸素療法を行っている呼吸機能障がい者
に費用を助成

事業費合計 千円 3,786 4,148

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成２年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
紙おむつ支給・人工透析通院費助成・在宅酸素
支援事業事業

総合計画コード
分野

障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 39 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

特別障害者手当、障害児福祉手当の支
給
（受給者数）
特別障害者手当　44人
障害児福祉手当　37人

特別障害者手当、障害児福祉手
当の支給
（受給者数）
特別障害者手当　45人
障害児福祉手当　38人

同左 同左

在宅で常時介護を必要とする重度障がい者（児）に支給する手当事業費合計 千円 18,545 21,084

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和61年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 特別障害者手当等給付事業
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 38 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

介護給付費・訓練等給付費の支給
補装具の支給
障害支援区分判定等審査会の開催

同左 同左 同左

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づき、障がい者が在宅や施設利用等の障がい福祉サービスの給付を行
い、障がい者の自立支援を図るもの。

事業費合計 千円 766,900 852,946

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 障がい者自立支援給付費
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 37 部等名 健康福祉部　社会福祉課 障がい支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

子育てをしている保護者の不安解消や
孤立を防止する等の目的で、世代間交
流等を実施する団体に対し支援する。

同左 同左 同左

地域連携推進事業を実施している子育てサークル等の世代間交流事
業と、平成２７年度から地域社会福祉協議会が行っている子育て支援の
交流会を支援する。

事業費合計 千円 1,142 510

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域子育て支援活動費補助事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 44 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　「第二期子ども・子育て支援事業計画」
の進捗状況の確認及び検証を行い、必
要に応じて改正を行う。
事業実施の実績を踏まえ、目標達成状
況の管理を行う。

同左 同左 同左

子ども・子育て支援法により、令和２年度から令和６年度の「第二期天童
市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、幼児期の教育、保育及び地
域子育て支援事業の提供体制の確保及び円滑な実施を図る。

事業費合計 千円 54 160

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 子ども・子育て支援事業計画策定管理業務
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 43 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・市健康センター内に、病後児保育室を
開設し、病気の回復期にある満１歳から
小学６年生までの児童の保育を行う。
・定員は一日２名とし、専任の保育士と看
護師を配置する。
・開設曜日は、月～土曜日。開設時間
は、午前８時～午後６時とする。

同左 同左 同左

健康センター内の病後児保育室「きらきら」において、病気の回復期に
ある満１歳から小学６年生までの児童を、看護師及び保育士が預かり保
育をする。令和３年４月からは、山形連携中枢都市圏の連携事業とな
り、７市７町で広域的な利用ができるようになっている。

事業費合計 千円 7,951 7,945

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成21年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 病後児保育事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 42 部等名 健康福祉部　健康課 母子保健係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

重度心身障がい（児）者の医療費の給付 同左 同左 同左

山形県医療給付制度に基づき、身体障害者手帳１・２級、精神保健福祉手帳１
級、療育手帳Ａ所持者、及び障害年金１級受給者等に対し、申請により医療証を
交付する。医療機関等へ医療証を提示することにより、医療費の自己負担がなし
又は１割負担となる。県外の医療機関等を受診した場合は、後日申請により、償還
払いする。

事業費合計 千円 157,147 164,354

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 重度心身障がい（児）者医療給付事業
総合計画コード

分野
障がい者福祉
(１章１節３項）10103

№ 41 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　多胎児を養育している家庭にホームヘ
ルパーを派遣し、家事及び育児等の支
援を行うとともに、経済的負担の軽減を
図るため、費用の８割を市が負担する。

同左 同左 同左

　平成１７年度から、多胎児家庭へのホームヘルパーの派遣制度を設
け、養育者の負担を軽減するための助成を行い、多胎児の子育て家庭
への支援を行うもの。

事業費合計 千円 90 600

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成17年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 多胎児世帯ヘルパー派遣事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 48 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　在宅で生活し、看護や介護を必要とす
る中度・重度の心身障がい児を養育して
いる世帯で、所得制限のため特別児童
手当が受給できない養育者に手当を支
給し、障がい児の福祉の向上を図る。

同左 同左 同左

　昭和４４年から、障がい児の福祉向上のため、在宅で生活している満３
歳以上２０歳未満の中度・重度等の心身障がい児を養育している世帯
で、特別児童扶養手当を受給していない者に対して、重度心身障がい
児童手当を支給する。

事業費合計 千円 860 840

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和44年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 重度心身障がい児養育手当支給事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 47 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　 在宅で生活し、看護や介護を必要とす
る中度・重度の心身障がい児を養育して
いる一定所得以下の世帯の経済的な支
援のため、国・県が支給する特別児童扶
養手当に関する事務を行う。

同左 同左 同左

　昭和４１年度から、在宅で生活している介護を必要とする心身障がい
児（満２０歳未満の中度または重度）を養育している者のうち、一定の所
得以下の者に対して支給する特別児童扶養手当に関する事務を行っ
ている。

事業費合計 千円 284 295

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和41年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 特別児童扶養手当関係事務
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 46 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　祖父母からの子育て支援を円滑にする
ため、祖父母手帳を交付する。授乳やお
むつ替えの施設を案内する「赤ちゃんの
駅」の設置を推進する。

同左 同左 同左

　平成29年度から、子育てをしている母親等の支える祖父母への手帳
を作成し、母子手帳交付時に配布している。また、平成３０年度から赤
ちゃんの駅の登録申請事業を始め、子育てしやすい環境づくりを推進
している。

事業費合計 千円 254 288

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域子育て支援活動事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 45 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　配偶者の暴力などの相談、母子・父子
家庭等のひとり親家庭の生活資金や修
学資金に関する相談及び修学資金等を
貸与する県母子寡婦福祉資金の受理等
の業務を行う。

同左 同左 同左

　配偶者からの暴力など家庭における解決が困難な事案の相談、母
子・父子家庭等のひとり親家庭の生活資金や修学資金等の貸付に関
する相談、就労のための教育支援の相談等の事業を行う。

事業費合計 千円 3,361 7,418

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 婦人相談事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 52 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　市内の中学校修了前の子どもを養育し
ている者に児童手当を支給する。3歳未
満15,000円、3歳以上小学校6年生
10,000円（第3子以降15,000円）、中学校
10,000円を支給する。ただし、所得が制
限額を超える場合は、月額5,000円の特
例給付を支給する。

同左 同左 同左

　次世代を担う子ども達の健やかな成長を支援するため、中学校修了
前までの児童を養育している人に児童手当・特例給付を支給する。

事業費合計 千円 958,477 961,609

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 児童手当支給事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 51 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

母子生活支援施設（むつみハイム）及び
乳児院はやぶさと委託契約し、保護者の
申請に基づき、１週間を上限として施設
にて養育を行う。
・ショートステイ：宿泊又は１日
・トワイライト：夜間

同左 同左 同左

平成２８年度から、児童福祉法第６条の３第３項に基づき、保護者の都
合等により、家庭にて子どもを養育することが困難である場合及び緊急
一時的に保護を必要とする場合に、児童福祉施設において一定期間
の養育を支援するための事業である。

事業費合計 千円 240

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成28年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 子育て短期支援事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 50 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　子どもの養育や児童虐待等の課題を
抱えている家庭を支援するために、関係
機関と連携を図り、相談や訪問などの支
援を行う。

　子ども家庭総合支援拠点を設置
し、子どもとその家庭及び妊産婦等
を対象として子育て支援を行う。
　要保護児童等に関する情報共有
システム（児童相談システム）の導
入（基幹系システムで予算計上）

子ども家庭総合支援拠点を設置
し、子どもとその家庭及び妊産婦等
を対象として子育て支援を行う。

同左

子ども達の健全育成のため、児童虐待等の家庭だけでは解決が困難な
課題を抱えている家庭に対し、家庭児童相談員（２名）が相談を受け、
関係機関との連携を図りながら支援を行うことにより、子ども達の家庭環
境を良い方向に改善するように努める。

事業費合計 千円 4,422 5,404

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 家庭児童相談事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 49 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　指定管理者に子育て未来館「げんキッ
ズ」の管理運営を委託する。子育て支援
拠点、ファミリー・サポート・センター事
業、一時預かり事業に加え、利用者支援
事業を行い、相談事業の充実を図る。

同左 同左 同左

　平成２７年５月２１日にオープンし、保護者同士の交流や子育て相談、子育て情
報発信の充実を図り、親子の「遊び」と「ふれあい」の場を提供することにより子育
て環境の充実を図り、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業を実施
することにより保護者が安心して働くことができる環境づくりと子育て支援を行い、
児童福祉の向上を図る。

事業費合計 千円 107,756 103,436

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 子育て未来館管理運営事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 56 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　満１８歳になった年の年度が終了する
までの児童等を、離婚等の理由により、
監護する母、監護し、かつ、生計を同じく
する父又は父や母に代わって児童を養
育する者ので、一定所得以下のものに
対して児童扶養手当を支給する。

同左 同左 同左

離婚や死別などにより、両親若しくは父親または母親がいない満１８歳
未満の児童を養育している一定の所得以下の者について、児童扶養手
当を支給し、ひとり親家庭の自立を支援し児童の福祉向上を図る。

事業費合計 千円 247,299 253,391

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 児童扶養手当支給事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 55 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　両親若しくは父母の一方がいない児童
を養育している者に対して、遺児教育手
当を支給する。
　交通事故以外で両親若しくは父母の一
方を亡くした児童の養育者には遺児激
励金を支給する。

同左 同左 同左

　昭和57年度から、交通事故以外で両親若しくは父母を亡くした児童・
生徒の養育者に、手当や激励金を交付し、経済的負担の軽減を図り、
当該児童・生徒の健全育成を図る。

事業費合計 千円 7,169 7,317

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 遺児教育手当・遺児激励金支給事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 54 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ひとり親家庭等について、自立支援教育
訓練給付金事業、高等職業訓練促進給
付金事業、高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業等により、就業支援、自立
支援等を行う。また、ひとり親家庭の児童
に学習支援を行う。

ひとり親家庭等について、自立支援教
育訓練給付金事業、高等職業訓練促進
給付金事業、高等学校卒業程度認定試
験合格支援事業等により、就業支援、自
立支援等を行う。また、ひとり親家庭の
児童に学習支援を行う。
子ども食堂の運営費の負担軽減のた
め、補助金を交付する。

同左 同左

　母子及び父子家庭のひとり親家庭について、就業支援や自立支援、
生活向上支援等のための支援事業を行い、福祉の向上を図る。

事業費合計 千円 5,347 6,314

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ひとり親家庭等支援事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 53 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・保育士宿舎借上げ支援事業
・保育士就職ガイダンスの開催

同左 同左 同左

保育士宿舎借り上げ支援事業：認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業
所に対し、保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する。
保育士就職ガイダンス：保育士養成施設の学生及び有資格者を対象とした就職
ガイダンスを開催する。

事業費合計 千円 4,212 6,295

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 保育士確保対策事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 60 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

保育園、児童館等の母親クラブが行う、
保護者同士の交流、研修活動等に対し
て、補助金を交付し、活動を支援する。

同左
※天童なでしここども園について
は、クラブの存続について意思確
認が必要

同左 同左

保育園、児童館等の母親クラブに対して、児童数が５０人以下の場合年
額６万円、５０人超１００人以下の場合８万円、１００人超の場合１０万円を
限度として、活動費の一部を助成する。

事業費合計 千円 620 660

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 母親クラブ育成事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 59 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　小学校または中学校（特別支援学校等
を含む）に入学した児童の保護者で天童
市内に住所があり、対象児童と同居する
方に入学応援金として１０万円を支給す
る。

同左 同左 同左

　子育て家庭の経済的負担の軽減し、少子化対策を推進するため、小
学校または中学校に入学する子の保護者に入学応援金を支給する。事業費合計 千円 119,706

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和3年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校入学応援金「エール天（10）」
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 58 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　指定管理者にわらべ館の管理運営を
委託する。主に乳幼児及びその保護者
を対象として、「遊び」と「ふれあい」の場
を提供しする。

　令和５年度から５か年の指定管理
者を募集する。
　指定管理者にわらべ館の管理運
営を委託する。主に乳幼児及びそ
の保護者を対象として、「遊び」と
「ふれあい」の場を提供しする。

　指定管理者にわらべ館の管理運
営を委託する。主に乳幼児及びそ
の保護者を対象として、「遊び」と
「ふれあい」の場を提供しする。

同左

平成１１年８月にオープンし、主に乳幼児とその保護者に対して「遊び」
と「ふれあい」の場を提供することにより、子ども達の健全育成を図り、保
護者が安心して子育てできる環境づくりと子育て支援を行い、児童福祉
の向上を図る。

事業費合計 千円 16,578 17,280

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 わらべ館等管理運営事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 57 部等名 健康福祉部　子育て支援課 家庭支援係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

舞鶴保育園・さくら保育園・みどり保育
園・いなほ保育園の市立保育園４園で、
保育の必要のある児童の保育を行う。

同左 同左 同左

舞鶴保育園・さくら保育園・みどり保育園・いなほ保育園の市立保育園４
園で、保育の必要のある児童の保育を行う。
市内保育施設等のセンター機能を担うため、保育士の研修を強化し、
保育の質の向上を図る。

事業費合計 千円 164,487 180,830

今後の方針 事業内容の縮小

事業期間 ～ 事業主体 市立保育園管理運営事業

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市立保育園管理運営事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 64 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

保育利用者支援員(1名)の配置 同左 同左 同左

子育て支援課に保育利用者支援員を置き、子ども及びその保護者に、
必要な情報を提供する。（平成２８年度～）

事業費合計 千円 2,044 2,120

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成28年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 保育利用者支援事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 63 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

保護者の経済的負担の軽減のため、3人
目以降の児童の保育料等について補助
金を交付する。
特定教育・保育施設及び児童館につい
ては、保育料等を免除する。

同左 同左 同左

１８歳未満３人目以降の児童の保育料等について、無料化する。なお、
特定教育・保育施設(認定こども園、認可保育所及び小規模保育事業
所)と児童館については、保育料等を免除している。(平成24年度～)

事業費合計 千円 31,320 36,792

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成24年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 第３子以降保育料無料化事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 62 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

認証保育所又は届出保育施設等に対
し、適正な保育を支援するため補助金を
交付する。
認可保育所又は小規模保育事業に移行
する場合は、移行のための補助金を交
付する。

認証保育所又は届出保育施設等に対し、
適正な保育を支援するため補助金を交付
する。
認可保育所又は小規模保育事業に移行す
る場合は、移行のための補助金を交付す
る。
天童ひまわり幼児園が認可保育所へ、みみ
ちゃんベビールームが小規模保育事業へ
移行

認証保育所又は届出保育施設等
に対し、適正な保育を支援するた
め補助金を交付する。
認可保育所又は小規模保育事業
に移行する場合は、移行のための
補助金を交付する。

同左

認証保育所又は届出保育施設等、当該施設に入所している児童に対
する適切な保育の実施を支援する（すこやか保育事業費補助金及び認
証保育所事業費補助金）とともに、保護者の経済的負担の軽減を図る
（子育て支援事業費補助金）。

事業費合計 千円 36,508 91,500

今後の方針 事業内容の縮小

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 届出保育施設支援事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 61 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・放課後児童クラブの運営
・放課後児童クラブの整備

同左 同左 同左

放課後児童クラブ29クラブの運営を、各小学校区に設置している放課
後児童クラブ協会に委託し、事業を実施している。

事業費合計 千円 550,683 369,335

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和51年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 放課後児童健全育成事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 68 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

休所中の田麦野へき地保育所の維持管
理を行う。
閉所(R4.3.31)

田麦野へき地保育所の維持管理を行う。事業費合計 千円 129 196

今後の方針 廃止

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 特別保育所(田麦野へき地保育所)管理運営事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 67 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 ―

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

児童館運営(山口・寺津) 児童館運営(寺津)
山口児童館認定こども園化

児童館運営(寺津) 同左

寺津児童館及び山口児童館児童の保育を行う。事業費合計 千円 63,905 31,549

今後の方針 事業内容の縮小

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 児童館管理運営事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 66 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

認可保育所に保育委託（10施設） 認可保育所に保育委託（10施設）
ひまわり保育園移行
（施設整備は事業主単独）
つばさのもり愛宕保育園認定こども
園へ移行

認可保育所に保育委託（10施設） 同左

私立保育所に保育を委託する。事業費合計 千円 1,091,748 1,132,987

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 私立保育所事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 65 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

施設等利用費の給付 同左 同左 同左

幼児教育・保育の無償化に伴い、届出保育施設の利用者並びに認定
こども園及び幼稚園の一時預かり利用者に対し、子育てのための施設
等利用給付を給付する。

事業費合計 千円 27,100 38,490

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和元年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 幼児教育・保育の無償化事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 72 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・施設型給付費の支給（3施設）
※天童東幼稚園・天童東第二幼稚園が
認定こども園へ移行

・施設型給付費の支給（3施設） 同左 同左

私立幼稚園への施設型給付費等の給付事業費合計 千円 407,680 308,507

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 私立幼稚園支援事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 71 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・地域型給付費の支給（8施設） ・地域型給付費の支給（9施設）
※みみちゃんベビールーム移行

・地域型給付費の支給（9施設） 同左

小規模保育事業等への地域型給付費等の給付事業費合計 千円 286,447 380,555

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域型保育事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 70 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・施設型給付費の支給（7施設）
※天童東幼稚園・天童しぜん幼稚園移
行

・施設型給付費の支給（9施設）
※天童なでしここども園・つばさの
もり愛宕こども園移行

・施設型給付費の支給（9施設） 同左

認定こども園への施設型給付費等の支給事業費合計 千円 764,045 788,170

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成27年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 認定こども園事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 69 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

子育て支援医療の給付
○県事業
未就学児、小学生外来（１～３年）、
小・中学生入院
○市単独事業
小学生外来（４～６年）、中学生外来、
所得税課税者の一部負担、高校生

同左 同左 同左

山形県医療給付制度に市単独事業を上乗せし、０歳児から高校３年生まで（１８歳
に達する日以後の最初の３月３１日まで）に医療証を交付する。医療機関等へ医
療証を提示することにより、医療費の自己負担がなしとなる。県外の医療機関等を
受診した場合は、後日申請により、償還払いする。

事業費合計 千円 304,659 354,947

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 子育て支援医療給付事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 76 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ひとり親家庭等医療の給付 同左 同左 同左

山形県医療給付制度に基づき、母子・父子家庭の配偶者のない男女で、１８歳以下の児童を扶
養している者（前年の所得について所得税が課税されている者は除く。）及び扶養されている１
８歳以下の児童に対し、申請により医療証を交付する。医療機関等へ医療証を提示することに
より、医療費の自己負担がなしとなる。県外の医療機関等を受診した場合は、後日申請により、
償還払いする。

事業費合計 千円 30,891 33,089

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ひとり親家庭等医療給付事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 75 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

山口児童館の認定こども園化に向けた
整備
成生第二児童クラブの実施設計

成生第二児童クラブの整備 市立保育施設の統廃合の検討 たかだま幼稚園及び蔵増幼稚園の
認定こども園移行に対する補助

市内保育施設等及び学童保育所の計画的な整備事業費合計 千円 148,668

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 令和3年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 保育施設等・学童保育所整備再編事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 74 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

シティプロモーションを実施 同左 同左 同左

市内の子育て環境及び住環境等についてピーアールし、「子育てのま
ち」としてシティプロモーションを実施する(天童市まち・ひと・しごと創生
総合戦略事業)。

事業費合計 千円 3,880

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和3年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 シティプロモーション事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 73 部等名 健康福祉部　子育て支援課 児童育成係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・健康教育（こころの健康づくり講演会、ゲート
キーパー養成を含む）
・健康相談
・こころの健康づくり推進連絡会議開催
・個別ケア事業（うつ病予防訪問事業）
・メンタルセルフチェック「こころの体温計」
・市内中学３年生へクリアファイルの配布

・健康教育（こころの健康づくり講演会、
ゲートキーパー養成を含む）
・健康相談
・こころの健康づくり推進連絡会議開催
・個別ケア事業（うつ病予防訪問事業）
・メンタルセルフチェック「こころの体温計」
・市内中学３年生へクリアファイルの配布

同左 同左

こころの健康づくり及び自殺予防対策に関する健康教育、相談、個別ケ
ア訪問事業、こころの体温計等を実施する。

事業費合計 千円 962 935

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和60年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 精神保健対策事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 80 部等名 健康福祉部　健康課 市民健康係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・第二次健康てんどう２１行動計画及び
第二次食育推進計画の推進
・健康づくり推進協議会の開催
・受動喫煙防止対策検討委員会の開催
・次期食育推進計画の策定・食育推進
委員会の開催
・冷蔵庫の更新

・第二次健康てんどう２１行動計画
評価アンケートの実施
・健康づくり推進協議会の開催
・健康福祉まつりの開催
・受動喫煙防止対策検討委員会の
開催
・食育推進委員会の開催

・第三次健康てんどう２１行動計画の策
定
・健康づくり推進協議会の開催
・健康福祉まつりの開催
・受動喫煙防止対策検討委員会の開催
・食育推進委員会の開催
・第３次食育推進計画の推進

・第三次健康てんどう２１行動計画
及び食育推進計画の推進・健康づ
くり推進協議会の開催
・受動喫煙防止対策検討委員会の
開催
・食育推進委員会の開催

第二次健康てんどう２１行動計画ならびに第二次天童市食育推進計画
に基づき、施策を展開していく。

事業費合計 千円 1,542 2,814

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 健康づくり推進事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 79 部等名 健康福祉部　健康課 市民健康係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

出産支援給付金の支給 同左 同左 同左

山形県の平均的な出産費用と出産育児一時金との差額相当額の一部
を出産支援給付金として、新生児１人につき58,000円を支給する。

事業費合計 千円 27,797

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 出産支援給付金支給事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 78 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

未熟児養育医療の認定及び給付
（国1/2、県1/4、市1/4）

同左 同左 同左

母子保健法に基づき、出生時体重2,000ｇ以下の未熟児等で医師が入
院養育を必要と認めた場合、治療が必要とされる期間の医療費の一部
を給付し、また食事療養費の自己負担分についても公費で負担し、乳
児の健康の保持及び増進を図る。

事業費合計 千円 2,363 4,346

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 未熟児養育医療給付事業
総合計画コード

分野
子ども・子育て支援

(１章２節１項）10201

№ 77 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童市健康マイレージ　Tendoすこやか
My進事業のポイント対象の選定
・広報活動
・広報及びMy進カード等印刷
・景品の贈呈
・協賛依頼

天童市健康マイレージ　Tendoすこ
やかMy進事業のポイント対象の選
定
・広報活動
・広報及びMy進カード等印刷
・景品の贈呈
・協賛依頼

天童市健康マイレージ　Tendoすこやか
My進事業のポイント対象の選定
・広報活動
・広報及びMy進カード等印刷
・景品の贈呈
・協賛依頼
・アプリを活用

同左

運動を中心とした健康づくりに関する特定の取組みを行う者にポイントを付与し、
ポイントの累計が一定の数値に達した場合、景品と交換できる事業を実施すること
により、市民の健康に関する意識の向上及び主体的な健康づくりを促進し、健康
寿命の延伸に向け疾病予防及び健康の保持増進を図るもの。

事業費合計 千円 986 1,492

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成26年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童市健康マイレージ　ＴｅｎｄｏすこやかＭｙ進事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 84 部等名 健康福祉部　健康課 市民健康係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・市報、パンフレット、メール配信等による
広報活動
・新型コロナウイルス感染症に係る市有
施設の消毒等に必要な物品の補充

・市報、メール配信等による感染症
予防の啓発
・新型コロナウイルス感染症を含む
感染症予防に係る消毒等に必要な
物品の補充

・市報、メール配信等による感染症
予防の啓発
・感染症予防に係る消毒等に必要
な物品の補充

同左

感染症に対する正しい知識の普及啓発を行い、感染症発症時に対応
する。

事業費合計 千円 2,438 2,426

今後の方針 事業内容の縮小

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 感染症予防事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 83 部等名 健康福祉部　健康課 市民健康係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・乳がん検診の助成
・ピンクリボンメイトの養成（乳がんセミ
ナー開催）
・ピンクリボンスマイル展の開催
・パンフレット送付（39歳女性）

・乳がん検診の助成
・ピンクリボンメイトの養成（乳がんセミナー開
催）
・ピンクリボンスマイル展の開催
・パンフレット送付（39歳女性）
・乳がんセルフチェック法普及キャンペーンの
実施
・健康マイレージとのコラボ企画開催（女性対
象ピンクリボンウォーキング教室の開催）

・乳がん検診の助成
・ピンクリボンメイトの養成（乳がん
セミナー開催）
・ピンクリボンスマイル展の開催
・パンフレット送付（39歳女性）
・乳がんセルフチェック法普及キャ
ンペーンの実施

同左

少子化・子育て支援の施策とともに、子育て世代の母親の命を守り、子供たちを悲
しませないことを目的に、「天童市ピンクリボンスリースマイル運動」として、乳がん
検診の助成や、乳がんについて正しい知識を広めるためにピンクリボンメイトの養
成を行い、乳がんのセルフチェックの普及等を推進するもの。

事業費合計 千円 11,618 12,868

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成28年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童市ピンクリボン推進事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 82 部等名 健康福祉部　健康課 市民健康係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健康教育
健康相談
訪問指導

同左 同左 同左

健康増進法に基づき、健康教育、健康相談等を実施している。事業費合計 千円 1,540 2,270

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 健康増進事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 81 部等名 健康福祉部　健康課 市民健康係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

抗体検査陽性者への除菌治療
（二次検査及び内服治療）

同左 同左 同左

早期のピロリ除菌治療による胃がん予防対策事業費合計 千円 521 1,602

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 中学生ピロリ除菌等推進事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 88 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健康管理システム借上 健康管理システム借上
R5.1より基幹系システム変更予定

健（検）診及び予防接種等の結果把握のため、健康管理システムの管
理運営を委託

事業費合計 千円 1,178 1,178

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 健康管理システム委託
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 87 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購
入費助成

同左 同左 同左

がん患者の治療と就労の両立及び療養生活の質の向上を図ることを目
的として、医療用ウイッグ及び乳房補整具の購入に対し助成。

事業費合計 千円 639 900

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成26年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 86 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・各種がん検診
・肝炎ウイルス検診
・歯周疾患検診
・骨粗しょう症検診
・Smart検診等

同左 ・各種がん検診
・肝炎ウイルス検診
・歯周疾患検診
・骨粗しょう症検診（５５検診）
・Smart検診等

同左

・健康増進法に基づき、がん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・子宮頸が
ん・前立腺がん）、肝炎ウイルス検診の実施。
・歯周疾患検診等の実施。
・若年層（20～39歳）の健康診査（Ｓｍａｒｔ健診）の実施。

事業費合計 千円 92,063 98,834

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和50年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 健康診査事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 85 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

機械設備の修繕等の維持管理
備品（源泉ポンプ）の整備

機械設備の修繕等の維持管理
備品（源泉ポンプ）の整備
施設リニューアル及び中期修繕計
画
新源泉の掘削

機械設備の修繕等の維持管理
備品（源泉ポンプ）の整備
建築設備改修（浴室等）
新源泉の配管設備工事
新源泉の揚湯設備工事

機械設備の修繕等の維持管理
備品（源泉ポンプ）の整備
建築設備改修（床部分）

温泉を利用した市民の健康づくりと癒しの場を提供する。事業費合計 千円 59,518 53,088

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成9年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市民保養施設「ゆぴあ」管理運営事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 92 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

新型コロナウイルスワクチン接種の実施 同左

　予防接種法の規定により、医療機関の協力のもと、希望する市民を対
象に新型コロナワクチンの予防接種を実施する。

事業費合計 千円 35,570 894,949

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年～令和4年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 新型コロナウイルスワクチン接種事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 91 部等名 健康福祉部　ワクチン対策室　企画調整係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

定期接種の対象となる高齢者に対するイ
ンフルエンザ及び肺炎球菌の予防接種
費用の一部助成

同左 同左 同左

インフルエンザ：接種日に65歳以上の者、及び60歳以上65歳未満で一定の障がいを有する方
に、接種費用のうち2,000円を助成する。
肺炎球菌：年度内に65歳･70歳･75歳･80歳･85歳･90歳･95歳･100歳になる方、及び60歳以上
65歳未満で一定の障がいを有する方に、接種費用のうち4,000円を助成する。※一定の障が
い：心臓・腎臓・呼吸器等に身体障害者手帳1級に準じる程度のもの

事業費合計 千円 41,743 29,858

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高齢者の予防接種助成事業
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 90 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・健康センター維持管理
・健康センター職員駐車場借上げ更新

・健康センター維持管理
・空調機分解洗浄業務
・給湯器設備更新工事

・健康センター維持管理
・健康センター屋上防水他修繕

・健康センター維持管理
・健康センター職員駐車場借上げ
更新
・健康センター駐車場借上げ更新
・健康センター自家発電（非常用電
源）蓄電池設備更新

健康センターの施設管理事業費合計 千円 12,955 16,189

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成21年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 健康センター施設管理
総合計画コード

分野
健康づくり

(１章３節１項）10301

№ 89 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・乳幼児健診（４か月児、１歳６か月児、３
歳児）を各２４回実施。
・３歳児眼科検診を市内眼科医療機関に
委託して実施。

同左 同左 同左

・母子保健法に基づき、４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診及
び３歳児眼科検診を実施する。

事業費合計 千円 11,266 11,488

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和45年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 乳幼児健康診査事業
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 96 部等名 健康福祉部　健康課 母子保健係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・産前から産後まで、母子保健コーディ
ネーター等が関わることで、育児負担の
軽減を図る。
・妊娠後期の妊婦を対象にぴよママ安心
パック事業（妊娠後期の健康相談）を実
施し、出産に対する心構えや育児環境
の確認や情報提供を行う。

同左 同左 同左

・健康センターに母子保健コーディネーターを配置し、妊娠届出時から健康相談
や電話訪問等で妊婦に関わることで、安心して産み育てられるよう支援を行う。
・産後、授乳指導や育児支援が必要な方には、産後ケア事業で子育ての不安を
軽減できるよう支援を行う。

事業費合計 千円 6,799 7,472

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成28年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 産前産後母子支援事業
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 95 部等名 健康福祉部　健康課 母子保健係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・健康相談（乳幼児健康相談、9か月児
健康相談、オンライン健康相談等）の実
施
・健康教育（両親教室、離乳食教室等）
の実施
・訪問指導（乳児家庭全戸訪問、妊産婦
訪問、幼児訪問、養育支援訪問等）の実
施

同左 同左 同左

・健康相談（妊婦・乳幼児・９か月児）、健康教育（両親教室・離乳食教
室・育児教室等）、家庭訪問等を実施し、妊娠・出産・育児を通した切れ
目のない支援を行う。

事業費合計 千円 6,036 6,266

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和45年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 母子保健指導事業
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 94 部等名 健康福祉部　健康課 母子保健係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・全妊婦を対象に１４回分の妊婦健康診
査、ＨＴＬＶ－１抗体検査、子宮頸がん検
診、性器クラミジア検査及び４回分の超
音波検査について公費負担を行う。

同左 同左 同左

妊婦を対象に、１４回分の妊婦健康診査、ＨＴＬＶ－１抗体検査、子宮頸
がん検診、性器クラミジア検査及び４回分の超音波検査について公費
負担を行う。（里帰り妊婦に対しても同様）

事業費合計 千円 40,846 47,717

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成9年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 妊婦健康診査事業
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 93 部等名 健康福祉部　健康課 母子保健係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・発達支援専門員の複数配置
・「天の童　年中児就学サポート事業」の
普及及び実施
・発達支援室（すこやかルーム）
・巡回相談

同左 同左 同左

・「天の童　年中児就学サポート事業」の実施により、安心して就学を迎えられるよう支援を行う。
・「すこやかルーム」において、臨床心理士等による発達や子育て等に関する相談を行う。
・市内保育施設に臨床心理士と保健師等が巡回訪問し、発達や保育等に関する相談を行う。
・あそびの教室や母子保健事業において、母子の適切な関わりや発達に関する情報提供を行
う。

事業費合計 千円 8,893 9,631

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 子育て発達支援事業
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 100 部等名 健康福祉部　健康課 発達支援係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・風しん抗体価検査及び予防接種
・中3インフルエンザ予防接種助成

同左 同左 同左

・風しん抗体検査を実施し、抗体価の低い者に対し風しんワクチン接種
を実施。
・受験期の中学3年生を対象にインフルエンザ予防接種の費用助成。

事業費合計 千円 6,282 3,437

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成25年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 予防接種事業（任意）
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 99 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・予防接種法に基づいた予防接種の実
施

同左 同左 同左

　予防接種法による定期予防接種として、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型
肝炎、四種混合、ＢＣＧ、麻しん・風しん、日本脳炎、二種混合、子宮頸
がん、水痘、ロタの予防接種を実施。

事業費合計 千円 132,357 153,581

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和46年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 予防接種事業（定期）
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 98 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・特定不妊治療を受ける夫婦の経済的
負担を軽減するために、治療費の一部
助成を行う。（上限２０万円）

令和4年4月から保険適用となる
が、助成内容の見直しを図りなが
ら、経済的負担の軽減をする。

同左 同左

・天童市在住の夫婦で、山形県特定不妊治療費助成事業を受けた方
に、１回の治療につき上限２０万円の助成を行う

事業費合計 千円 7,682 11,782

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成21年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 特定不妊治療費助成事業
総合計画コード

分野
母子保健

(１章３節２項）10302

№ 97 部等名 健康福祉部　健康課 母子保健係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・市内献血協力事業所及び定点（イオン
天童）での献血実施
・骨髄ドナー報奨金の交付

同左 同左 同左

・日本赤十字社の献血計画に基づき、献血協力事業所及び献血者確
保を図り、医療機関における血液需要に対応
・公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンクにおける骨髄又
は末梢血幹細胞の提供を行った者に対し、報償金を交付(H28から）

事業費合計 千円 914 1,060

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和45年～ 事業主体 日本赤十字社・県・市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
・献血推進事業
・骨髄ドナー報奨金交付事業

総合計画コード
分野

地域医療
(１章３節３項）10303

№ 104 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・休日当番医事業２医療機関（当番制）
で年間７０日実施
・新型コロナウイルス感染症に感染又は
感染の疑いにより休診した場合の休業補
償
・休日当番医の医師賠償保険加入費

同上 同上 同上

休日における医療体制の充実を図るため、在宅当番医制を実施事業費合計 千円 7,500 11,901

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和54年～ 事業主体 市、天童市東村山郡医師会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 休日当番医事業
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 103 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

会計年度任用企業職員である臨床検査
技師の確保

同左 同左 同左

入院、外来、健診に係る臨床検査数の増加に適切に対応するため、会
計年度任用企業職員として、臨床検査技師を配置する。

事業費合計 千円 2,803 2,805

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 診療技術部　臨床検査科業務
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 102 部等名 天童市民病院 医療部門臨床検査科 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

会計年度任用企業職員である診療放射
線技師の確保

同左 同左 同左

入院、外来、健診に係る放射線検査数の増加に適切に対応するととも
に、天童市ピンクリボン推進事業の充実を図るため、会計年度任用企業
職員として、放射線技師を配置する。

事業費合計 千円 4,027 4,027

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 診療技術部　診療放射線科業務
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 101 部等名 天童市民病院 医療部門放射線科 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

山形大学医学部等の医療機関等からの
派遣医師の確保

同左 同左 同左

山形大学医学部等の医療機関からの派遣医師の確保事業費合計 千円 53,565 53,565

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 派遣医師確保事業
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 108 部等名 天童市民病院 医療部門外科 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

必要かつ十分な常勤及び非常勤医師の
確保

同左 同左 同左

市民病院の円滑な運営を行うため、常勤及び非常勤医師の安定的な
確保を図る。

事業費合計 千円 220,023 216,209

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 医療部業務
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 107 部等名 天童市民病院 医療部門内科 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

重粒子線がん治療費助成 同左 同左 同左

　重粒子線治療を希望する市民が治療を受けることとができるよう、山形
大学医学部付属病院での重粒子線治療を受ける患者に対して、その治
療費の一部を助成するもの。

事業費合計 千円 1,256

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和３年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 重粒子線がん治療患者支援事業
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 106 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ＡＥＤ維持管理（29台） 同左 同左 同左

市所有施設等におけるＡＥＤ(自動体外式除細動器）設置及び維持管
理

事業費合計 千円 1,786 1,786

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成21年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 105 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市民病院の給食業務を民間業者に委託
して実施

同左 同左 同左

市民病院の給食業務を民間業者に委託する。事業費合計 千円 39,839 54,516

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 病院給食業務の委託
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 112 部等名 天童市民病院 給食部門 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

会計年度任用企業職員である薬剤業務
補助員の確保

同左 同左 同左

入院、外来等に係る調剤数の増加に適切に対応するため、会計年度任
用企業職員として、薬剤業務補助員を配置する。

事業費合計 千円 1,578 1,580

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 診療技術部　薬剤科業務
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 111 部等名 天童市民病院 薬剤部門薬局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

会計年度任用企業職員である療法士の
確保

同左 同左 同左

地域包括ケア病床の拡充に伴い、リハビリテーションを実施する入院及
び外来患者が増加したことから、会計年度任用企業職員として、療法士
を配置する。

事業費合計 千円 9,338 9,338

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 診療技術部　リハビリテーション科業務
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 110 部等名 天童市民病院 医療部門理学療法科 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

会計年度任用企業職員である看護師及
び看護補助職員の確保

同左 同左 同左

看護師の産前・産後、育児休暇等の取得及び入院、外来等の患者の増
に対応するため、会計年度任用企業職員として、看護師及び看護補助
職員を配置する。

事業費合計 千円 43,824 75,923

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 看護部業務
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 109 部等名 天童市民病院 看護部門 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市民病院の施設、設備等の維持及び管
理を民間の専門業者に委託して実施

同左 同左 同左

市民病院の施設、設備等の維持及び管理を適切に行うことにより、市民
を始めとする利用者に対して安全かつ衛生的な医療サービスを提供す
る。

事業費合計 千円 45,651 40,022

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 施設、設備等の維持及び管理業務
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 116 部等名 天童市民病院 事務部門事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

総合医療情報システム等の保守及び運
用並びに村山地域医療情報ネットワーク
を活用による医療情報の共有化

同左 同左 同左

令和２年１１月に更新した市民病院の総合医療情報システム（電子カルテシステ
ム）について、適切な保守及び運用を行う。また、村山地域医療情報ネットワーク
（べにばなネットワーク）を十分に活用することにより、市内外の病院等と密接に連
携を図りながら、利用者に対して、より一層安全・安心な医療サービスを提供す
る。

事業費合計 千円 168,842 6,852

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
総合医療情報システム整備事業及び村山地域
医療情報ネットワーク事業

総合計画コード
分野

地域医療
(１章３節３項）10303

№ 115 部等名 天童市民病院 事務部門事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

医療機器の整備 同左 同左 同左

平成２０年度以降に整備を行った市民病院の医療機器について、経年
劣化等により更新時期を迎えるものが多いことから、計画的に更新を行
う。

事業費合計 千円 198,456 18,378

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 医療機器整備事業
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 114 部等名 天童市民病院 事務部門事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

建設改良等に要する経費に係る企業債
の元利償還

同左 同左 同左

建設改良等に要する経費に係る企業債の元金及び利息を償還する。事業費合計 千円 177,223 178,072

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 起債の償還
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 113 部等名 天童市民病院 事務部門事務局 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

一般会計から後期高齢者医療広域連合
に負担金として支出する。

同左 同左 同左

県内市町村が、共通経費に係る負担金である事務費負担金及び医療
給付に要する経費である療養給付費負担金を後期高齢者医療広域連
合に支出する。

事業費合計 千円 619,226 608,268

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 後期高齢者医療負担事業
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 120 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

一般会計から国民健康保険特別会計へ
の繰出金の支出

同左 同左 同左

保険基盤安定分、人件費分、事務費分、出産育児一時金分等を一般
会計から国民健康保険特別会計に繰出金として支出する。

事業費合計 千円 445,414 461,995

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険特別会計繰出金
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 119 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市の操出基準に基づき、天童市民病院
事業会計負担金を支出

同左 同左 同左

市の繰出基準に基づき、天童市民病院に対して、事業会計負担金を支
出する。

事業費合計 千円 493,284 409,801

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和42年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童市民病院事業会計負担金
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 118 部等名 健康福祉部　健康課 健康企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市民病院の医事業務、健診業務、発熱
外来業務、新型コロナウイルスワクチン
接種業務等の業務を民間業者に委託し
て実施

同左 同左 同左

市民病院の医事業務を民間業者に委託する。事業費合計 千円 43,273 49,432

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市民病院

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 病院医事業務の委託
総合計画コード

分野
地域医療

(１章３節３項）10303

№ 117 部等名 天童市民病院 事務部門事務局 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

被保険者に対し、療養給付費、療養費、
高額療養費の給付及び出産育児一時
金、葬祭費、傷病手当金の支給を行う。

同左 同左 同左

国民健康保険の加入者に対して、疾病・負傷等に伴う医療費について
保険給付を行うほか、出産費用や葬祭費の一部等を支給するもの。

事業費合計 千円 4,142,140 4,344,666

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険給付事業
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 124 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

運営協議会の開催（年２回） 同左 運営協議会の開催（年４回） 運営協議会の開催（年２回）

被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表
する委員、被用者保険等を代表する委員で構成され、国民健康保険事業の適正
な運営を図るため、市長の諮問機関として、国民健康保険事業の運営に関する重
要事項を審議する。（国民健康保険法第11条第２項）

事業費合計 千円 136 198

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険運営協議会事務
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 123 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・診療報酬明細書審査業務委託
・第三者行為損害賠償求償事務委託
・被保険者証の送付　ほか

・診療報酬明細書審査業務委託
・第三者行為損害賠償求償事務委
託
・被保険者証の送付　ほか
（基幹系システム再構築。R5.1月か
ら利用開始）

・診療報酬明細書審査業務委託
・第三者行為損害賠償求償事務委
託
・被保険者証の送付　ほか

同左

診療報酬明細書審査事務及び第三者行為により発生した医療費の保
険給付についての損害賠償求償事務を国民健康保険団体連合会に委
託するほか、被保険者証送付等の国民健康保険の一般事務を行う。ま
た、課内庶務を行う。

事業費合計 千円 43,394 36,357

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険事務
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 122 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

一般会計から後期高齢者医療特別会計
への繰出金の支出

同左 同左 同左

保険基盤安定分、人件費分、事務費分を一般会計から後期高齢者医
療特別会計に繰出金として支出する。

事業費合計 千円 169,412 172,166

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 後期高齢者医療特別会計繰出金
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 121 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

広域連合への保険料等負担金の納付 同左 同左 同左

市が徴収した保険料などの保険料等負担金及び保険基盤安定繰入金
を後期高齢者医療広域連合へ納付する。

事業費合計 千円 715,638 733,646

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 後期高齢者医療広域連合納付金
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 128 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・資格管理及び給付（受付）
・保険証の作成、交付

・資格管理及び給付（受付）
・保険証の作成、交付
（基幹系システム再構築。R5.1から
利用開始）

・資格管理及び給付（受付）
・保険証の作成、交付

同左

７５歳以上の方及び６５歳～７４歳で一定の障がいのある方を対象に、後
期高齢者医療制度に基づいた医療費の給付や保険証の作成・交付を
行う。

事業費合計 千円 39,528 39,633

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 広域連合

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 後期高齢者医療事業
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 127 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・特定健康診査
・特定保健指導
・健康診査結果通知
・医療費通知の送付
・若年者健診の実施

同左 同左 同左

４０歳以上７５歳未満の国民健康保険被保険者を対象に、生活習慣病
の予防及び早期発見を目的とした健康診査を実施し、健診の結果、メタ
ボリックシンドロームのリスクが高いと判断された方を対象に保健指導を
行う。また、国民健康保険被保険者に医療費通知を行う。

事業費合計 千円 44,716 51,276

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険保健事業
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 126 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

国民健康保険事業費納付金として山形
県へ支出する。

同左 同左 同左

山形県全体で必要な医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金等
を、県の算定に基づき国民健康保険事業費納付金として県へ納付す
る。

事業費合計 千円 1,662,152 1,540,192

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険事業費納付金
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 125 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○生活保護相談業務 同左 同左 同左

社会福祉主事などの専門的な知識を有する生活保護面接相談員を配
置し、相談業務体制を充実させ、生活困窮や生活保護の相談につい
て、適切に対応する。

事業費合計 千円 2,187 2,293

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成20年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 生活保護相談等事務
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 132 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○旅費欠乏の行路旅人へ、旅費として
JR切符の支給
○一時的に急迫した生活困窮者への援
護費の支給

同左 同左 同左

旅費欠乏の行路旅人に、移送費として隣の市までのJR切符を支給す
る。また一時的に急迫した生活困窮者に対し、上限を1万円として援護
費を支給する。

事業費合計 千円 11 58

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 行路旅人に関する事務（法定外一時扶助費）
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 131 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○被保護者に生活扶助費等を支給し、
最低限度の生活を保障するとともに、自
立に向けた支援を行う。

同左 同左 同左

生活に困窮している人に対し、生活保護法に基づき扶助費を支給し、
最低限度の生活を保障するとともに、就労支援等の適切な助言指導を
行い、自立を支援する。

事業費合計 千円 582,217 637,942

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 生活保護給付事業
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 130 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健康診査の実施 同左 同左 同左

山形県後期高齢者医療広域連合から委託された後期高齢者医療被保
険者に対する健康診査を実施する。

事業費合計 千円 21,483 28,612

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 広域連合

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 後期高齢者医療保健事業
総合計画コード

分野
公的医療保険・国民年金

(１章４節１項）10401

№ 129 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○生活困窮世帯等の子どもに対する学
習支援事業

同左 同左 同左

貧困の連鎖を防止するため、生活保護世帯を含む生活困窮世帯の、ひ
とり親ではない小学生を対象に、学習支援及び居場所を提供する。

事業費合計 千円 61

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援事業
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 136 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○就労支援事業 同左 同左 同左

国の必須事業として、就労支援員を配置し、被保護者へ就労に必要な
情報の提供及び助言、同行訪問等を行い、被保護者の自立を図る。

事業費合計 千円 1,769 1,903

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成28年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 被保護者就労支援事業
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 135 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○休業等に伴う収入が減少した世帯に
対し、住居及び就労の機会を確保する
ため、住居確保給付金を支給し、自立を
支援する。

同左 同左 同左

休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いに困り、住居を喪失した
又は住居を失うおそれが生じる世帯に対して、家賃相当額を支給し、就
労支援等の自立に向けた支援を行う。

事業費合計 千円 6,145 5,500

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 住居確保給付金事業
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 134 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○医療券、介護券の発行
○レセプト点検に係る嘱託医配置

同左 同左 同左

医療及び介護を必要とする被保護者に適切な扶助を行う。また、適正
な医療等が実施されているかを確認するため、診療報酬明細書（レセプ
ト）の点検を実施する。

事業費合計 千円 738 738

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 医療券・介護券発行及びレセプト点検
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 133 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○中国残留邦人等へ支援給付金等を支
給し、また支援相談員の定期的な訪問
等により相談活動を行い、生活の安定を
図る。

同左 同左 同左

世帯の収入が生活保護基準に満たない中国残留邦人について、生活
支援給付金等を支給するとともに、中国語が堪能な支援相談員の定期
的な訪問等により相談活動を行い、生活の安定を図るもの。

事業費合計 千円 20,978 20,805

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 中国残留邦人支援給付事業
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 140 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○多機関の協働による包括的支援体制
構築事業の業務委託

○多機関の協働による包括的支援
体制構築事業の業務委託
○アウトリーチ、参加支援への取組
計画

同左 ○多機関の協働による包括的支援
体制構築事業の業務委託
(重層的支援体制整備事業への移
行）

令和２年度までモデル事業として実施。社会福祉法の改正により、重層的支援体
制整備事業が創設され、そのうちの必須事業の一つとなり、今年度は「重層的支
援体制整備事業の移行事業」としての位置付けである。これまでどおり複合的な
課題の相談について、相談支援包括化推進員が、関係機関のコーディネート等を
行い、複雑化した課題の解決を図る。

事業費合計 千円 10,287 10,795

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
多機関協働事業（重層的支援体制整備事業へ
の移行準備事業）

総合計画コード
分野

低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 139 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○生活困窮者自立相談支援事業業務
委託

同左 同左 同左

平成27年4月に天童市生活自立支援センターを開設。専門支援員が生活の困り
ごとや不安を抱えている方について相談を受け、個別の支援の計画を立て、自立
に向けた支援を行う。また、令和6年度開始予定の重層的支援体制整備事業内
の、包括的相談支援事業のうちの一つとして、更なる包括的な相談事を受け止め
る体制を強化していく。

事業費合計 千円 11,257 12,022

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 生活困窮者自立相談支援事業
総合計画コード

分野
低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 138 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○参加支援事業及びアウトリーチ
等を通じた継続的支援事業の業務
委託

社会福祉法の改正により、①包括的相談支援事業②地域づくり事業③多機関協
働事業等から成る「重層的支援体制整備事業」が発足した。参加支援及びアウト
リーチ等を通じた継続的支援事業は③に含まれる必須事業となり、これまでできな
かったひきこもり等への支援の強化を図るため、令和5年度までは多機関協働支
援事業の中で準備を進めていく。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
重層的支援体制整備事業（参加支援事業及び
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）

総合計画コード
分野

低所得者福祉
(１章４節２項）10402

№ 137 部等名 健康福祉部　社会福祉課 保護係 事業区分 新規
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・中山間地域等直接支払交付金（第５
期）　R2年度～R6年度
対象農地
・田麦野　2,982a
・荒井原  　489a

同左 同左 同左

耕作が不利な中山間地域において、中山間地域等直接支払交付金を
交付して集落協定による共同取組活動を実施することで、農業生産の
維持と農村環境の保全を図る。

事業費合計 千円 6,114 6,284

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 中山間地域等直接支払事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 144 部等名 経済部　農林課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

学校給食における地産地消の推進、地
産地消に係る各種推進事業の実施等に
より、地場産農産物の消費拡大を図る。
地産地消推進計画の策定を行う。

学校給食における地産地消の推
進、地産地消に係る各種推進事業
の実施等により、地場産農産物の
消費拡大を図る。

同左 同左

安全・安心な地場産農産物の生産と消費の拡大を図る。事業費合計 千円 14,508 5,361

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和57年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地産地消推進事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 143 部等名 経済部　農林課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農業者が必要な資金について、金融機
関等から融資を受けた場合の当該資金
に係る利子補給金を交付する。

同左 同左 同左

制度資金に係る利子を補給することにより、農家経営の安定化を図る。事業費合計 千円 2,836 3,858

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和51年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 制度資金利子補給事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 142 部等名 経済部　農林課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童市農業協同組合への業務委託によ
り、年間を通して農業者への広報紙配
布・回覧や、米の生産調整業務に関する
各種業務の推進を図る。

同左 同左 同左

天童市農業協同組合への業務委託により、年間を通して農業者への広
報紙配布・回覧や、米の生産調整業務に関する各種業務を行う。

事業費合計 千円 2,621 2,380

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和49年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農政推進事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 141 部等名 経済部　農林課 庶務係 事業区分 継続
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第２章　産業の活力と魅力あふれるまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農業振興地域整備計画事業 基礎調査による見直し 農業振興地域整備計画事業 同左

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ること
が必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要
な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全
な発展と適切な土地利用を図る。

事業費合計 千円 90 206

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和44年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業振興地域整備計画事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 148 部等名 経済部　農林課 農政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農業構造改善事業で整備された施設等
の適切な運用及び農作業安全運動の推
進を図るとともに、組織運営の充実、オ
ペレーターの育成を支援する。

同左 同左 同左

農作業安全運動を展開するとともに、天童市農業経営近代化協議会の
育成等により、本市における近代化・機械化農業を推進する。その他、
農林漁業の振興を図る。

事業費合計 千円 271 596

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和42年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業振興対策事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 147 部等名 経済部　農林課 農政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・指定管理者への委託により、施設の利
用促進及び維持管理を行う。

同左 同左 同左

指定管理者への委託により、農業者トレーニングセンターの維持・管理
を行い、農業者トレーニングセンターの利用促進と維持管理を行う。

事業費合計 千円 7,166 6,756

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和60年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業者トレーニングセンター管理運営事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 146 部等名 経済部　農林課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農業関係者による会議、研修及び経営
指導等に利用する農業センターの維持
管理を行う。

同左 同左 同左

農業センター維持管理を行う。事業費合計 千円 3,527 4,749

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和48年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業センター維持管理事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 145 部等名 経済部　農林課 庶務係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・農業次世代人材投資資金の給付
・農地中間管理事業の実施及び機構集
積協力金の交付
・経営体育成支援事業の実施

同左 同左 同左

新規就農者に対し、青年就農給付金を交付することで経営の不安定な就農初期
段階における所得を確保し、新規就農者の確保と定着を図る。農地中間管理事
業や機構集積協力金を通じて、担い手への農地集積や集約化を促進する。また、
経営体育成支援事業により、中心経営体が農業経営の開始又は改善に必要な機
械等を導入する場合に、支援を行う。

事業費合計 千円 31,125 36,084

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成24年～ 事業主体 国・県・市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 人・農地プラン推進事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 152 部等名 経済部　農林課 農政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・新規就農者活動支援
・農業後継者等育成対策事業（農業後
継者・女性農業者）
・レディースアグリセミナー

同左 同左 同左

多様な担い手を確保するため、農業後継者、女性農業者、新規就農者
等が行う活動に対し支援を行う。

事業費合計 千円 150 552

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業後継者等支援事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 151 部等名 経済部　農林課 農政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地域の担い手である認定農業者、集落
営農組織及び共同利用組織体が自己の
経営改善計画又は法人化計画達成、地
域営農維持のために必要な機械等の導
入に支援を行うとともに、認定農業者で
組織する団体が行う研修事業への支援
を行う。

同左 同左 同左

認定農業者、集落営農組織及び共同利用組織体における自己の経営
改善計画又は法人化計画達成、地域営農維持のために必要な機械等
の導入に対し支援を行うとともに、認定農業者で組織する団体が行う研
修事業への支援を行う。

事業費合計 千円 7,941 9,284

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業経営基盤強化促進対策事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 150 部等名 経済部　農林課 農政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農業を取り巻く環境の変化や施策の評
価を踏まえ、第七次天童市総合計画との
整合性を図り、天童市農業基本計画の
見直しを行う。

農業を取り巻く環境の変化や施策
の評価を踏まえ、天童市農業基本
計画を推進する。

同左 同左

天童市農業基本計画を推進し、概ね５年ごとに計画の見直しを行う。事業費合計 千円 1,037

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成15年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業基本計画推進事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 149 部等名 経済部　農林課 農政係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一貫調査田を活用した適期作業に関する情報
提供により、良質米の生産に役立てるととも
に、直播栽培等の推進により農作業の省力化
と生産コスト削減を行う。また、特栽米への補
助を実施し、つや姫・雪若丸等天童産米のブ
ランド力の向上を図り、有機栽培の振興によ
り、環境保全型農業の振興を図る。

栽培技術の情報を農家に積極的
に発信して安定生産を図り雪若丸
とつや姫の食味ランキングで特Aを
維持する。また、特栽米への補助
を実施し、天童産米のブランド力の
向上を図るとともに有機栽培の振
興を図る。

同左 同左

特別栽培米拡大による天童産米の競争力アップを図るとともに、有機農
業の振興により環境保全を図る。

事業費合計 千円 12,502 13,587

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 稲作振興事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 156 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童市農業用使用済プラスチック適正
処理推進協議会の実施する農業用使用
済プラスチックの回収事業に対し、回収
に要する費用を補助する。

同左 同左 同左

大量のビニールや農薬空きビン等が排出される中で、その適正な処理
を促進し、環境循環型社会の構築を図る。

事業費合計 千円 695 705

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市及び協議会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業用使用済プラスチック適正処理推進事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 155 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

各農業機関及び団体が一体となり、農業
技術指導等を行い、市内の農家経営の
向上及び農家生産の振興を図るため、
水稲の育成調査や果樹の生育調査を行
う。また、新しい農業技術の研修等を行
い、ＩＣＴ等の技術を用いたスマート農業
の情報を発信していく。

各農業機関及び団体が一体とな
り、農業技術指導等を行い、市内
の農家経営の向上及び農家生産
の振興を図るため、水稲や果樹の
育成調査を行い、また、新しい農業
技術の研修等を行いながら、生産
者への情報提供を行っていく。

同左 同左

各農業機関及び団体が一体となり、農業技術指導等を行い、市内の農
家経営の向上及び農業生産の振興を図る。

事業費合計 千円 550 550

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和43年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業技術指導会議事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 154 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・「生産の目安」を達成するため、加工用
米、飼料用米、そばを生産及び出荷した
農業者に対し、補助金を交付
・天童市農協を主体とした生産調整推進
組織の活動に対し支援
・販売出荷を目的とした園芸作物（果樹）
の新植に対し支援

同左 同左 同左

米の需給調整により作付転換を促進し、農業経営の安定と生産力の向
上を図る。

事業費合計 千円 21,930 28,118

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成22年～ 事業主体 国・県・市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 経営所得等安定対策事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 153 部等名 経済部　農林課 農政係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童警察署を始め、防犯協会等の関係
機関団体と連携し、効果的な対策の実
施や盗難防止に関する啓発活動を実施
する。

同左 同左 同左

農作物盗難防止に関する啓発活動を実施し、農業経営の安定化に資
する。

事業費合計 千円 99 116

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成16年～ 事業主体 市及び農協

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農作物盗難防止対策事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 160 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童産の果物について、トップセールスを
はじめ首都圏や関西圏、海外等でのＰＲを
実施し、消費拡大を図る。

販売が好調な台湾・香港のプロモーショ
ンを継続し、農協で新たな輸出拡大先と
して想定しているシンガポール、マレー
シアへのプロモーションを実施するほ
か、国内の首都圏、西日本での販路拡
大を目指す。また、さくらんぼの新品種
である「やまがた紅王」の試験販売に併
せてPRを実施する。

同左 同左

産地銘柄の確立を図るため、トップセールス、海外プロモーションなどを
実施する。

事業費合計 千円 336 946

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 昭和57年～ 事業主体 市及び農協

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 特産果実消費宣伝事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 159 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

さくらんぼなど主要果実の安定生産と産
地化の推進を図るため、苗木、生産施設
や設備等の導入補助など実施する。
　また、状況に応じて病害虫防止対策事
業への補助を実施する。

さくらんぼなど主要果実の安定生
産と産地化の推進を図るため、苗
木、生産施設や設備等の導入補助
など実施する。
　また、さくらんぼ新品種の「やまが
た紅王」の生産拡大に対して支援
を行う。

同左 同左

果樹産地としての地位を確立し、果樹栽培農家の経営安定を図る。事業費合計 千円 19,641 105,643

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 果樹振興事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 158 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農林水産関係団体の育成を図り、生産
技術の改善に資する。野菜及び花きの
価格低落に対応し、経営の安定による安
定生産を目指す。

同左 同左 同左

野菜・花きの自給率の向上や産地銘柄の確立、地産地消の推進、栽培
農家の経営安定を図る。

事業費合計 千円 206 9,862

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和51年～ 事業主体 市・青果物基金協会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 野菜・花き振興事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 157 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童高原の景観保全とスキー事業を円
滑に行うため、指定管理により草地管理
を行う。

天童高原の景観保全とスキー事業
を円滑に行うため、指定管理により
草地管理を行う。
　令和２年度の豪雪等により破損し
た安全柵の修繕工事等を行う。

天童高原の景観保全とスキー事業
を円滑に行うため、指定管理により
草地管理を行う。
　スキー場管理のための圧雪車用
倉庫を更新するため、既存建物の
解体を行う。

天童高原の景観保全とスキー事業
を円滑に行うため、指定管理により
草地管理を行う。

天童高原の景観保全とスキー事業を円滑に行うため、指定管理により
草地管理を行う。農林課は草地管理事業部分を負担する。

事業費合計 千円 18,203 1,959

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成23年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童高原草地管理業務等事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 164 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農家の生産意欲向上を促進し、家畜防
疫対策により、疾病の予防に寄与する。
家畜の導入、受精卵移植、自給飼料生
産、酪農ヘルパー、天童牛の銘柄確立
事業等に対する補助をする。
また、施設整備や家畜導入に係る資金
の利子補給行う。

同左 同左 同左

天童産畜産物の銘柄確立と畜産農家の経営安定化を図る。事業費合計 千円 9,001 7,816

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 畜産振興事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 163 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

県の事業で、地域農業を牽引する競争
力の高い経営体（トップランナー）や新規
就農者等の育成を図るため、オーダーメ
イド型事業として農業経営の発展に必要
となる施設整備等に対して支援する。

同左 同左 同左

（旧：：元気な農業経営所得１．３倍プロジェクト事業）山形県農林水産業の活性化
に向けた新農林水産業元気再生戦略に基づき、地域農業を牽引する競争力の高
い経営体（農業のトップランナー）や新規就農者等の育成を図るため、意欲ある中
堅的な担い手農家や組織経営体の経営発展の取組みを支援する。

事業費合計 千円 3,612

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～ 事業主体 生産者

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 元気な地域農業担い手育成支援事業 
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 162 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

有害鳥獣の農作物被害を防止し、人と
鳥獣との共生を図る。
・鳥獣被害対策実施隊を組織し、現場で
の被害対策にあたる。
・各地区協議会等による被害対策の促
進を図る。

同左 同左 同左

鳥獣害の防止対策を実施し、経営の安定化を図る。営農意欲の減退に
よる耕作放棄の防止を図る。

事業費合計 千円 17,213 22,711

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成21年～ 事業主体 市及び協議会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農作物の鳥獣被害対策事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 161 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

･集落内の法定外公共物（道路・水路）の
整備工事
・同上　維持修繕

同左 同左 同左

農村集落内の法定外道路や水路の整備と維持管理を行う。事業費合計 千円 323 750

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農村地域環境整備事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 168 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

土地改良施設の整備改修に対する補助 土地改良施設の整備改修に対す
る補助
土地改良団体事業　　　　3か所

同左 同左

土地改良区等の団体が行う土地改良施設の整備・改修事業に対して市
単独で補助金を交付する。

事業費合計 千円 973

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 団体営土地改良補助事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 167 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①借り上げ機械による農道路面の不陸
整正
②農道舗装路面の補修
③農道除雪
④既存農道の砂利補充

同左 同左 同左

農作業の安全確保と農産物の荷痛み防止のため、壊れた農道の補修
や除雪などの維持管理を行う。

事業費合計 千円 12,609 10,095

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農道維持管理事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 166 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・県、４市（天童市、東根市、寒河江市、山形
市）及び４ＪＡで連携して情報発信して労働力
の確保に努める。
・市報、チラシ等を通して労働力を募集する。
・労働者の宿泊費、交通費の一部を助成す
る。
・労働者を育成するため研修会を開催する。

・市報、チラシ等を通して労働力を募集
する。
・労働者の宿泊費、交通費の一部を助
成する。
・労働者を育成するため研修会を開催
する。
・女性労働者確保のため簡易トイレ導入
の助成をする。

同左 同左

農家の高齢化や農家数が減少して人手不足が深刻なため、市内・市外
から労働力を募集して果樹産地のブランドを維持するもの。

事業費合計 千円 1,568 1,445

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年～ 事業主体 市及び農協

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 労働力確保事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 165 部等名 経済部　農林課 農業振興係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

◎水利施設管理強化事業
【寒河江川下流地区】
　天童土地改良区
【最上川中流地区】
　三郷堰土地改良区
　最上堰土地改良区
　最上川中流土地改良区

同左 同左 同左

農業水利施設のもつ農業生産以外の多面的機能の発揮や環境・安全
に配慮した管理の複雑化・高度化への対応を行うため、施設を管理す
る土地改良区の管理体制の整備を図るもの。

事業費合計 千円 4,008 4,008

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成14年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
国営造成施設管理体制整備促進事業
（水利施設管理強化事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 172 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

第5期（H30より5か年事業延長）
◎推進活動
　天童地域部会
　三郷堰地域部会

同左 未定 未定

農業水利施設のもつ農業生産以外の多面的機能の発揮や環境・安全
に配慮した管理の複雑化・高度化への対応を行うため、施設を管理す
る土地改良区の管理体制の整備を図るもの。

事業費合計 千円 246 246

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成14年～令和4年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
国営造成施設管理体制整備促進事業
（国営造成施設管理体制整備促進事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 171 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

堤体工事ほか
総事業費　280,000千円

堤体工事・取水施設 護岸工事・取水施設 堤体工事

ため池防災対策の一環として、耐震強度調査により基準を下回ったた
め池の防災改修整備を行う。

事業費合計 千円 8,140 10,450

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年～令和6年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
原崎地区農村地域防災減災事業
（県営土地改良事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 170 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
多面的機能支払交付金活動組織
7組織
活動面積
田　1,299ha、畑　388ha
活動交付金
①農地維持活動　　46,628千円
②資源向上活動(共同)　　26,948千円
③資源向上活動(長寿命化)34,482千円

活動交付金
①農地維持活動
②資源向上活動(共同)
③資源向上活動(長寿命化)

同左 同左

農業・農村の持つ多面的機能を維持し、さらに発揮させるため活動する
組織に対して交付金を交付し、活動を支えることにより、これまで活動し
てきた担い手の負担を軽減し、多面的機能の継続した発揮を促す。

事業費合計 千円 100,774 101,901

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成26年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 多面的機能支払交付金事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 169 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施設計
受益面積　A=27.8ha
送水管更新工事　1,558ｍ
総事業費　230,000千円

旧構造物撤去・処分工
管路工
仮設工

同左 同左

昭和45年に整備した送水管（石綿管）が経年劣化に伴い老朽化が著し
い状況で複数個所で破損が発生しているため、送水管（L=1,558ｍ）の
更新整備を実施するもの。

事業費合計 千円 11,500

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和3年～令和6年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
長谷川地区農村地域防災減災事業
（県営土地改良事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 176 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
調査対象面積　110.57ｋ㎡
令和2年度末調査済面積
11.46k㎡（換算面積）
令和2年度末進捗率
10.4％
調査面積
　継続　0.34k㎡
　新規　0.23k㎡

調査面積
　継続　0.23k㎡
　新規　0.58k㎡

調査面積
　継続　0.58k㎡
　新規　0.58k㎡

同左

国土調査法に基づき、1筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、
境界、面積を調査し、その成果を法務局に送付することで地籍の明確
化を図るもの。

事業費合計 千円 24,313 23,850

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成26年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地籍調査事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 175 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

【三郷堰土地改良区】
　揚水ポンプ、流量計更新
　事業費8,000千円

【天童土地改良区】
　揚水ポンプ
　事業費8,000千円

【三郷堰土地改良区】
　揚水ポンプ
　事業費8,000千円

土地改良施設の機能の保持と耐用年数の確保に資するため、土地改
良事業団体連合会が行う事業の地元負担分の補助を行うもの。

事業費合計 千円 800

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 土地改良区

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 土地改良施設維持管理適正化事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 174 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農道舗装工
7路線
L=906ｍ
総事業費　24,500千円

農道舗装工
5路線
L=832ｍ

農道舗装工
6路線
L=800ｍ

農道舗装工
2路線
L=770ｍ

農作業効率化と通行の安全確保、農産物の荷痛み防止のため、農道
の舗装整備を行う。

事業費合計 千円 25,289 13,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農道舗装整備事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 173 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

調査計画
受益面積　A=491.6ha
　　　　　　　（天童市490.0ha）
農業用施設整備更新一式
総事業費　300,000千円
　　　　　　　（天童市297,000千円）

調査計画 実施設計 補修整備及び更新

三郷堰土地改良区の基幹的な水利施設の計画的な維持管理により、
機能の保全を行い施設の長寿命化を図り、財政負担の平準化を図る。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和5年～令和9年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
三郷堰二期地区
基幹水利施設ストックマネジメント事業
（県営土地改良事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 180 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

調査計画
受益面積　A=910.2ha
　　　　　　　（天童市892.6ha）
送水管更新工事　700ｍ
総事業費　500,000千円
　　　　　　　（天童市分490,000千円）

実施設計 旧構造物撤去・処分工
管路工
仮設工

同左

昭和37～45年に整備した送水管（石綿管）が経年劣化に伴い老朽化が
著しい状況で複数個所で破損が発生しているため、送水管（L=700ｍ）
の更新整備を実施するもの。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和4年～令和7年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
天童豊栄下流地区農村地域防災減災事業
（県営土地改良事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 179 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

調査計画
受益面積　A=26.1ha
ため池堤体の耐震補強
総事業費　700,000千円

調査計画 実施設計 堤体工事ほか

ため池防災対策の一環として、耐震強度調査により基準を下回ったた
め池の防災改修整備を行う。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和5年～令和9年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
貫津沼地区農村地域防災減災事業
（県営土地改良事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 178 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

調査測量・計画策定
受益面積　A＝314.0ha
基幹水路改修整備一式
総事業費　3,530,000千円

実施計画 用排水路工 同左

山寺堰、天童堰、高擶堰は、農業用水機能のほかに雨水排水機能を持
つが、大雨時にたびたび溢水による道路や民地への浸水害に悩まされ
ている。用排水を安定的に通水するための水路改修と溢水被害の軽減
を図るための放水路整備を行う。

事業費合計 千円 6,028 6,300

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和元年～令和13年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
山寺堰地区農村地域防災減災事業
（県営土地改良事業）

総合計画コード
分野

20101

№ 177 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市行造林地の下刈り作業 同左 同左 同左

ボランティアを募り、市行造林地での下刈り作業と森林環境についての
学習会を行う。

事業費合計 千円 21 33

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 森林ボランティア育成事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 184 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童市緑の少年団運営補助 天童市緑の少年団運営補助 同左 同左

樹木、植物等の観察と保護についての学習や、緑の募金活動、緑化行
事への参加といったボランティア活動を行う。

事業費合計 千円 300 300

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和52年～ 事業主体 天童市みどりの少年団運営協議会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 緑の少年団育成事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 183 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

受益面積　A=13.2ha
用水路整備工事一式
総事業費　8,700千円

用水路工

地区内の用水路について、造成から30年以上が経過し、大雨による溢
水時の水路破損や法面崩落等が懸念されているため、当該施設の長
寿命化のための計画的な更新整備を実施する。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～令和4年 事業主体 山口・田麦野土地改良区

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
田麦野地区
農業水路等長寿命化・防災減災事業
（土地改良区営土地改良事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 182 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

調査計画
受益面積　A＝274ha
　　　　　　　（天童市97ha）
農業用施設整備更新一式
総事業費　480,000千円
　　　　　　　（天童市分168,000千円）

調査計画 実施設計 補修整備及び更新

東根市土地改良区の基幹的な水利施設の計画的な維持管理により、
機能の保全を行い施設の長寿命化を図り、財政負担の平準化を図る。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和5年～令和9年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
若木地区
基幹水利施設ストックマネジメント事業
（県営土地改良事業）

総合計画コード
分野

農林業
(２章１節１項）20101

№ 181 部等名 経済部　農林課 農村整備係 事業区分 新規
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

路面及び路肩の破損復旧、雑草木の刈
払い

同左 同左 同左

林道の維持管理を行う。事業費合計 千円 2,639 3,708

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和37年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 林道維持管理事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 188 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

森林保全巡視員２名による森林パトロー
ル

同左 同左 同左

森林保全のためのパトロールと山火事防止の啓発活動を行う。事業費合計 千円 333 394

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和37年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 森林保全管理巡視事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 187 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

負傷鳥獣の保護
有害鳥獣捕獲許可証交付

同左 同左 同左

野生鳥獣の保護と有害鳥獣捕獲許可証の交付を行う。事業費合計 千円 13 107

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 鳥獣保護・有害鳥獣捕獲
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 186 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

山形県林業まつり 同左 同左 同左

木に親しみ体験するイベントコーナーや木製品、地域林産物の展示・
販売、アトラクション等を行い、県民に森林保全についての理解と森林・
林業・木材産業のＰＲを行う。なお、令和２年度はコロナウィルス感染症
拡大防止のため、中止。

事業費合計 千円 500

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成3年～ 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 山形県林業まつり
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 185 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市行造林管理
測量　11.0ha

市行造林管理
整備　11.0ha

市行造林管理
測量　10.0ha

市行造林管理
測量　2ha
整備　10.0ha

市行造林地約115haの下刈り、枝打ち、除間伐等の保育作業事業費合計 千円 674 1,256

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和37年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市行造林保育事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 192 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

全体計画策定 所有者確定・境界明確化調査
事業説明会
意向調査

同左 所有者確定・境界明確化調査
事業説明会
意向調査
森林整備

森林環境譲与税を財源に、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用
の促進や普及啓発等の事業を実施する。

事業費合計 千円 3,057 3,070

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和元年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 森林経営管理推進事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 191 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

樹木名板設置活動
林業体験
自然環境学習会
みどり環境フェア
木製案内板設置
県産木材加工体験

自然環境学習会
木工体験
木製案内板設置

同左 同左

森林保全の利活用、森林環境の情報発信等を通して、森林環境保全
意識の醸成を図り、みどり豊かなまちづくりを推進する。

事業費合計 千円 2,028 2,342

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成20年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 森林環境整備事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 190 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

松くい虫防除事業
ナラ枯れ防除事業
伐倒駆除木処分事業

同左 松くい虫防除事業
ナラ枯れ防除事業

同左

森林病害虫被害を防止するため、樹木に薬剤散布、薬剤の注入、被害
木の伐倒駆除等を行う。

事業費合計 千円 16,353 20,854

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和58年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 森林病害虫防除事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 189 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

61



第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第２章　産業の活力と魅力あふれるまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
農業委員会会長
　72,500円／月×12月×1人
農業委員会会長職務代理者
　41,500円／月×12月×1人
農業委員会委員
　39,000円／月×12月×17人
農地利用最適化推進委員
　27,500円／月×12月×8人
（共通）成果報酬
　36,000円／年×27人

同左 同左
R5.7.19　農業委員等任期満了

同左

農業委員会等に関する法律、天童市特別職に属する者の給与に関す
る条例及び同条例施行規則に基づき、農業委員会委員及び農地利用
最適化推進員に報酬を支給する。

事業費合計 千円 12,936 12,936

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業委員等報酬
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 196 部等名 農業委員会事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

森林情報の発信
観光案内
将棋駒製作実演
民間事業者による農産物加工品等の販
売

同左 同左 同左

森林情報の発信のほか、道路案内(道の駅）、観光案内、将棋駒製作実
演、民間事業者による農産物加工品等の販売を行い、当館への集客力
の向上を図り、施設の活性化を推進する。

事業費合計 千円 42,592 18,620

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成16年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 森林情報館管理運営事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 195 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

森林ふれあい広場・施設（炊事場・トイ
レ・屋外ステージ）森林浴歩道など）の管
理運営

同左 同左 同左

森林ふれあい広場及び森林浴遊歩道の維持管理事業費合計 千円 1,516 1,789

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成8年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 森林ふれあい広場等管理運営事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 194 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

刈払い
倒木処理
危険木処理

刈払い
倒木処理

同左 同左

若松保全林の保育作業（倒木処理・下刈り）事業費合計 千円 4,217 4,579

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 若松保全林管理事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 193 部等名 経済部　農林課 森林保全係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

農業者年金全国大会
農委広報発行(3月)
農業者年金協会補助金

同左 同左 同左

天童市農業者年金協会及び天童市農業協同組合と連携し、加入者の
現況届、死亡届又は喪失届等の各種異動処理を円滑に行う。また、農
業者年金制度に関する資料配布等により新規加入推進を図る。

事業費合計 千円 442 660

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業者年金事務
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 200 部等名 農業委員会事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

遊休農地解消対策事業補助金
認定農業者農地流動化事業補助金
農地リニューアル支援推進事業補助金
新規就農者農地賃借料補助金

同左 同左 同左

遊休農地実態調査及び利用意向調査と連動して、遊休農地解消対策事業補助
金又は農地リニューアル支援推進事業補助金の交付により、遊休農地の解消を
図る。また、認定農業者農地流動化事業補助金又は新規就農者農地流動化補助
金の交付により、担い手への農地の集積・集約化を図る。

事業費合計 千円 9,088 13,547

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農地等利用最適化事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 199 部等名 農業委員会事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

タブレット端末貸与
試験運用

先行事例調査
導入端末等比較検討
導入経費・運用経費試算

タブレット端末導入
運用
R5.7.19　農業委員等任期満了

運用

タブレット端末の導入（農業委員19台＋農地利用最適化推進委員8台
＋事務局職員5台）

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業委員会ＩＣＴ導入事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 198 部等名 農業委員会事務局 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総会（毎月13日）
転用調査会（毎月5日）
全員協議会（奇数月）
農地最適化調整会議（偶数月）
各委員会（随時）
農委広報発行（11月）
全国会長大会
県農業委員会大会
先進地行政視察

同左 同左
R5.7.19　農業委員等任期満了

同左

農地法第３条（権利移動）、農地法第４条及び第５条（転用）、農地法第
１８条（賃貸借の解除）等の許可申請を審査するため、毎月総会を開催
する。農業委員等の資質向上を図るため、各種大会に参加するほか先
進事例の視察研修を行う。

事業費合計 千円 3,871 5,982

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 農業委員会運営事業
総合計画コード

分野
農林業

(２章１節１項）20101

№ 197 部等名 農業委員会事務局 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童高原施設の管理運営 同左 同左 同左

天童高原施設の管理運営事業費合計 千円 61,920 43,244

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童高原施設管理運営事業
総合計画コード

分野
企業誘致・産業創出

(２章２節２項）20202

№ 204 部等名 経済部　産業立地室 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　用地分譲活動
２　企業訪問、情報収集
３　情報発信
４　工業団地ＰＲ活動

１　用地分譲活動
２　企業訪問、情報収集
３　情報発信
４　工業団地ＰＲ活動
５　首都圏企業懇談会

１　用地分譲活動
２　企業訪問、情報収集
３　情報発信
４　工業団地ＰＲ活動

１　用地分譲活動
２　企業訪問、情報収集
３　情報発信
４　工業団地ＰＲ活動
５　首都圏企業懇談会

用地分譲活動、企業訪問、情報収集、情報発信、工業団地ＰＲ活動、
首都圏企業懇談会

事業費合計 千円 3,468 4,097

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 企業誘致事業
総合計画コード

分野
企業誘致・産業創出

(２章２節２項）20202

№ 203 部等名 経済部　産業立地室 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1工業団地懇談会開催
2企業との連絡調整
3広域商談会協力

同左 同左 同左

工業団地懇談会開催、企業との連絡調整、広域商談会協力事業費合計 千円 200

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 工業振興事業
総合計画コード

分野
工業

(２章２節１項）20201

№ 202 部等名 経済部　産業立地室 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

後継者育成事業
需要開拓事業
天童市商工業関係団体活動育成費補
助金
将棋駒実演委託

同左 同左 同左

天童将棋駒の需要開拓、後継者育成に取り組む。事業費合計 千円 4,813 6,620

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市、組合

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童将棋駒産業振興事業
総合計画コード

分野
工業

(２章２節１項）20201

№ 201 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童紅花まつり
紅花栽培業務
※新型コロナウイルス感染症の拡大を防
ぐため、写真コンテスト等の集客型イベン
トは中止

天童紅花まつり
紅花栽培業務

同左 同左

松尾芭蕉ゆかりの紅花を題材にして、紅花染めや紅花摘みの体験、写
真コンテスト、紅花関連特産品の販売などを実施する。

事業費合計 千円 6,534 3,074

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和62年～ 事業主体 実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 おくのほそ道天童紅花まつり
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 208 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

新型コロナウイルス感染症の影響により
中止

天童夏まつり【30回記念大会】
　マーチング演奏
　ハワイアンフラダンス
　マーチング
　花笠パレード
　天童花駒おどりパレード
　将棋神輿
　露店の出店　　ほか

天童夏まつり
　マーチング演奏
　ハワイアンフラダンス
　マーチング
　花笠パレード
　天童花駒おどりパレード
　将棋神輿
　露店の出店　　ほか

同左

８月８日～９日にかけて、花笠おどりパレード、花駒おどりパレード、将棋
みこしなどを行う天童夏まつりを開催する。

事業費合計 千円 8,936

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成元年～ 事業主体 実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童夏まつり
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 207 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
タイトル戦の招致
アマチュア棋戦の共催
各種将棋大会の共催
全国中学生選抜将棋選手権大会
将棋フェスティバル
ディーオカップ
出前将棋教室
プロ棋士育成教室、将棋交流室の運営

同左 各種将棋大会の共催
タイトル戦の招致
アマチュア棋戦の共催
全国中学生選抜将棋選手権大会
将棋フェスティバル
ディーオカップ
出前将棋教室
プロ棋士育成教室、将棋交流室の運営
将棋の日（5年に1回）←宮城開催に変更

各種将棋大会の共催
タイトル戦の招致
アマチュア棋戦の共催
全国中学生選抜将棋選手権大会
将棋フェスティバル
ディーオカップ
出前将棋教室
プロ棋士育成教室、将棋交流室の運営

プロ棋士タイトル戦の招致、全国アマチュア棋戦の共催、将棋フェスティ
バル及び各種将棋イベント等を実施する。また将棋交流室を運営し、将
棋の普及拡大を図る。

事業費合計 千円 1,329 10,067

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市、団体

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 各種将棋大会・共催事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 206 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

起債の発行及び償還 起債の償還 起債の発行及び償還 同左

工業団地整備事業債の発行及び償還事業費合計 千円 216,480 964,605

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 工業団地整備事業債の発行・償還に関する事務
総合計画コード

分野
企業誘致・産業創出

(２章２節２項）20202

№ 205 部等名 経済部　産業立地室 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

令和鍋合戦
天童つつじまつり
原崎沼へら鮒つり大会
蔵王樹氷まつり負担金

令和鍋合戦
天童つつじまつり
蔵王樹氷まつり負担金

同左 令和鍋合戦
天童つつじまつり
原崎沼へら鮒つり大会
蔵王樹氷まつり負担金

鍋合戦等をはじめ、各種市内及び近隣市のまつりの開催について実行
委員会に負担金を支出する。

事業費合計 千円 717 2,260

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 その他まつり共催事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 212 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童秋まつり
　天童菊花展
　天童高原新そばまつり　ほか

天童秋まつり
　天童菊花展
　わくわくランドイベント
　天童高原新そばまつり
　西沼田いにしえの夕べ　ほか

同左 同左

菊花展の開催をはじめ、クアの道ウォーキング、西沼田の夕べ、わくわく
ランドでのイベント等を開催する。

事業費合計 千円 550 595

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成13年～ 事業主体 実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童秋まつり
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 211 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

第66回天童桜まつりの開催
※新型コロナウイルス感染症の影響によ
りイベント等は中止
舞鶴山のぼんぼり点灯
倉津川しだれ桜のライトアップ
中央公園での屋台　のみ実施

第67回天童桜まつりの開催
※３年ぶりのイベント開催
人間将棋
子ども将棋大会の開催　ほか

第68回天童桜まつりの開催
人間将棋
天童花駒おどりフェスティバル
子ども将棋大会の開催
しだれ桜ライトアップＬＥＤ化
しだれ桜の夕べ　　ほか

第69回天童桜まつりの開催
人間将棋
天童花駒おどりフェスティバル
子ども将棋大会の開催
しだれ桜の夕べ　　ほか

人間将棋をはじめ、子ども将棋大会、花駒おどりフェスティバル、しだれ
桜ライトアップなど各種イベントを開催する。

事業費合計 千円 1,828 3,580

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和31年～ 事業主体 実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童桜まつり
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 210 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童雛飾り
　ひな人形の展示
　スタンプラリー
　ひな料理
　バルーンアート
　ひな菓子つくり体験
　村山広域での取組　　ほか

同左 同左 同左

雛人形の展示、雛菓子づくり教室、関連スタンプラリーなどを実施する。事業費合計 千円 513 513

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成10年～ 事業主体 実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童雛飾り
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 209 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

在仙天童会におけるＰＲ
関東天童会におけるＰＲ
天童観光大使の派遣
その他山形県人会等におけるＰＲ
在仙天童会会員に対する天童ツアーの
実施

在仙天童会におけるＰＲ
関東天童会におけるＰＲ
天童観光大使の派遣
その他山形県人会等におけるＰＲ
在仙天童会会員に対する天童ツ
アーの実施
ふるさと大使の委嘱（隔年更新）

在仙天童会におけるＰＲ
関東天童会におけるＰＲ
天童観光大使の派遣
その他山形県人会等におけるＰＲ
在仙天童会会員に対する天童ツ
アーの実施

在仙天童会におけるＰＲ
関東天童会におけるＰＲ
天童観光大使の派遣
その他山形県人会等におけるＰＲ
在仙天童会会員に対する天童ツ
アーの実施
ふるさと大使の委嘱（隔年更新）

首都圏及び仙台圏における天童出身者の会を活用し、本市のＰＲと観
光誘客を図る。また、本市出身の著名人を観光大使として委嘱しＰＲに
努める。

事業費合計 千円 111 224

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成6年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
ふるさと大使等委嘱事業（在仙天童会、関東天
童会、観光大使）

総合計画コード
分野

観光
(２章３節１項）20301

№ 216 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

明治大学ホームカミングデーにおける物
産展の開設

同左 同左 同左

毎年10月に開催される明治大学ホームカミングデーにおいて、本市の
観光物産展を開催する。

事業費合計 千円 47 91

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成23年～ 事業主体 市・観光物産協会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 明治大学・天童市連携事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 215 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

交流都市での観光物産展の開設
東京都庁展での観光物産展の開設
その他物産展の開設

同左 同左 同左

交流協定締結都市をはじめ、他市町村での観光物産展を開設し、観光
ＰＲと物産の振興を図る。

事業費合計 千円 485 684

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成12年～ 事業主体 市、観光物産協会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 観光物産交流事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 214 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

観光ボランティアガイド育成事業
　スキルアップ研修
　史跡等研修会
　現地研修
　情報交換会
　記念誌発行

観光ボランティアガイド育成事業
　スキルアップ研修
　史跡等研修会
　現地研修
　情報交換会
　ユニフォーム更新

観光ボランティアガイド育成事業
　スキルアップ研修
　史跡等研修会
　現地研修
　情報交換会

同左

観光ボランティアガイドの育成を行い、市民総出のおもてなしを図る。事業費合計 千円 380 1,023

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成13年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市民総ガイド事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 213 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

観光施設の維持管理
「奥の細道紅花ロード」看板の新設
国道48号作並地内リース看板の更新
国道13号既存不適格看板の撤去

観光施設の維持管理
新たな将棋駒モニュメント（募集）
「奥の細道紅花ロード」看板の増設

観光施設の維持管理
新たな将棋駒モニュメント（設置）
「奥の細道紅花ロード」看板の増設

観光施設の維持管理
「奥の細道紅花ロード」看板の増設

観光施設の維持管理を行う事業費合計 千円 1,400 1,051

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 観光施設等管理事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 220 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・舞鶴山コース
・祈りの若松コース
・天童高原コース
におけるクアオルトの実施

同左 同左 同左

「クアの道」ウォーキングコースを管理すると共に、市民の健康づくりの促
進及び観光誘客を図る。

事業費合計 千円 351 447

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成25年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 クアオルト推進事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 219 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

インバウンド商談会
公衆Wi-fiの整備
海外プロモーション事業
ほか

同左 同左 同左

インバウンド誘客促進のため、現地へ出向き海外の旅行会社等への誘
客活動を行う。

事業費合計 千円 1,102 2,983

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成27年～ 事業主体 市、温泉組合

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 インバウンド推進事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 218 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

観光駅馬車の運行に対する支援
長距離バス等を活用した宿泊に対する
支援

同左 同左 同左

観光駅馬車の運行及び長距離バスでの宿泊に対し補助金を交付し、
観光誘客と市内の回遊性の向上を図る。

事業費合計 千円 20 2,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成14年～ 事業主体 温泉組合、温泉旅館ほか

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ２次交通整備事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 217 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

観光パンフレットの作成
観光情報発信
県外での観光ＰＲ業務
各種団体との連絡調整　　ほか

同左 同左 同左

パンフレットの作成、広告の掲載等により観光ＰＲを行う。また、公衆無
線ＬＡＮ等により観光基盤の整備を行う

事業費合計 千円 3,069 6,114

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 観光情報発信事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 224 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市内観光関係団体の組織の充実を図る
ため、補助金を交付し支援する
　天童温泉協同組合
　(一社)天童市観光物産協会

同左 同左 同左

市内観光関係団体の組織の充実を図るため、補助金を交付する事業費合計 千円 5,205 5,205

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 団体

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 観光関係団体育成支援事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 223 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

観光情報センターの管理運営
（指定管理１年目）
将棋交流室空調設備更新工事
観光センター１階トイレ改修工事

観光情報センターの管理運営
（指定管理２年目）
将棋資料館照明器具ＬＥＤ化工事
観光センター２階トイレ改修工事

観光情報センターの管理運営
（指定管理３年目）

観光情報センターの管理運営
（指定管理４年目）

指定管理により、観光情報センターの施設管理を行う事業費合計 千円 45,276 69,416

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 観光情報センター施設管理運営事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 222 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

やまがた広域観光協議会負担金
やまがた観光キャンペーン協議会負担
金
観光誘客等支援事業費補助金
山形コンベンションビューロ負担金

やまがた広域観光協議会負担金
やまがた観光キャンペーン協議会
負担金
観光誘客等支援事業費補助金
（仮称）7市7町観光地域づくり推進
協議会負担金

同左 同左

山形県内市町村及び観光関係団体が連携し、広域での観光誘客に取り組む。ま
た、山形コンベンションビューロと連携し、東北・全国規模の各種大会や会議時に
東南村山管内に200人を超える宿泊を伴う場合、市内旅館及びホテル宿泊分に
ついて1人当たり500円を補助金を交付する。

事業費合計 千円 3,386 4,066

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 協議会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 広域圏観光誘客促進事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 221 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

69



第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第２章　産業の活力と魅力あふれるまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童温泉需要回復キャンペーン 同左

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に影響が大きい観光関係事
業者の支援を図るとともに、観光需要の回復を目指す。

事業費合計 千円 51,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和3年～令和4年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 新型コロナウィルス感染症対策事業（観光関係）
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 228 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ニコニコ超会議ＰＲブース
ＰＲ用根付駒等購入
人間将棋王様ニャー
人間将棋インターネット中継
オリジナルイラストを活用した販促物の作
成等
国際将棋フェスティバル

ニコニコ超会議ＰＲブース
ＰＲ用根付駒等購入
人間将棋王様ニャー
人間将棋インターネット中継
オリジナルイラストを活用した販促
物の作成等
CSチャンネル「アニマックス」ＣＭ放
送

ニコニコ超会議ＰＲブース
ＰＲ用根付駒等購入
人間将棋王様ニャー
人間将棋インターネット中継
オリジナルイラストを活用した販促
物の作成等

同左

様々なイベントでの情報発信やコラボレーションを通し、日本一の将棋
のまちとして認知度の向上を図る

事業費合計 千円 326 2,961

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 日本一の将棋のまちプロモーション事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 227 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

各種観光関係団体に対する負担金の支
出

同左 同左 同左

各種観光関係団体に負担金を支出事業費合計 千円 963 1,832

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 団体

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 各種観光関係団体等負担金
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 226 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地域おこし協力隊の設置 地域おこし協力隊の設置検討 同左 同左

本市の観光課題を客観的に捉えることのできる地域おこし協力隊を設
置し、観光情報発信の強化を図る

事業費合計 千円 2,864

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 令和元年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域おこし協力隊観光情報発信強化事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 225 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 継続

70



第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第２章　産業の活力と魅力あふれるまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

お仕事ガイドブック作成（ものづくりガイド
ブック）

同左 同左 同左

市内の商工業事業者の振興と将来の雇用促進を目的として、市内の小
中学生を対象に事業所の周知を図る冊子を作成し、配布する。

事業費合計 千円 230 370

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 商工振興・雇用促進事業
総合計画コード

分野
商業

(２章３節２項）20302

№ 232 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

雇用調整助成金申請代行補助金の交付

新型コロナウイルス感染症に関する経済対策として実施する事業（雇用
支援）

事業費合計 千円 19,498 10,000

今後の方針 廃止

事業期間 令和2年～令和3年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 新型コロナウイルス感染症対策事業（雇用支援）
総合計画コード

分野
商業

(２章３節２項）20302

№ 231 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 ―

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

収蔵品整備の方法を検討 同左 収蔵品整備　将棋駒一式購入 同左

将棋資料館の収蔵品として、天童市の駒師が制作した将棋駒を収蔵品
に加えるもの

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和4年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 将棋資料館収蔵品整備事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 230 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

企画内容の検討 資料借上げ
資料所有者への謝礼
チケット/パンフの印刷
内装品の造作

企画内容の検討 資料借上げ
資料所有者への謝礼
チケット/パンフの印刷
内装品の造作

既存の収蔵品だけではなく、将棋に係る自治体から資料を拝借し、企
画展を実施する

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和4年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 将棋資料館企画展事業
総合計画コード

分野
観光

(２章３節１項）20301

№ 229 部等名 経済部　商工観光課 観光物産係 事業区分 新規
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①長期継続契約による管理業務委託（Ｒ
３年度～７年度）
②駐車場照明ＬＥＤ化工事（駅東）
③新貨幣への対応
④Ｈ２９年から再リースとなっている精算
機について、機器入替。

長期継続契約による管理（Ｒ３年度
～７年度）
補修箇所修繕

同左 同左（業務委託契約更新）

駅に隣接する市営駐車場の適切な管理により、公共交通機関の利用促
進及び利便性向上を図る。

事業費合計 千円 16,079 17,677

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市営駐車場管理事業
総合計画コード

分野
商業

(２章３節２項）20302

№ 236 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

にぎわい補助金において、商店が連携
してネット通販に取り組む場合の通販サ
イト構築委託料について補助上限を高
める。

にぎわい補助金による支援のほ
か、商店街の恒常的なにぎわい創
出を図るため、商店街と協働でリノ
ベーションに向けた調査を行う。

同左 同左

中心市街地活性化のため、商店街等への支援を行う。事業費合計 千円 5,035

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 中心市街地活性化促進事業
総合計画コード

分野
商業

(２章３節２項）20302

№ 235 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
商工業振興資金利子補給（新型コロナウイル
ス関係を含む）
山形県信用保証協会保証料補給（新型コロナ
ウイルス関係を含む）
小規模事業者経営改善資金利子補給金
産業立地促進資金原資預託金（山口西工業
団地分譲による増額）

同左 同左 同左

中小企業者の振興のための融資制度に係る原資の預託、利子及び保
証料の補給

事業費合計 千円 1,370,399 1,581,409

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 商工業金融支援事業
総合計画コード

分野
商業

(２章３節２項）20302

№ 234 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童市商工業関係団体活動育成費補
助金
中小企業経営支援事業費補助金
商工業能力開発アカデミー事業費補助
金
創業支援事業費補助金

同左 同左 同左

市内中小企業への金融・税務・経営等の指導相談事業を実施する天童
商工会議所・中小企業相談所と、市内における商工業関係団体に対
し、補助を行う。

事業費合計 千円 5,625 5,625

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 中小企業の経営支援に要する事業
総合計画コード

分野
商業

(２章３節２項）20302

№ 233 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

商店街空き店舗調査、各種法定調査、
商工業団体からの要望対応、各種団体
負担金
課内庶務

同左 同左 同左

商工業の実態等について調査や情報収集を行うとともに、関連業務を
遂行する。

事業費合計 千円 1,176 1,200

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 商工振興関連事務
総合計画コード

分野
雇用・労働環境
(２章４節１項）20401

№ 240 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市内勤労者の福利厚生、技能功労者の
褒賞

同左 同左 同左

中小企業に勤務する勤労者の福利厚生を図るとともに、卓越した技能
を有する者を褒賞して意識高揚を図る。

事業費合計 千円 21,710 22,148

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 勤労者福祉向上事業・技能功労者褒賞事業
総合計画コード

分野
雇用・労働環境
(２章４節１項）20401

№ 239 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

雇用促進事業費補助金、雇用支援専門
員の配置、就職面接会の開催、ワーク
フェスin東京への参加、天童ワークプラ
ザの運営、雇用対策協議会への補助金

雇用促進事業費補助金、雇用支援専門員
の配置、就職面接会の開催、ワークフェスin
東京への参加、天童ワークプラザの運営、
雇用対策協議会への補助金
Ｒ4より、雇用促進事業費時補助金の交付
対象を中小企業のみから大企業について
も対象とし、本市市民の雇用促進を図る。

同左 同左

パルテ内に設置している天童ワークプラザを活用するとともに、山形労
働局との雇用対策協定に基づき雇用情勢の改善に取り組む。天童市雇
用対策協議会の活動促進を図るための補助金を支出し、地域における
雇用の促進を図る。

事業費合計 千円 3,460 7,745

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市・ハローワーク・商工会議所・協議会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 雇用対策事業
総合計画コード

分野
雇用・労働環境
(２章４節１項）20401

№ 238 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①施設の適切な管理及び第三セクター
（天童ターミナルビル(株)）の指導を行う。
②第三セクター（スポーツクラブ天童
(株)）の経営状態に基づき、経営改善に
ついての検討を行う。

①施設の適切な管理及び第三セクター
（天童ターミナルビル(株)）の指導を行
う。
②パルテ内施設の改修（学習支援室移
設、よみきかせコーナー（わらべ館内）の
設置）
③健康増進施設の開業及び運営業務
委託

①施設の適切な管理及び第三セク
ター（天童ターミナルビル(株)）の指
導を行う。
②健康増進施設の運営業務委託
③健康増進施設指定管理者募集

①施設の適切な管理及び第三セク
ター（天童ターミナルビル(株)）の指
導を行う。
②健康増進施設の指定管理者へ
の管理業務委託

パルテの適正な管理運営事業費合計 千円 40,541 65,526

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市街地再開発施設（パルテ）管理事業
総合計画コード

分野
商業

(２章３節２項）20302

№ 237 部等名 経済部　商工観光課 商工労政係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　サークル関係
　サークル活動、運営委員会、ホーム
祭、スポーツ交流会、クリスマス祭等
２　講座関係
　料理教室、着付け教室、新就職者研
修、生け花教室等
３　施設の修繕

同左 同左 同左

勤労青少年の健全な育成と市民の福祉の増進を図るため、天童市勤
労青少年ホームの適切な管理を行う。また、勤労青少年を始めとするス
ポーツ、研修、憩いの場として、当ホームの機能の充実を図るとともに、
サークル活動の活性化による勤労青少年及び市民の交流を促進する。

事業費合計 千円 6,718 7,407

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和50年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 勤労青少年ホーム管理運営事業
総合計画コード

分野
雇用・労働環境
(２章４節１項）20401

№ 241 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

花いっぱい運動の推進
・花の苗等交付

同左 同左 同左

花と緑に囲まれた環境づくりを奨励するため、各種団体に花の苗を配布
し、各地区における花いっぱい運動の推進を図るとともに、花いっぱい
運動コンクールを実施し、明るく住みよいまちづくりに寄与する。

事業費合計 千円 3,063 3,416

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成11年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 花いっぱい運動推進事業
総合計画コード

分野
環境保全

(３章１節１項）30101

№ 245 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・墓地872区画の管理運営（新規貸付20
区画）
・墓地管理システム導入（口座振替）

・墓地872区画の管理運営（新規貸
付20区画）

・墓地872区画の管理運営（新規貸
付20区画）
・墓地拡張及び納骨堂の整備方針
検討

・墓地872区画の管理運営（新規貸
付20区画）
・墓地拡張及び納骨堂の整備方針
決定

樹木管理やトイレ清掃等の施設管理業務、及び墓地の使用者に対する
墓地管理料の納付事務を行っている。

事業費合計 千円 3,144 7,631

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成17年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市民墓地管理事業
総合計画コード

分野
環境保全

(３章１節１項）30101

№ 244 部等名 市民部　生活環境課 環境保全エネルギー係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・親子環境教室　・環境副読本の配布
・みどり環境フェア　・キャンドルナイト
・住宅用太陽光発電システム設置支援
事業費補助金
・ペレットストーブ等設置支援事業費補
助金
・電気自動車用急速充電器運営

・親子環境教室　・環境副読本の配布
・みどり環境フェア　・キャンドルナイト
・住宅用太陽光発電システム設置支援
事業費補助金
・ペレットストーブ等設置支援事業費補
助金
・電気自動車用急速充電器運営

同左 同左

小学生を対象とした親子ふれあい環境教室やみどり環境フェア、キャンドルナイト、小学4年生
及び中学生向けの副読本の配布等を通じて、市民が環境について考えるきっかけづくりを行
う。
地球温暖化防止対策に資するため、住宅用太陽光発電・蓄電池システム及びペレットストーブ
等設備への補助を行うとともに、電気自動車用休息充電器の運営を行うもの。

事業費合計 千円 10,279 14,616

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地球温暖化防止対策事業
総合計画コード

分野
環境保全

(３章１節１項）30101

№ 243 部等名 市民部　生活環境課 環境保全エネルギー係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・環境測定（自動車騒音、酸性雪、倉津
川水質、河川水質、臭気指数、イバラトミ
ヨ生息地）
・放射線測定
・カラス対策

同左 同左 同左

大気・水等の自然環境の測定、騒音・振動等の公害や苦情への対応、
カラス対策など日常生活を原因とした環境問題等の相談業務を実施。
また、平成24年度には自動車騒音常時監視及び面的評価業務が県よ
り委譲され、市が報告を行っている。

事業費合計 千円 1,480 2,430

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 公害対策事業
総合計画コード

分野
環境保全

(３章１節１項）30101

№ 242 部等名 市民部　生活環境課 環境保全エネルギー係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

環境衛生委員を委嘱し、環境衛生行政
の連絡等を行う。

同左 同左 同左

市民生活における環境及び衛生行政を円滑に推進するため環境衛生
委員を委嘱し、環境衛生行政の連絡、ごみ減量化の推進、ごみの分
別・搬出指導、環境衛生事業の周知等を行い、生活環境の保全を図
る。

事業費合計 千円 7,599 8,073

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 環境衛生委員に関する事務
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 249 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・施設・機械設備の修繕
・施設の運営、維持管理
・LED照明灯更新工事（1工区）

・施設・機械設備の修繕
・施設の運営、維持管理
・LED照明灯更新工事（2工区）

・施設・機械設備の修繕
・施設の運営、維持管理

同左

施設の維持管理に伴う業務委託の実施や火葬炉の修繕等を行う事業費合計 千円 38,625 54,497

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成13年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 斎場管理事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 248 部等名 市民部　生活環境課 環境保全エネルギー係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

随時貸し出し
募集事務費等

同左 同左 同左

市民墓地の募集事務と維持管理を行う事業費合計 千円 3 272

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成14年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市民墓地整備事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 247 部等名 市民部　生活環境課 環境保全エネルギー係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・犬の登録及び予防注射の実施
・犬・猫マナー啓発
・動物愛護の推進

・犬の登録及び予防注射の実施
・犬・猫マナー啓発
・動物愛護の推進
・猫不妊・去勢手術費補助金

同左 同左

市民が飼養している全ての犬に対し、登録等の推進と狂犬病予防接種
の徹底を図る。また、犬・猫によるフン被害等の防止のため、飼い主に
対してマナー啓発チラシを配布するとともに、看板の設置等について自
治会等の協力を得ながら行っている。

事業費合計 千円 1,232 1,492

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 動物愛護推進事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 246 部等名 市民部　生活環境課 環境保全エネルギー係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

不法投棄防止対策等の推進を図るため
ののぼり旗や看板の配布及びパトロール
の実施

不法投棄防止対策等の推進を図る
ためののぼり旗や看板の配布及び
パトロールの実施
不法投棄の多い箇所への監視カメ
ラの設置

同左 同左

市民生活の環境を保全するため、不法投棄のない住みよいまちづくりを
推進する。

事業費合計 千円 187 336

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成5年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 不法投棄対策事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 253 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

循環型社会形成推進地域計画に基づ
き、浄化槽設置に対し、補助金を交付す
る。
浄化槽設置、廃止等台帳管理

同左 同左 同左

下水道事業認可区域外の市民及び事業所に対して、合併処理浄化槽
の設置を推進し、公共用水域の水質汚濁防止と生活環境の改善を図る
ため補助金を交付する。浄化槽設置者による設置届や廃止届の受理
事務、また法定検査により不具合の指摘があった者に対し文書を送る。

事業費合計 千円 1,559 3,985

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成14年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 浄化槽整備関連事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 252 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

小動物の死体処理及び害虫駆除 同左 同左 同左

①公道（国道を除く）公園等の公共地内で死亡した犬猫等の小動物の
死体処理を行う。
②害虫駆除は、専門業者を紹介する。

事業費合計 千円 2,070 2,858

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和40年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 犬猫死体処理、衛生害虫駆除等環境衛生事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 251 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

環境衛生組合連合会事業
・補助金交付
・研修会実施

同左 同左 同左

環境衛生組合連合会の円滑な活動を支援するための補助金を交付し、
育成を図る。

事業費合計 千円 243 248

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和39年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童市環境衛生組合連合会育成事務
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 250 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

指定管理委託
修繕・工事
システム管理

指定管理委託
システム管理

同左 同左

市営住宅建物等の維持管理、入退去等に伴う諸手続き及び住宅使用
料等の賦課・徴収

事業費合計 千円 32,285 38,972

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和37年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市営住宅管理事務
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 257 部等名 建設部　建設課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

災害廃棄物処理に関する資材等の購入 同左 同左 同左

災害時に発生する災害廃棄物処理に関し、迅速な仮置場の設置、廃
棄物の処理を行うことにより、市民の生活環境の保全と公衆衛生上の支
障の防止を図りながら復旧復興に資する。

事業費合計 千円 532 185

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 災害廃棄物対策事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 256 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

一般廃棄物（ごみ）、し尿及び浄化槽汚
泥の処理

同左 同左 同左

ごみ及びし尿等の処理については、東根市外二市一町共立衛生処理
組合（本市、東根市、村山市、河北町で構成する一部事務組合）におい
て共同で行い、処理量に応じて負担金を支出する。

事業費合計 千円 332,439 367,385

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ごみ及びし尿収集処理事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 255 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
資源回収実施団体への報奨金交付
市内４か所での資源物拠点回収の実施
雑がみ回収の啓発
食品ロスの啓発（エコクッキング教室開催等）
ごみ集積所設置等補助
電気式生ごみ処理機購入補助事業
市３Ｒ推進アプリの活用
一般廃棄物運搬業、処分業及び浄化槽清掃業許可
事務

同左 同左 同左

家庭ごみは、ライフスタイルの変化により多種多様となり、大量生産、大量消費が
続いている。循環型社会の構築を図るため、廃棄物の分別収集は避けられないの
で、ごみの減量及び３Ｒの推進を図り、循環型社会の形成を推進する。
一般廃棄物の収集運搬業、処分業及び浄化槽清掃業の事業者への許可事務を
行う。

事業費合計 千円 8,599 11,493

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成5年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ごみ減量化及びリサイクル事業
総合計画コード

分野
環境衛生

(３章１節２項）30102

№ 254 部等名 市民部　生活環境課 環境美化衛生係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○地域おこし協力隊員の活動 同左 同左

空き家コンシェルジュとして空き家の総合的な窓口業務等を地域おこし
協力隊が担うことにより、空き家対策の推進を図る。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和4年～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域おこし協力隊設置事業（空き家対策）
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 261 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

〇情報収集、空き家台帳等整備　〇空き
家バンク運営　○適正管理文書送付、管
理不全空き家対応　○立入調査、行政
指導　○審議会開催　○空き家相談会・
セミナー開催

〇情報収集、空き家台帳等整備
〇空き家バンク運営　○適正管理
文書送付、管理不全空き家対応
○立入調査、行政指導　○審議会
開催　○空き家相談会・セミナー開
催　○司法相談　○空き家情報員
制度検討　○空き家実態調査

〇情報収集、空き家台帳等整備
〇空き家バンク運営　○適正管理
文書送付、管理不全空き家対応
○立入調査、行政指導　○審議会
開催　○空き家相談会・セミナー開
催　○司法相談　○空き家情報員
設置

同左

空き家の適正管理及び発生予防を図るため、空き家台帳等の整備、空
き家バンクの管理運営、空き家相談会及びセミナー等の啓発活動、苦
情対応等を行う。

事業費合計 千円 304 731

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成25年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 空き家対策全般事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 260 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

〇長期優良住宅建築等認定審査
〇低炭素建築物認定審査
〇建築物エネルギー消費性能に関する
向上計画等認定及び適合性判定審査、
基準適合に関する届出
〇電波障害防止に関する届出
〇解体工事に関する届出

同左 同左 同左

認定事務及び届出の受理、指導事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成21年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 認定・届出等審査業務
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 259 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○建築確認審査等
○違反建築物の指導等対応
○特殊建築物の定期調査報告
○建築営繕業務の設計、工事監理（業
務依頼）

同左 同左 同左

確認審査等業務、違反建築物の指導及び特殊建築物の定期調査報告
のほか、建築営繕工事に係る業務依頼を受け、設計及び工事監理を行
う。

事業費合計 千円 1,020 1,406

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成5年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 建築指導一般事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 258 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○空き家適正管理補助 同左 同左

住民自治組織等の地域団体が行う空き家の適正管理作業を実施する
費用の一部を補助する。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和4年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 空き家適正管理支援事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 265 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○空き家除却補助の実施 同左 同左 同左

老朽化し危険な空き家の除却を促進するため、解体工事への補助を行
う。また、一定の危険性がある空き家の土地を宅地創出するための解体
工事に対する補助を行う。

事業費合計 千円 2,400 6,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 空き家除却事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 264 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○空き家利活用補助の実施 同左 同左 同左

空き家の住宅又は住宅以外の利用に改修費及び引っ越し費用の補助
を行う。

事業費合計 千円 2,436 4,800

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成28年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 空き家利活用支援事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 263 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○空き家バンク登録物件片付け補助の
実施

同左 同左 同左

空き家バンク登録の促進を図るため、家財道具等の片付けに対する補
助事業を行う。

事業費合計 千円 698 1,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成26年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 空き家バンク登録物件片付け事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 262 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・空き家活用型
　分譲

・住宅団地型
　調査、検討

・住宅団地型
　基本調査

・住宅団地型
　用地買収・補償

県すまい・まちづくり公社（県住宅供給公社）の協力体制のもと、田園集
落の活力を維持し、発展させることを目的として整備を行う。

事業費合計 千円 11,830 5,129

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成13年～ 事業主体 県すまい・まちづくり公社（県住宅供給公社）

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 田園住宅整備事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 269 部等名 建設部　都市計画課 計画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○改修工事 ○改修工事
○修繕
○設計・工事監理委託

同左 同左

天童市市営住宅等長寿命化計画に基づき、維持管理コストの低減のた
めの長寿命化工事等を行う。

事業費合計 千円 26,532 63,492

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市営住宅建設改良事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 268 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○住宅リフォーム補助の実施 同左 同左 同左

補助要件となる新・生活様式対応、減災・部分補強、寒さ対策・断熱
化、バリアフリー化、県産木材使用、克雪化に資する工事を実施する住
宅のリフォーム工事に対し補助を行う。

事業費合計 千円 47,861 41,400

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成23年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 住宅リフォーム総合支援事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 267 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

〇転入・子育て世帯
〇転入・一般世帯
〇在住・子育て世帯

同左
※事業名見直し（子育て転入世帯
等住宅取得応援事業）

同左 同左

市内に住宅を新築又は購入する者に対して、新築・購入費用の一部を
補助する。

事業費合計 千円 39,950 40,000

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成29年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 定住促進・子育て世帯支援事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 266 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

立地適正化計画の策定 関係機関との協議 都市再生整備計画の策定 事業着手

中心市街地（ＪＲ天童駅から天童温泉街までの区域）、市街地の中央部を流下する
倉津川沿線の区域の再整備等事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童駅前地区都市再生事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 273 部等名 建設部　都市計画課 都市整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

立地適正化計画の策定 関係機関との協議 都市再生整備計画の策定 事業着手

　中心市街地（天童駅前地区）の幹線道路（主要地方道山形天童線、一般県道天童停車場若
松線）を無電柱化することにより、良好な市街地の景観形成、安全で快適な通行空間の確保並
びに道路の防災性能の向上を図る。
　・主要地方道山形天童線　Ｌ＝1,640m
　・一般県道天童停車場若松線　L＝2,140m

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成23年～ 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童駅前地区無電柱化推進事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 272 部等名 建設部　都市計画課 都市整備係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・立地適正化計画策定業務
・都市計画図修正業務

・都市計画図修正業務
・都市計画マスタープラン改訂業務
・公開型GIS導入業務

・公開型GIS運用業務 同左

人口減少・少子高齢化社会に応じた都市づくりを進めるため、立地適正
化計画の策定及び都市計画マスタープランの改訂を行う。また、都市計
画図の修正や地図情報システムの導入により、都市計画情報の周知を
図る。

事業費合計 千円 6,446 28,182

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 都市計画計画策定等業務
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 271 部等名 建設部　都市計画課 計画係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・都市計画決定事務
・開発審査・許可事務
・建築行為等審査業務
・開発許可事務研修
・雨水浸透施設設置補助
・生け垣設置奨励補助
・課内庶務

・都市計画決定事務
・開発審査・許可事務
・建築行為等審査業務
・開発許可事務研修
・生け垣設置奨励補助
・課内庶務

・都市計画決定事務
・開発審査・許可事務
・建築行為等審査業務
・開発許可事務研修
・冊子「天童市の都市計画」作成
・生け垣設置奨励補助
・課内庶務

・都市計画決定事務
・開発審査・許可事務
・建築行為等審査業務
・開発許可事務研修
・生け垣設置奨励補助
・課内庶務

都市計画法に基づき、都市計画決定、開発審査・許可事務等を行う。事業費合計 千円 1,476 2,993

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 都市計画事業計画事務（課内庶務含む）
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 270 部等名 建設部　都市計画課 計画係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童東中継所の維持のための鍋倉山の
管理道路維持管理

同左 同左 同左

電波障害等の地域のための電波中継所までの道路の維持管理等を行
う。

事業費合計 千円 378 636

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和46年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 通信運輸事業（電波障害）
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 277 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

都市計画調査の実施 都市計画マスタープラン策定 まちづくり基本調査の実施
関係機関との協議

基本設計・事業計画書作成

　定住人口の増加、地域コミュニティの維持、活力の向上を図るため、
市街地の現状を把握するとともに、将来に向けた土地利用の可能性と
必要性について調査する。今後の土地利用について、中心市街地の
再整備との調整、開発用途並びに開発手法を検討する。

事業費合計 千円 11,298

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和3年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 まちづくり基本調査事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 276 部等名 建設部　都市計画課 都市整備係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

組合の解散並びに清算事務
組合の清算結了

　組合施行の土地区画整理補助事業に対して、負担金の支出を行い、
円滑な事業遂行を図るもの。

事業費合計 千円 27,192

今後の方針 完了

事業期間 平成19年～令和3年 事業主体 芳賀土地区画整理組合

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 芳賀土地区画整理事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 275 部等名 建設部　都市計画課 都市整備係 事業区分 ―

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

都市整備事務事業費
都市施設の維持管理
土木積算ＰＣリース
過去の土地区画整理事業の台帳電子化

都市整備事務事業費
都市施設及び商店街街路灯の維
持管理
土木積算ＰＣリース
過去の土地区画整理事業の台帳
電子化

都市整備事務事業費
都市施設及び商店街街路灯の維
持管理
土木積算ＰＣリース

都市整備事務事業費
都市施設及び商店街街路灯の維
持管理
土木積算ＰＣリース
商店街街路灯長寿命化修繕計画
策定

都市施設の維持管理。商店街街路灯の長寿命化計画策定及び維持管理。過去
の土地区画整理事業台帳の電子化事業費合計 千円 581 10,160

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 都市施設事務事業
総合計画コード

分野
都市基盤

(３章２節１項）30201

№ 274 部等名 建設部　都市計画課 都市整備係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

橋梁下部工工事
上部工設計積算

道路附属施設設計
物件補償

橋梁上部工 同左

広域幹線道路を補完する放射状道路である天童東根線を整備するもの事業費合計 千円 20,696 222,289

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成25年～令和7年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道天童東根線道路改良事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 281 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

各種団体への負担金の納入 同左 同左 同左

各種協議会が中心になり、国道、県道の整備促進について要望活動を
行い、その活動を支援する。

事業費合計 千円 188 285

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 道路橋梁に関する協議会負担金
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 280 部等名 建設部　建設課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

各種協議会への負担金の納入 同左 同左 同左

雪に対する対策、ダム維持管理に取り組んでいる各団体に対して、総
会において議決された負担金を納入する。

事業費合計 千円 343 343

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 各種協議会に対する負担金
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 279 部等名 建設部　建設課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

法定公共物に関する管理事務
市道台帳補正
境界・占用システム更新
管理システム再構築
法定外公共物に関する管理事務
部・課内の調整事務

法定公共物に関する管理事務
市道台帳補正
境界・占用システム更新
法定外公共物に関する管理事務
部・課内の調整事務

同左 同左

市道の新規認定・変更・道路改良に基づく台帳整備。道路法に基づく占用及び工
事承認及び国からの譲与を受けた法定外公共物に関する管理事務
市道用地の用地買収、物件補償業務
部・課内の調整事務

事業費合計 千円 13,706 13,848

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和54年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
市道及び法定外公共物管理事務
（部・課内調整含む）

総合計画コード
分野

道路
(３章２節２項）30202

№ 278 部等名 建設部　建設課 庶務係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

主要地方道山形天童線ほか 同左 同左 同左

県道整備に係る地元負担金事業費合計 千円 19,510 21,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 県道路負担金
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 285 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

交通量調査

全国道路・街路交通情勢調査の一環として、交通量調査を実施するも
の

事業費合計 千円 10,428

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 一般交通量調査業務
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 284 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童市道路整備計画の見直し
（幹線道路一般市道）

幹線道路や一般市道を効率的に整備するための基礎資料や整備計画
を作成するもの

事業費合計 千円 4,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 幹線道路及び一般市道の整備計画調査業務
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 283 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

用地測量
用地買収

物件調査
用地買収
物件補償
工事

工事 用地買収
物件補償

広域幹線道路を補完する放射状道路である東ノ崎線を整備するもの事業費合計 千円 13,244 23,453

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年～令和7年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道東ノ崎線道路改良事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 282 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■市道小規模改良事業
　今町線ほか測量等業務委託
　神明堂線ほか道路改良工事

■市道小規模改良事業
　新町浦線ほか測量等業務委託
　矢野目８号線ほか道路改良工事
　長岡荒谷原線ほか用地買収及び
補償

■市道小規模改良事業
　奈良沢片羽線ほか測量等業務委
託
　今町線ほか道路改良工事
　

■市道小規模改良事業
　長岡荒谷原線ほか道路改良工事
　奈良沢片羽線ほか用地買収及び
補償

　未改良の市道は、除雪や緊急車両の進入の際に支障があり、市民生活に支障
をきたす場合があることから、道路拡幅の要望が多く寄せられている。
　このため、市道整備計画を策定し、生活道路の道路改良工事を実施するもの。

事業費合計 千円 72,039 72,403

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道小規模改良事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 289 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

歩道改良工事

歩道の劣化及び損傷の著しい箇所について改良を行うもの事業費合計 千円 9,700

今後の方針 完了

事業期間 平成29年～令和3年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道老野森東13号線他歩道改良事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 288 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 ―

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

用地測量・物件調査
用地買収
物件補償

物件補償
工事

用地買収
物件補償
工事

工事

幅員の狭い市道山元道満線を拡幅改良するもの事業費合計 千円 9,999 83,184

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～令和7年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道山元道満線道路改良事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 287 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

積算システム（ソフトウエア、ハードウエ
ア）のリース・保守点検（5年間一括契約）
積算システムＰＣ　６台
プリンター　２台

同左 同左 同左

土木工事積算システムを整備するもの事業費合計 千円 2,323 2,636

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 土木工事積算システム
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 286 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■歩道修繕工事
　街路樹のある路線
■歩道切下げ工事費に対する補助金

同左 同左 同左

　歩道歩行者の安全を図るため、街路樹による根上がりや三角鉄板の
撤去などによる歩道環境整備を行うもの。

事業費合計 千円 3,067 3,216

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成16年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 歩道修繕事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 293 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■交付金事業
　寺津新田線
　矢野目久野本線
　矢野目久野本線（久野本地下道）
■小規模舗装修繕工事

■交付金事業
　矢野目久野本線
■小規模舗装修繕工事

■交付金事業
　矢野目久野本線
■小規模舗装修繕工事

■交付金事業
　荻野戸芳賀線
■小規模舗装修繕工事

　天童市舗装長寿命化修繕計画に基づき、交付金による舗装の打ち替
えを行うもの。

事業費合計 千円 14,674 237,546

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成24年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 舗装長寿命化修繕事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 292 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■応急維持処理業務委託
　舗装道応急修繕、道路施設応急修
繕、砂利道応急修繕、道路環境整備、
街路樹維持
■地下道等施設維持費
■道路パトロール及び施設維持需用費
等

同左 同左 同左

　市道の道路施設（舗装・街路樹・地下道ポンプ・エレベーターなど）の
定期的なパトロールや点検等により状態を把握し、修繕等を実施するこ
とで道路機能を維持するもの。

事業費合計 千円 167,197 175,759

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道維持修繕等事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 291 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■側溝整備事業
　北久野本ほか側溝整備
■側溝土砂清掃
　天童中部・成生・長岡

■側溝整備事業
　北久野本ほか側溝整備

同左 同左

　側溝未設置の箇所や老朽化の著しい側溝入替などの整備工事と通学路などの
安全確保のため側溝蓋掛工事を行う。
　また、東日本大震災以降、中止していた地域清掃の再開に向け、震災前に町内
会で側溝清掃を実施していた箇所において、市が堆積した側溝土砂の清掃を実
施し、町内会等の負担軽減を図るもの。

事業費合計 千円 27,019 18,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道側溝整備・管理事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 290 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■天童駅東口階段等及び駅前広場改
修に係る調査等

■天童駅東口階段等及び駅前広
場改修に係る調査等
■施設維持修繕

同左 同左

　天童駅東西線東口階段を改築するとともに、利用しやすい駅にするた
めの付帯設備及び駅前広場の改修整備を行うもの。

事業費合計 千円 3,619

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 平成29年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童駅東口改修事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 297 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■市道除雪
　公共施設駐車場
　広域雪置き場開設及び後片付け
　間口除雪
■除雪運行管理システムの運用

■市道除雪
　公共施設駐車場
　広域雪置き場開設及び後片付け
　間口除雪
■除雪運行管理システムの運用
■歩道除雪車の増強

■市道除雪
　公共施設駐車場
　広域雪置き場開設及び後片付け
　間口除雪
■除雪運行管理システムの運用

同左

　除雪等に要する車両の更新・増強により除雪体制の維持を図りながら、冬期間
の道路の除排雪を実施し、道路交通網の確保及び市民生活の安全を図る。
　また、GPSを活用した除雪運行管理システムを導入し、運行状況の適正な管理と
事務の効率化を図るもの。

事業費合計 千円 455,151 463,442

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市道除雪事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 296 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■橋梁点検
■設計積算業務委託
■橋梁修繕工事

■橋梁点検
■長寿命化計画見直し
■補修設計業務委託
■橋梁修繕工事

■橋梁点検
■設計積算業務委託
■橋梁修繕工事

同左

　道路橋の予防的な修繕を実施し、橋梁の延命化による維持管理コスト
の低減を図るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、事業を実施する
もの。

事業費合計 千円 99,180 109,622

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 橋梁点検・修繕及び長寿命化修繕計画策定
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 295 部等名 建設部　建設課 改良係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■交通安全対策
　区画線引直し
　道路照明灯更新
■道路安全対策
　道路法面支障木撤去
　ガードレール設置ほか

同左 同左 同左

　区画線設置、路面標示、道路照明灯設置、車止めの設置など、道路
管理者が行う交通安全対策を実施するもの。

事業費合計 千円 9,724 12,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 交通安全対策事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 294 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・基準点測量業務委託
・用地測量業務委託（繰越明許）
・ネクスコ負担金

・用地測量業務委託（繰越明許）
・用地買収及び物件補償
・畦畔・水路付替工事
・ネクスコ負担金

・道路改良工事
・埋蔵文化財調査
・ネクスコ負担金

同左

本市に仕事や観光等に訪れる県内外の利用者等のため、東北中央自
動車道と主要地方道天童寒河江線を結ぶアクセスとして、本線から料
金所までの整備は、東日本高速道路株式会社が行い、料金所からの道
路の取付け等、関連工事については本市が行うもの。

事業費合計 千円 15,829 72,835

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年度～令和8年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 （仮称）天童南スマートインターチェンジ整備事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 301 部等名 建設部　高速道路整備推進室 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・測量設計 ・用地買収及び物件補償 同左

本市の市街地と東北中央自動車道天童ICへアクセスする重要な路線
であることから、幹線道路の充実を図り、交通渋滞の緩和、都市防災機
能の強化などの安全・安心な道路として整備する。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和4年～令和10年 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 都市計画道路山元蔵増線（交り江地内）整備事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 300 部等名 建設部　都市計画課 計画係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■落石等調査
■応急対策業務

同左 同左 同左

　市道留山川ダム線及び市道若松観音線等の道路法面の調査及び復
旧を行うもの。

事業費合計 千円 10,956 1,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 留山川ダム等法面対策事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 299 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■道路環境美化活動団体に対する支援
事業
活動団体16団体

■道路環境美化活動団体に対す
る支援事業
活動団体25団体

同左 同左

　「心和む、美しい道路を住民自ら作っていく」という考えのもと、市道の
美化活動等の維持管理を地域住民が積極的に継続して取り組めるよう
に、活動を実施する団体の支援を行う。

事業費合計 千円 1,232

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 心和む、美しい市道づくりマイロード事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 298 部等名 建設部　建設課 庶務係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■水位警告灯設置（高野辺水門）
及び維持管理
■水防啓蒙

■新たな避難情報等の変更に伴う
洪水ハザードマップの修正
■水位警告灯設置（高野辺水門）
及び維持管理
■水防啓蒙

■水位警告灯設置（高野辺水門）
及び維持管理
■水防啓蒙

同左

　国及び県の管理河川の洪水浸水想定区域の改定に伴い、本市の洪
水ハザードマップの修正を行うとともに、水害対策に関してソフト事業を
展開し、市民の防災安全意識の向上を図るもの。

事業費合計 千円 132

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水害ソフト対策事業
総合計画コード

分野
河川

(３章２節３項）30203

№ 305 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■「きれいな川で住みよいふるさと運動」
の実施
■準用河川都川河川維持
浚渫及び支障木伐採等の維持事業
■天童IC産業団地調整池流入土砂除
去
■排水樋門等施設修繕

同左 同左 同左

　美しく快適で豊かな県土づくりの一環として、河川愛護の意識を高め、
美しい水辺空間をつくるもの。
　また、準用河川都川の河川断面を確保するため、堆積した土砂の浚
渫及び幹線環境整備を行い、河川の機能を確保するもの。

事業費合計 千円 14,528 27,331

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 河川管理事業
総合計画コード

分野
河川

(３章２節３項）30203

№ 304 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地区協議会
　検討・調整

同左 同左 同左

スマートインターチェンジの社会便益、交通安全、採算性、整備方法及
び管理運営等に関する検討、調整。

事業費合計 千円 4 17

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年度～令和8年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 （仮称）天童南スマートインターチェンジ地区協議会
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 303 部等名 建設部　高速道路整備推進室 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・道路詳細設計業務委託
・用地測量業務委託
・雨水排水施設調査検討業務委託

・用地測量業務委託
・用地買収及び物件補償
・畦畔・水路付替工事
・雨水排水施設調査検討業務委託

・道路改良工事 同左

本市に仕事や観光等に訪れる県内外の利用者等のため、東北中央自
動車道と主要地方道天童寒河江線を結ぶアクセスとして、本線から料
金所までの整備は、東日本高速道路株式会社が行い、料金所からの道
路の取付け等、関連工事については本市が行うもの。

事業費合計 千円 24,497 49,510

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年度～令和8年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 （仮称）スマートインター1号線整備事業
総合計画コード

分野
道路

(３章２節２項）30202

№ 302 部等名 建設部　高速道路整備推進室 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・予約制乗合タクシーの運行に対する補
助
・高齢者生活交通支援タクシー券の交付
（年齢、居住等の要件あり）

民間事業者が行う予約制乗合タクシー事業に対し補助を交付すること
で、交通弱者の交通手段の確保を図る。
また、予約制乗合タクシーの区域乗合型の区域以外に住む75歳以上
の方にタクシー券を交付し、区域乗合型との格差是正を図る。

事業費合計 千円 24,744 26,432

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成22年～ 事業主体 民間・市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 予約制乗合タクシー運行事業費補助
総合計画コード

分野
公共交通

(３章２節４項）30204

№ 309 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・天童・寒河江間の運行
・停留所の修繕

同左 同左 同左

バス会社に業務委託し、天童・寒河江間の定時路線型バスを運行す
る。

事業費合計 千円 15,658 18,318

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成7年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市営バス運行事業
総合計画コード

分野
公共交通

(３章２節４項）30204

№ 308 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

路線バス維持のため、路線バス事業者
に対して補助金を交付

同左 同左 同左

現在運行中の路線バス事業者に対して補助金を交付することで、既存
の路線バスの維持を図る。

事業費合計 千円 2,010 4,343

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 民間

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 運輸通信事業（バス路線維持）
総合計画コード

分野
公共交通

(３章２節４項）30204

№ 307 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■急傾斜地崩壊対策事業
（県事業負担金）

同左 同左 同左

　北目・城山地区の急傾斜地対策及び金毘羅沢地内地域防災強化型
土砂災害対策について、事業費負担金を支出する。

事業費合計 千円 5,000 2,200

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 県

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 急傾斜地等土砂災害対策事業
総合計画コード

分野
河川

(３章２節３項）30203

№ 306 部等名 建設部　建設課 維持係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・料金徴収等業務委託
　（Ｒ1～Ｒ5）
・検満メーター交換業務
　委託
・料金システム保守
・納付書作成用圧着機及びOCR更新

・料金徴収等業務委託
　（Ｒ1～Ｒ5）
・検満メーター交換業務
　委託
・料金システム保守

同左 ・料金徴収等業務委託
　（Ｒ6～Ｒ10）
・検満メーター交換業務
　委託
・料金システム保守

市民サービスの向上と官民連携を図るため、平成26年度～5年間ヴェオ
リア・ジェネッツ㈱に料金徴収等業務を委託。令和元年～令和５年、契
約を更新した。市民サービス拡大のため、平成30年度～クレジットカー
ド収納（代理納付）を導入。

事業費合計 千円 98,000 87,309

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水道料金・下水道使用料収納等業務
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 313 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・企業会計システム
　会計処理
　保守管理
・決算書・予算書の作成
・会計システム（ソフト）更新

・企業会計システム
　会計処理
　保守管理
・決算書・予算書の作成
・会計システム（サーバー）更新

・企業会計システム
　会計処理
　保守管理
・決算書・予算書の作成

同左

公共下水道事業の適正な経営管理（事業債の発行を含む）を行う。事業費合計 千円 221 292

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 公共下水道事業の経営及び予算・決算
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 312 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・企業会計システム
　会計処理
　保守管理
・決算書・予算書の作成
・会計システム（ソフト）更新

・企業会計システム
　会計処理
　保守管理
・決算書・予算書の作成
・会計システム（サーバー）更新

・企業会計システム
　会計処理
　保守管理
・決算書・予算書の作成

同左

水道事業の適正な経営管理（事業債の発行を含む）を行う。事業費合計 千円 537 6,191

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水道事業の経営及び予算・決算
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 311 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

自動運転の実証実験に向けた情
報収集

同左 同左

環境への負荷が少なく、高齢者の移動手段の確保や観光客の周遊に
資する「新たなモビリティ」として、グリーンスローモビリティの活用検討に
向けた５Ｇ電波による自動運転の実証実験を行う。将来的には民間のタ
クシー会社によるデマンドタクシーへの本格な導入を目指す。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和4年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 自動運転実証実験・導入
総合計画コード

分野
公共交通

(３章２節４項）30204

№ 310 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 新規
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・水道事業所施設の
　維持管理
・車両の維持管理など

同左 同左 同左

上下水道事業所の施設管理等事業費合計 千円 4,881 4,992

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 施設管理及び事業運営業務（水道事業）
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 317 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・経営状況の分析
・水道料金、下水道使用料の検証
（市民懇話会の開催）

同左 同左 同左

水道料金及び下水道使用料について、定期的（３年ごと）に検証し、料
金改定の必要性について検討する。

事業費合計 千円 168

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水道料金及び下水道使用料改定に関する業務
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 316 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・金融機関から融資を受けた下水道接続
工事資金に対する利子補給（融資限度
額：150万円）
・利子補給対象者２５名
・新規対象者２名

同左 同左 同左

金融機関から、下水道接続工事に要する資金の融資を受ける方に、融
資額に対する利子を市が負担する。

事業費合計 千円 58 180

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 315 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・受益者負担金システム
　機器リース
　システム保守
・新規賦課
・納付書作成
・収納管理

受益者負担金システム
　機器リース
　システム保守
・新規賦課
（山口西工業団地）
・納付書作成
・収納管理

・受益者負担金システム
　機器リース
　システム保守
・新規賦課
・納付書作成
・収納管理

同左

公共下水道の整備によって、その利益を受ける区域の土地所有者等
に、公共下水道整備費の一部とするために「受益者負担金」を賦課し、
徴収する。

事業費合計 千円 4,570 5,064

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 下水道受益者負担金賦課徴収業務
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 314 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・作業部会による広域連携シミュレーショ
ン
・広域連携検討会による検討
・山形県水道広域化推進プラン策定

・方向性が一致した事業者間で個
別協議

同左 同左

人口減少等を背景とする料金収入の減等による水道事業経営の悪化、
施設更新の遅れなどの課題に対応しながら、水道事業の経営基盤を強
化する有効手段として、広域連携を検討する。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 県、市等

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水道事業広域連携の検討（村山圏域）
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 321 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市の繰出基準に基づき、公共下水道事
業会計繰出金を支出する。

同左 同左 同左

市の繰出基準に基づき、公共下水道事業会計繰出金を支出する。事業費合計 千円 518,766 529,973

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 公共下水道事業会計繰出金
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 320 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・市の繰出基準に基づき、水道事業会計
負担金を支出する。

同左 同左 同左

市の繰出基準に基づき、水道事業会計負担金を支出する。事業費合計 千円 830 880

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水道事業会計負担金
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 319 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・車両に係る経費
・施設（倉庫）の管理

同左 同左 同左

下水道事業関連施設等の管理事業費合計 千円 345 797

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 施設管理及び事業運営業務（公共下水道事業）
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 318 部等名 上下水道課 経営企画係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
上下水道啓発事業
①上下水道啓発事業
　啓発活動及び文書の発送
②上下水道展開催事業
・事業概要パネル展示､相談コーナー
・「水道週間」習字の募集・表彰・展示
・「下水道の日」ポスターの募集・表彰・展示

同左 同左 同左

安全で安心な水道と快適な環境を保全する下水道について啓発事業
を行い、上下水道の普及向上に努める。

事業費合計 千円 272 1,165

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 上下水道啓発事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 325 部等名 上下水道課 給排水係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
下水道施設・雨水施設の維持管理事業
①汚水施設維持管理
　管路調査清掃  施設修繕
　マンホールポンプ維持管理
　浸入水防止工事　事業場水質調査
②汚水桝設置・移設
③マンホール周辺維持管理
④雨水施設維持管理

同左 同左 同左

下水道施設及び雨水施設の維持修繕を行う。事業費合計 千円 35,641 41,575

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 下水道施設・雨水施設の維持管理事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 324 部等名 上下水道課 給排水係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
上水道施設の維持管理事業
①配水管維持管理
　配水管漏水修理　配管弁類修理
　切り回し
②給水管等維持管理
　給水管漏水修理　給水管再穿孔
　メーター交換に伴う修繕
　他事業関連　路面復旧
③消火栓移設・修理等

同左 同左 同左

配水管漏水工事や消火栓修繕工事等の上水道施設の維持修繕を行
う。

事業費合計 千円 23,322 58,695

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 上水道施設の維持管理業務
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 323 部等名 上下水道課 給排水係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（包括業務委託）
①給水装置等関係業務
②配水管・給水管漏水調査業務
③給水装置等休日当番業務
④配水管事故等工事待機業務
⑤上下水道展業務　⑥水道施設の管理業務
⑦水道施設の設備点検業務
⑧水道施設の環境整備業務
⑨水道施設の修繕等業務
⑩排水設備等関係業務及び雨水施設・下水道施設の修繕等業
務

同左 同左 同左

上下水道業務について包括委託する。事業費合計 千円 59,405 64,240

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 上下水道業務包括委託事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 322 部等名 上下水道課 給排水係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・管路更新　Ｌ＝4,830ｍ
久野本、老野森、交り江、糠塚、泉町、鎌
田地内、他
・舗装復旧
・管路実施設計
・推進工事実施設計
（大字山口、国道48号線）

・管路更新　Ｌ＝5,000ｍ
乱川、北久野本、久野本、東久野本、糠
塚、鎌田本町、柏木町、小関、東芳賀地
内
・舗装復旧
・管路実施設計
・推進工事実施設計
（大字久野本、国道13号線）

・管路更新　Ｌ＝5,000ｍ
乱川、北久野本、東久野本、糠塚、
鎌田本町、柏木町、小関、田鶴町、
長岡北、東長岡地内
・舗装復旧
・管路実施設計

・管路更新　Ｌ＝5,000ｍ
北久野本、東久野本、糠塚、泉町、
柏木町、小関、交り江、田鶴町、長
岡北、東長岡、中里地内
・舗装復旧
・管路実施設計

老朽した管路を更新とともに耐震化を進め、災害時においても十分な機
能を発揮できるようにする。

事業費合計 千円 409,860 501,231

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 上水道管路耐震化事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 329 部等名 上下水道課 水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

水質検査委託
・定期検査
・毎日検査

水質検査委託
・定期検査
・毎日検査

同左 同左

市民に供給する水の安全を確保するため、水道法に基づき水質検査を
行う。

事業費合計 千円 5,471 6,811

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水質検査業務
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 328 部等名 上下水道課 水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・電気計装設備更新（山口、若松）
・若松加圧場着水井内面防水補修及び
貫津調整池排水弁更新
・貫津加圧場送水ポンプ更新
・新開配水池築造（用地買収）

・計装設備更新（八幡山）
・新開配水池築造（送・配水管）

・新開配水池築造（電気計装設備）
・新開配水池築造（配水池）
・電気計装設備更新（高擶浄水場）

・計装設備更新(若松加圧）
・旧新開配水池解体

老朽化した施設、設備の更新とともに、災害時においても施設の機能が
十分に発揮できるよう更新する。

事業費合計 千円 137,060 119,680

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 上水道施設耐震化・更新事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 327 部等名 上下水道課 水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・施設管理委託
・施設運転
・施設修繕

同左 同左 同左

市内に設置された浄水場、加圧場、配水場等の水道施設を機能維持
のため維持管理を行う。

事業費合計 千円 36,274 47,581

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 水道施設維持管理事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 326 部等名 上下水道課 水道施設係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

汚水管渠築造・更生・調査データ入力・
修正10.0ｋｍ
雨水函渠データ入力・修正3.0ｋｍ
背景レイヤ修正ほか1式

同左 同左 同左

下水道施設情報を電子データ化による台帳整備を行う。事業費合計 千円 13,662 15,400

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 下水道台帳整備業務
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 333 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

なし ・下水道事業計画の変更 ・社会資本総合整備計画の変更 ・社会資本総合整備計画の事後評
価
・社会資本総合整備計画（防安）の
変更
・下水道事業計画の変更

公共下水道の事業計画や補助事業の整備計画書を作成する。事業費合計 千円 3,996

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 下水道整備計画事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 332 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・水道ビジョン見直し

水道事業の将来にわたる計画を策定する。事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 上水道計画策定事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 331 部等名 上下水道課 水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・下水道事業（雨水）　Ｌ＝70ｍ ・道路事業（国道）
48号線歩道　Ｌ＝340ｍ

・道路事業（国道）
48号線歩道　Ｌ＝200ｍ
・道路事業（市道）
天童東根線橋梁添架管

道路改良事業や下水道事業など各事業に関連して配水管等の整備を
行ってきており、今後も負担区分を明確にして事業を実施する。

事業費合計 千円 26,774 12,870

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 各種事業関連水道施設整備事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 330 部等名 上下水道課 水道施設係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

路面復旧　A＝5,700㎡（R2繰越分）

山口西工業団地区域の汚水管の整備を行う。事業費合計 千円 103,763

今後の方針 完了

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 山口西工業団地下水道整備事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 337 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 ―

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対策工事
・管渠内止水 N=20箇所
・公共汚水桝入　N=100箇所
・マンホール安全対策　N=26箇所
調査業務
・公共汚水桝調査　Ｎ＝500箇所）

対策工事
・管渠内止水 N=20箇所
・公共汚水桝入替　N=100箇所
・マンホール安全対策　N=40箇所
調査業務
・公共汚水桝調査　Ｎ＝500箇所）

対策工事
・管渠内止水 N=20箇所
・公共汚水桝入替　N=100箇所
・マンホール安全対策　N=33箇所
調査業務
・公共汚水桝調査　Ｎ＝500箇所）

対策工事
・管渠内止水 N=20箇所
・公共汚水桝入替　N=100箇所
調査業務
・公共汚水桝調査　Ｎ＝500箇所）

下水道管路施設は、昭和49年に下水道の共用を開始して以来経過年数に伴い
劣化が生じており、管路施設への雨水等の浸入水により有収率が悪化している。
そのため、雨天時浸入水対策計画（下水道不明水対策計画）を基に、浸入水の状
況を調査し必用な対策を行うことで、流下能力を確保して汚水の溢水事故を防止
をすると共に有収率の向上を図る。

事業費合計 千円 29,099 41,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 下水道施設浸入水（不明水）対策事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 336 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

＜流関・特環＞
管渠築造L=100ｍ
路面復旧A=600㎡

＜流関・特環＞
管渠築造L=100ｍ
路面復旧A=500+160㎡
山口地区実施設計１式

＜流関・特環＞
管渠築造L=100ｍ
路面復旧A=500㎡
山口地区汚水管渠築造工事L=260
ｍ

＜流関・特環＞
管渠築造L=100ｍ
路面復旧A=500㎡
山口地区汚水管渠築造工事L=230
ｍ

市街化区域及び周辺集落において、流域関連公共下水道事業と特定
環境保全公共下水道事業により汚水管の整備を進める。

事業費合計 千円 17,479 14,100

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 公共下水道整備事業（未普及解消）
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 335 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
管渠更生　L=2,000ｍ
マンホール更生　N=3箇所
マンホール蓋更新　N=95箇所
管渠更生実施設計１式
TVカメラ調査　L=6,000ｍ
ストックマネジメント計画改定
マンホールポンプ設備更新　2箇所
（上山口、万代）

管渠更生　L=1,000ｍ
マンホール更生　N=3箇所
マンホール蓋更新　N=100箇所
管渠更生実施設計１式
TVカメラ調査　L=12,000ｍ
マンホールポンプ設備更新　2箇所
（原町、出田原）

管渠更生　L=1,000ｍ
マンホール蓋更新　N=100箇所
管渠更生実施設計１式
TVカメラ調査　L=12,000ｍ
マンホールポンプ設備更新　2箇所
（高木北、清池八幡）

管渠更生　L=1,000ｍ
マンホール蓋更新　N=100箇所
管渠更生実施設計１式
TVカメラ調査　L=12,000ｍ
マンホールポンプ設備更新　2箇所
（三本松、万代）

下水道施設のリスク評価を踏まえ、施設管理の目標及び長期的な改築
事業のシナリオを設定し、点検、調査及び修繕、改築を行う。

事業費合計 千円 323,474 321,830

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 下水道ストックマネジメント事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 334 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

【リフォーム】
乱川駅

【改築】
上山口

【改築】
高擶駅東口
【リフォーム】
南小畑東・南小畑西

【リフォーム】
温泉・交り江西・長丘
えびす沼・高擶北運動

　本市の公園の多くは、整備されてから長い年月が経過し、トイレ等の
施設に老朽化が目立つため、きれいで利用しやすいバリアフリー化した
施設に改築を行い、災害時の一時避難場所として安全安心な環境の整
備を行う。

事業費合計 千円 26,906 9,881

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成22年～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 公園トイレ等施設改築事業
総合計画コード

分野
公園・緑地

(３章３節２項）30302

№ 341 部等名 建設部　都市計画課 公園係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　確定測量（第２期）
２　分譲開始（第２期）
３　環境整備

１　下水道受益者負担金
２　適地選定業務
３　土地利用履歴調査
４　環境整備

１　農産法計画変更業務
２　基本設計
３　用地測量及び物件調査
４　路線測量
５　不動産鑑定
６　環境整備

１　実施設計
２　用地取得及び物件補償
３　工事積算

山口西工業団地　開発面積：22.7ha、分譲面積：18.8ha
新工業団地　開発面積：未定

事業費合計 千円 242,145 17,785

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成28年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 工業団地整備事業
総合計画コード

分野
公園・緑地

(３章３節２項）30302

№ 340 部等名 経済部　産業立地室 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①南部排水区ほか
・隣接排水区への分流計画の策定

①南部排水区ほか
・対策計画の見直し
・分流水路基本設計

①南部排水区ほか
・対策計画の関係機関協議
・分流水路詳細設計

①南部排水区ほか
・対策計画の関係機関協議
・分流水路改修工事

整備計画降雨量を超える大雨時の浸水対策を行う.事業費合計 千円 2,365 7,500

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 雨水流出抑制事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 339 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

清池1号支線　函渠整備　L=60m
倉津川2号　管渠整備　L=10ｍ
清池2号幹線　修正設計　L=200m
久野本排水樋門　改修設計
清池第４号幹線　基本設計

清池１号支線
　路面復旧　A=950ｍ2
久野本排水樋門
　改修工事　N=1基

清池2号幹線
　函渠整備　L=130m
日光2号幹線
　測量

清池2号幹線
　函渠整備　L=70m
日光2号幹線
　設計

公共下水道（雨水）事業により雨水函渠等の整備を行い、浸水対策を
図る。

事業費合計 千円 33,209 66,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 雨水対策整備事業
総合計画コード

分野
上・下水道

(３章３節１項）30301

№ 338 部等名 上下水道課 下水道施設係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

天童公園等の市が管理する公園及び緑
地の維持管理

同左 同左 同左

　天童公園、近隣公園、街区公園、農村公園、児童遊園等について、
市民の憩いの場、災害時の避難場所等として多面的機能を維持するた
め継続した維持管理を行う。

事業費合計 千円 836,154 104,706

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 都市公園維持管理事業
総合計画コード

分野
公園・緑地

(３章３節２項）30302

№ 345 部等名 建設部　都市計画課 公園係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

長岡地内集落公園の工事 高野辺地内集落公園の用地測量・
設計業務・用地買収等の実施

高野辺地内集落公園の工事 久野本地内集落公園用地測量・設
計業務の実施

　周辺集落部の公園整備の要望に対応する。事業費合計 千円 28,912 64,475

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成 28 年～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 集落公園整備事業
総合計画コード

分野
公園・緑地

(３章３節２項）30302

№ 344 部等名 建設部　都市計画課 公園係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

都市公園施設修繕 同左 同左 同左

　都市公園の長寿命化計画を策定し、維持コストの平準化を図り計画的
な都市公園の維持管理を行う。

事業費合計 千円 73,986 3,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
公園施設長寿命化計画策定及び公園施設長寿
命化対策事業

総合計画コード
分野

公園・緑地
(３章３節２項）30302

№ 343 部等名 建設部　都市計画課 公園係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

駅西公園ほか１１公園１２遊具 塚田公園ほか9公園12遊具 南部公園ほか14公園18遊具 浮ノ城公園ほか15公園17遊具

　公園施設長寿命化計画及び毎年の遊具点検結果に基づき、社会資
本総合交付金都市公園長寿命化対策支援事業により老朽化した遊具
の更新を行う。

事業費合計 千円 40,953 33,000

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 都市公園遊具更新事業
総合計画コード

分野
公園・緑地

(３章３節２項）30302

№ 342 部等名 建設部　都市計画課 公園係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　地区自主防災組織行う資機材整備に
対して助成
２　地域防災の要となる防災士の養成
３　自主防災会リーダー研修会への参加

同左 同左 同左

地域住民が主体的に行う自主防災会活動への支援事業費合計 千円 2,832 5,085

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和55年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 自主防災組織育成事業
総合計画コード

分野
防災

(３章４節１項）30401

№ 349 部等名 総務部　危機管理室 防災係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　各種防災計画作成
２　防災訓練
３　避難場所案内表示板設置事業
４　災害時要支援者登録事業
５　東日本大震災避難者支援事業

同左 同左 同左

計画的に防災行政体制を整備し、災害発生時の対応強化を図る。事業費合計 千円 4,453 5,097

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和36年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 防災対策事業
総合計画コード

分野
防災

(３章４節１項）30401

№ 348 部等名 総務部　危機管理室 危機管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

オープニングセレモニー費
500千円

　天童公園もみじ園において、もみじを愛でながら登れる安全で快適な
公園環境を整備することにより、天童公園を訪れた方々に市の木「もみ
じ」を広くＰＲするとともに、観光名所としての魅力向上を図る。

事業費合計 千円 142,131 500

今後の方針 完了

事業期間 平成30年～令和3年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童公園（もみじ園）整備事業
総合計画コード

分野
公園・緑地

(３章３節２項）30302

№ 347 部等名 建設部　都市計画課 都市整備係 事業区分 ―

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

わくわくランド・足湯の維持管理 同左 同左 同左

わくわくランド及び足湯の維持管理。事業費合計 千円 24,069 27,536

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成 29 年～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 わくわくランド・足湯管理運営事業
総合計画コード

分野
公園・緑地

(３章３節２項）30302

№ 346 部等名 建設部　都市計画課 公園係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①木造住宅耐震診断士派遣事業
②木造住宅耐震改修補助

同左 同左 同左

市が認定した耐震診断士を派遣する耐震診断の実施及び耐震改修工
事に対し補助を行うとともに住宅耐震化支援事業全般を実施する。

事業費合計 千円 2,886 1,915

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 住宅耐震化支援事業
総合計画コード

分野
防災

(３章４節１項）30401

№ 353 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○移転に対する補助の実施
（移転希望者は前年８月末までに県に報
告必要）

同左 同左 同左

土砂災害防止法に基づく特別警戒区域（レッドゾーン）内の住宅の区域
外への移転に対して助成するもの。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成23年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 土砂災害等危険住宅移転事業
総合計画コード

分野
防災

(３章４節１項）30401

№ 352 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　防災行政無線保守点検業務委託
２　防災ラジオ受信機整備
３　防災ラジオ放送業務委託
４　災害情報複数メディア連携サーバー
機能追加（楽天モバイル）

１　防災行政無線保守点検業務委
託
２　防災ラジオ受信機整備
３　防災ラジオ放送業務委託
４　災害情報複数メディア連携サー
バー機能追加（LINE）

１　防災行政無線保守点検業務委
託
２　防災ラジオ受信機整備
３　防災ラジオ放送業務委託

同左

災害時における情報伝達の多様化・迅速化を図るため、防災行政無線
等を整備

事業費合計 千円 58,997 13,493

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 防災行政無線等整備事業
総合計画コード

分野
防災

(３章４節１項）30401

№ 351 部等名 総務部　危機管理室 防災係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　避難所資機材等備蓄整備事業
　　避難所における感染症予防資機材
や備蓄食料等の整備

１　避難所資機材等備蓄整備事業
　　避難所における感染症予防資
機材や備蓄食料等の整備
２　指定避難所（中学校）資機材整
備

避難所資機材等備蓄整備事業
避難所における感染症予防資機
材や備蓄食料等の整備

同左

避難所における備蓄資機材等の整備事業費合計 千円 3,547 2,454

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成2年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 避難所資機材等整備事業
総合計画コード

分野
防災

(３章４節１項）30401

№ 350 部等名 総務部　危機管理室 危機管理係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○消防庁舎維持管理業務
　・庁舎内装工事設計
　・カーポート設置工事
　・仮眠室改修工事
　・防火衣ロッカー工事

○消防庁舎維持管理業務
　・庁舎各部屋内装工事
　・防災倉庫新築工事
○施設備品（椅子等）の購入

○消防庁舎維持管理業務
　・庁舎敷地内舗装工事設計
　・消防庁舎外壁防水改修工事
　・庁舎電気設備ＬＥＤ化工事
　・オンライン対応工事

○消防庁舎維持管理業務
　・庁舎周囲舗装改修工事
　・車庫床クラック補修

　消防庁舎の維持管理・施設整備事業費合計 千円 30,463 20,352

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消防庁舎維持管理業務
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 357 部等名 消防本部 消防課　施設係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
○建築確認申請に係る消防同意
　事務
○消防用設備等の設置、検査及び
　維持管理等の事務
○予防広報、消防訓練指導
○火災原因調査
○危険物施設等の設置、変更に
　係る審査及び許可、調査等

同左 同左 同左

　火災予防及び火災原因調査。防火対象物及び危険物施設の事故防
止。住宅用火災警報器の普及広報。
　製造所等の設置等に対する許認可。火薬類の消費に係る許可及び
液化石油ガス設備工事届出の受理。

事業費合計 千円 390 742

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 火災予防及び危険物規制事務
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 356 部等名 消防本部 消防課　予防係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○各種講習又は会議への派遣
○職員被服貸与
○職員に対する各種抗体検査及び
　予防接種
○職員の資格取得事業

○各種講習又は会議への派遣
○職員被服貸与
○職員に対する各種抗体検査及
び予防接種
○職員の資格取得事業

同左 同左

消防職員の研修、服務、福利厚生等の勤務に関する事務
消防業務遂行に係る貸与品の支給・配備に関する事務

事業費合計 千円 24,013 28,472

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 職員の服務・福利厚生・表彰事務
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 355 部等名 消防本部 消防課　庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○ブロック塀等除却補助の実施 同左 同左 同左

危険なブロック塀等を除却等するものに対して、その費用の一部を助成
する。

事業費合計 千円 1,476 4,151

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 危険ブロック塀等撤去支援事業
総合計画コード

分野
防災

(３章４節１項）30401

№ 354 部等名 建設部　建設課 建築指導係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○救助業務に係る物品の購入
○救助資機材の検査
○救助資機材の整備、購入

同左 同左 同左

　災害対応資機材の整備及び救助資機材の追加配備事業費合計 千円 2,089 3,593

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 救助業務・資機材整備事業
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 361 部等名 消防本部 消防署 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○火災等災害出動
○救助活動及び救急業務
○消防通信業務及び調査業務
○緊急消防援助隊業務
○消防活動用資器材等整備

同左 同左 同左

　火災等災害時の出動。
　救急、救助、通信、査察指導に関する業務。
　消防力の維持管理のために、消防活動装備の更新を図る事業。

事業費合計 千円 3,772 8,796

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消防署活動・装備整備事業
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 360 部等名 消防本部 消防署 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○消防車両の維持管理業務
　・タイヤ代・車検費用等
○消防車両等の更新

○消防車両の維持管理業務
　・タイヤ代・車検費用等

○消防車両の維持管理業務
　・はしご車オーバーホール
　・タイヤ代・車検費用等
○消防車両等の更新

○消防車両の維持管理業務
　・タイヤ代・車検費用等
○消防車両等の更新

　常備消防自動車等の更新及び整備事業事業費合計 千円 17,937 64,519

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消防署車両等更新維持管理業務
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 359 部等名 消防本部 消防課　施設係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○高機能消防指令センターの保守
　業務
○消防無線管理関係業務

○高機能消防指令センターの保守
　業務
○消防無線管理関係業務
○高機能消防指令センター機器
　更新事業（3か年事業1年目）
○Net119システム導入

○高機能消防指令センターの保守
　業務
○消防無線管理関係業務
○高機能消防指令センター機器
　更新事業（3か年事業2年目）

○高機能消防指令センターの保守
　業務
○消防無線管理関係業務
○高機能消防指令センター機器
　更新事業（3か年事業3年目）
○消防救急デジタル無線機器更
新

　高機能消防指令センターを維持管理するとともに、年次計画により機
器の更新を実施する。

事業費合計 千円 16,720 16,978

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高機能消防指令センター保守事業
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 358 部等名 消防本部 消防署 事業区分 拡充

104



第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第３章　住みよい環境と安心を守るまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○消防団車両の維持管理業務
　・車検費用等
○消防団車両等の更新

同左 同左 同左

　消防団車輌等更新維持管理業務（小型ポンプ更新事業、車両整備事
業、小型ポンプ積載車整備事業）

事業費合計 千円 41,646 24,526

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消防団車両等更新維持管理業務
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 365 部等名 消防本部 消防課　施設係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○消防団員報酬及び報償
○消防団員被服貸与
○災害補償事務
○退職報償事務
○消防団活動に要する経費

○消防団員報酬及び報償
○消防団員被服貸与
○災害補償事務
○退職報償事務
○消防団活動に要する経費
○備品等装備品の配備

同左 ○消防団員報酬及び報償
○消防団員被服貸与
○災害補償事務
○退職報償事務
○消防団活動に要する経費

消防団員の活動条件の改善、整備及び公務災害の発生を防止し、消
防団組織の円滑な運営と充実強化を図る。

事業費合計 千円 76,208 74,169

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消防団活動事業
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 364 部等名 消防本部 消防課　庶務係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○各自主防災会、地区自主防災連絡
会、事業所及び学校等に対して各種訓
練を実施する

同左 同左 同左

　自主防災組織及び各種団体、事業所、学校等に対して各種訓練指導
を行う。

事業費合計 千円 162 494

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 各種消防訓練指導業務
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 363 部等名 消防本部 消防課　警防係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○救急業務に係る物品の購入
○救急資機材の検査
○救急資機材の整備、購入

同左 同左 同左

　救急業務用資機材の整備及び応急手当普及啓発用資器材更新整備
事業

事業費合計 千円 5,876 9,040

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 救急業務・資機材整備事業
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 362 部等名 消防本部 消防署 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・地域安全活動の推進
・少年非行の防止活動と健全育成活動
の推進・少年の主張大会の開催・防犯広
報作品コンクールの実施
・駅前パトロール館の運営
・防犯カメラの整備・管理

同左 同左 同左

天童市防犯協会の事業計画書に基づき、関係機関、団体との連携を図り、犯罪防
止、青少年健全育成など安全で明るく住みよいまちづくりを図る。
市民の交通安全、防犯思想の啓発及び意識の高揚を図り、市民の安全で快適な
生活の実現のための事業を展開、支援する。

事業費合計 千円 1,842 4,825

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 防犯活動及び安全なまちづくり推進事業
総合計画コード

分野
防犯・消費生活
(３章４節３項）30403

№ 369 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・消費生活相談体制の強化（相談員等の
研修参加の支援）
・消費者への啓発活動（出前講座、市
報、ホームページ、一斉メール配信など）

同左 同左 同左

消費生活センターの相談窓口の強化を図るとともに、消費者教育・啓発
により消費者被害の未然防止に努める。

事業費合計 千円 2,396 3,028

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成22年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消費者行政推進事業
総合計画コード

分野
防犯・消費生活
(３章４節３項）30403

№ 368 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○自動車ポンプ車庫の整備
○警鐘台の整備
○消防水利施設の整備
　・貯水槽の整備
　・消火栓等の整備

同左 ○警鐘台の整備
○消防水利施設の整備
　・貯水槽の整備
　・消火栓等の整備

同左

 消防水利施設及び消防団施設の維持管理事業費合計 千円 52,812 54,905

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消防施設整備業務
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 367 部等名 消防本部 消防課　施設係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○消防出初式　○新入団員規律訓練
○春季消防演習　○小隊訓練
○消防ポンプ操法訓練
○応急手当講習（普通救命講習）
○図上訓練　○火災防ぎょ訓練
○林野火災防ぎょ訓練又は水防訓練
○機関員講習

同左 同左 同左

　消防団員教育訓練事業費合計 千円 178 2,407

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 消防団教育訓練事業
総合計画コード

分野
消防

(３章４節２項）30402

№ 366 部等名 消防本部 消防課　警防係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・駐輪場の利用者に対する適正利用指
導
・駐輪場施設の維持管理

同左 同左 同左

通学、通勤時間帯に駐輪場の整理と放置自転車の回収を実施し、他の
利用者に迷惑をかけない適正な利用を図る。

事業費合計 千円 1,665 1,894

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 駐輪場管理業務
総合計画コード

分野
交通安全

(３章４節４項）30404

№ 372 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・各季交通安全運動、各種事業と広報活
動の実施
・児童・生徒の安全確保のための街頭立
哨指導と各種交通安全教室の実施
・交通安全団体の支援
・交通安全施設の整備
・運転免許返納者に対する支援

同左 同左 同左

交通安全施設の整備と交通安全関係団体への補助、並びに交通安全
意識の高揚と交通事故防止を図る。

事業費合計 千円 29,380 33,648

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 交通安全対策事業
総合計画コード

分野
交通安全

(３章４節４項）30404

№ 371 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・公衆街路灯の新設整備
・公衆街路灯の電気料金を負担
・公衆街路灯の修繕、移設

同左 同左 同左

既存の公衆街路灯をLED化するとともに、未整備箇所に新たにLED公
衆街路灯を設置する。公衆街路灯及び商店街街路灯の電気料の負担
を行い、地球温暖化防止と自治会等の負担軽減を図る。

事業費合計 千円 15,896 19,675

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成25年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 公衆街路灯設置業務
総合計画コード

分野
防犯・消費生活
(３章４節３項）30403

№ 370 部等名 市民部　生活環境課 市民安全係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象児童（人）
・準保　1年30人、2～6年191人
・被災　1年0人、2～6年8人
・特支　1年30人、2～6年75人
・遠距離支援　　該当者なし

同左 同左 同左

学校教育法に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童及び特
別支援学級に在籍している児童の保護者に対して、就学費用の一部を
援助することにより、安心して学べる環境を整える。

事業費合計 千円 18,884 26,978

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小学校教育振興扶助・支援事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 373 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

対象児童（人）
・準保　1年39人
2～3年94人
・被災　1年5人、2～3年8人
・特支　1年15人、2～3年20人
・遠距離支援　　該当者なし

同左 同左 同左

学校教育法に基づき、経済的理由によって就学が困難な生徒及び特
別支援学級に在籍している生徒の保護者に対して、就学費用の一部を
援助することにより、安心して学べる環境を整える。

事業費合計 千円 12,532 21,494

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 中学校教育振興扶助・支援事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 374 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

学資金として月額１万円×３６か月（３年
分）を年２回に分けて貸付けをする。

同左 同左 同左

　篤志者から寄附された教育資金及び市で積み立てる奨学基金を設置
し、学業成績が優秀ながら経済的理由により高等学校での就学が困難
な生徒の保護者に対して、学資金を貸付けし人材育成に資する。

事業費合計 千円 120

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 昭和44年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 奨学基金事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 375 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　市内小・中学校を最後に退職された校
長で、学校教育に貢献のあった方（死亡
叙位・叙勲、８８歳時の高齢者叙勲）、長
期にわたり教育委員等を務められ、教育
行政に功労があった方を上申する。

同左 同左 同左

　教育行政における功労者の叙位・叙勲または地方教育行政への功労
者等表彰候補者の上申の進達を行う。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 県・市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 叙位、叙勲、表彰の進達事務
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 376 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　学校長、公民館長等より内申を受け、
教育委員会の決定に基づき、賞状に記
念品（メダル）を添えて褒賞するもの

同左 同左 同左

社会奉仕等の善行、文化・スポーツ活動において優れた成績を収めた
児童・生徒又は団体を褒賞する。

事業費合計 千円 30 179

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成15年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 児童・生徒の褒賞に関する事務
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 377 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

私立高等学校生徒学費補助金対象者
（市民税非課税又は均等割の世帯）
30人

同左 同左 同左

私立高等学校に就学する生徒の保護者に対し、授業料の負担軽減を
図るため補助金を交付し、修学機会の均等を図る。

事業費合計 千円 278 864

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成5年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高等学校就学支援事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 378 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　県内に就職及び市内に定住し、地域
のリーダー的人材となる若者を確保する
ため、県が設ける基金に県と本市が出捐
する基金を設け、大学生等が卒業後、ま
たはUターンを希望する若者の奨学金返
還を支援する。支援を希望する者からの
申請を毎年度受け付ける。

同左 同左 同左

　県が設ける基金に県・市町村が出捐し、奨学金の貸付けを受けた大
学生等が市内に定住及び県内企業に就職した場合に、奨学金の返還
を支援するもの。

事業費合計 千円 5,609 5,724

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成27年～ 事業主体 県・市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 奨学金返還支援事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 379 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　１８歳未満の子を３人以上養育する多
子世帯の保護者に対し、第３子以降に係
る学校給食費を補助し経済的支援を図
る。

同左 同左 同左

　小中学校に在学する第３子以降の児童生徒１人につき、学校給食費
の年額に相当する額を補助する。

事業費合計 千円 17,596 19,690

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 第３子以降学校給食無料化事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 380 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 庶務係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■全面改修
・北部小

■機械設備改修
・第一中
・第二中

■機械設備改修
・津山小
・第四中

老朽化したプールのステンレス化、給排水管を耐震性のある管への布
設替え、プールサイド及びろ過機などを改修する。

事業費合計 千円 157,223 49,441

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成20年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校プール施設改修事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 381 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■長岡小
　屋体屋根塗装
（Ｈ22塗装）
■南部小
　北校舎屋根塗装
（Ｓ51築）

■中部小
　屋体屋根塗装（Ｈ7築）

■南部小
　東校舎屋根改修

学校施設の屋根の塗装や改修を行う。事業費合計 千円 17,270 18,423

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校施設屋根改修事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 382 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
■設計　5校
　南部小　北部小
　蔵増小　長岡小
　干布小
■工事・監理　3校
　成生小
　高擶小
　荒谷小

■工事・監理　3校
　南部小
　寺津小
　山口小

■工事・監理　3校 ■工事・監理

学校施設長寿命化計画に基づき、老朽化しているトイレ施設について、
大便器の洋式化と内装や給排水設備等の改修を行い、教育環境の向
上を図る。

事業費合計 千円 13,200 221,801

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 令和2年～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小学校トイレ改修事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 383 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■成生小
　はんとう棒（C+）
■山口小
　7連鉄棒×2（C+）

■蔵増小
　ﾛｰﾌﾟｳｪｲ（Ｃ+）
■寺津小
　4連鉄棒(Ｃ+）
■中部小
　ﾌﾞﾗﾝｺ（吊席）（C+）
■南部小
　はんとう棒（C+）

■長岡小
　8連鉄棒（Ｃ+）
■干布小
　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ(Ｃ+）
■荒谷小
　ﾘﾝｸﾞﾗﾀﾞｰ（Ｃ+）

保守点検結果に基づき、要是正事項の改善・改修を行う。事業費合計 千円 2,585

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校遊具改修事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 384 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
■小学校営繕工事
①津山小体育館屋根
②干布小体育館床
③寺津小電気設備
■中学校営繕工事
④第二中自転車置場
⑤第四中西側水路
⑥第四中電気設備

■小学校営繕工事
①高擶小教室改造　　②長岡小・荒谷小電気設備
③成生小防球ﾈｯﾄ改修　　④北部小防球ﾈｯﾄ改修工事
⑤蔵増小体育館床塗装工事
■中学校営繕工事
⑥第二中管理・特別教室棟屋根改修工事
■体育館LED改修
⑦小学校2校、⑧中学校1校
■石綿含有調査委託
⑨小学校、⑩中学校

■小学校営繕工事
①成生小・蔵増小電気設備
②高擶小教室改造
③寺津・長岡小校内放送
■中学校営繕工事
■体育館LED改修
④小学校4校
⑤中学校1校

■小学校営繕工事
■中学校営繕工事
■体育館LED改修
①小学校5校
②中学校1校

学校施設における老朽化部分や長寿命化計画による危険指摘箇所等
の営繕を行う。

事業費合計 千円 46,712 21,880

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校一般営繕事業（営繕工事）
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 385 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

【校務用PC・電子黒板等ﾘｰｽ6年】
①北・高・長・一（継）
②寺・山・干・荒・四（継）
③成・津・二（継）
④南・中・蔵・三（継）
【電子黒板先行導入】
⑤南・中（再ﾘｰｽ）

【校務用PC・電子黒板等ﾘｰｽ6年】
①北・高・長・一（継）　②寺・山・干・荒・四（継）
③成・津・二（継）　④南・中・蔵・三（継）
【電子黒板先行導入】
⑤南・中（再ﾘｰｽ）
【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用保護ﾌｨﾙﾑ購入】
⑥中全台数
【ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ更新（購入）】
⑦破損台数8台

【校務用PC・電子黒板等ﾘｰｽ6年】
①北・高・長・一（更）
②寺・山・干・荒・四（継）
③成・津・二（継）
④南・中・蔵・三（継）
【電子黒板先行導入】
⑤南・中（再ﾘｰｽ）
【ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ更新（購入）】
⑦破損台数

【校務用PC・電子黒板等ﾘｰｽ6年】
①北・高・長・一（継）
②寺・山・干・荒・四（更）
③成・津・二（継）
④南・中・蔵・三（継）
【電子黒板先行導入】
⑤南・中（再ﾘｰｽ）
【ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ更新（購入）】
⑦破損台数

国のGIGAスクール構想に基づき整備を行った１人１台の学習用タブ
レットの利活用の推進と校務の効率化のため、ICT教育環境の充実を図
る。

事業費合計 千円 582,369 59,111

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成8年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校ICT教育環境整備事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 386 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■小学校児童用
・2年生
■中学校生徒用
・一中1年生
・二中1年生

■小学校児童用
・1年生
■中学校生徒用
・三中1年生
・四中1年生

児童生徒の学習環境の改善のため、新JIS規格対応椅子に更新する。事業費合計 千円 5,690 6,959

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成29年～令和4年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校椅子更新事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 387 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
①報酬・職員手当等　②報償費　③旅費　④需用費
⑤役務費
・ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料（内数）【継続】
・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ利用料（内数）【継続】
⑥委託料（工事関連を除く）
・空調ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内数)【継続】
・支障木伐採（内数）【継続】
⑦使用料及び賃借料　⑧原材料
⑨備品購入費

①報酬・職員手当等  ②報償費  ③旅費  ④需用
費
⑤役務費
・ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料（内数）【継続】
・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ利用料（内数）【拡充】
・HP運用ｻｰﾋﾞｽ利用料(内数)【新規】
⑥委託料（工事関連を除く）
・空調ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内数)：【継続】
・支障木伐採（内数）【継続】
⑦使用料及び賃借料  ⑧原材料  ⑨備品購入費

同左 同左

学校施設の維持管理に必要な各種保守点検等の実施や学校の管理
運営に必要な経費を計上する。

事業費合計 千円 230,352 228,265

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 小中学校管理費
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 388 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■第一中
　ｶｽﾀﾑｸﾗﾘﾈｯﾄ
■第三中
　ｶｽﾀﾑｸﾗﾘﾈｯﾄ

■第二中
　ｶｽﾀﾑﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ
■第四中
　ｺﾝｻｰﾄﾋﾞﾌﾞﾗﾌｫﾝ

■第一中
　ﾃﾅｰｻｸｿﾌｫﾝ
■第三中
　ﾌﾙｰﾄ

■第ニ中
　ｺﾝｻｰﾄﾊﾞｽﾄﾞﾗﾑ
■第四中
　ｺﾝｻｰﾄﾏﾘﾝﾊﾞ

老朽による不具合から演奏に支障をきたしている吹奏楽器等を順次更
新するもの

事業費合計 千円 836 1,100

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成26年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 中学校楽器更新事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 389 部等名 教育委員会事務局　教育総務課 管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①衛生管理研修
②場内と各種調理器具等の衛生管理
③光熱水費等の適正な管理
④各種衛生関係等の検査等

同左 同左 同左

　学校給食法に基づき、職員の衛生管理研修を実施するとともに、給食
調理等従事者や場内の衛生管理を徹底し、食中毒等の事故防止を図
る。

事業費合計 千円 34,739 37,270

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 衛生管理事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 390 部等名 学校給食センター 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①学校給食センター運営委員会の開催
②献立作成
③調理、配送業務委託
④給食用機材の更新
⑤食材の発注及び検収
⑥地産地消の推進
⑦給食配膳職員の配置

同左 同左 同左

　学校給食センター運営方針に基づき、地産地消や食文化などを大切
にしながら、食材の発注から検収、調理、配送、配膳までの一連の作業
を円滑に進める。

事業費合計 千円 139,202 138,546

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 給食管理事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 391 部等名 学校給食センター 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①栄養教諭等による栄養、給食指導の
実施
②交流給食やふれあい給食の実施
③給食だより、ホームページ等による広
報活動の実施
④広く市民を対象とした試食会の実施

同左 同左 同左

　食育推進計画及び学校給食法に基づき、児童生徒の望ましい食習慣
の形成等を図るため、年間食育計画及び各学校の食教育全体計画を
作成し、栄養教諭等による栄養、給食指導等を実施するもの。

事業費合計 千円 177 152

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 食育推進事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 392 部等名 学校給食センター 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
①食物アレルギー対応検討委員会の開催
②食物アレルギー対応マニュアルの改訂
③食物アレルギー対応給食の提供
④給食提供機材の整備
⑤食物アレルギー対応給食調理室の整備計
画検討

①食物アレルギー対応検討委員会の開催
②食物アレルギー対応マニュアルの改訂
③食物アレルギー対応給食の提供
④給食提供機材の整備
⑤食物アレルギー対応給食調理室整備工
事の設計（炊飯施設整備事業に計上）

①食物アレルギー対応検討委員会の開
催
②食物アレルギー対応マニュアルの改
訂
③食物アレルギー対応給食の提供
④給食提供機材の整備
⑤食物アレルギー対応給食調理室整備
工事

①食物アレルギー対応検討委員会
の開催
②食物アレルギー対応マニュアル
の改訂
③食物アレルギー対応給食の提供
④給食提供機材の整備

　「食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、食物アレルギーを持つ児童生徒を
調査し、対応給食を調理し提供するとともに、学校及び保護者に詳細献立表又は
成分配合表を配布し、原因食品の誤食を防止する。さらに、食物アレルギー対応
給食生徒数の増加に伴い、アレルギー対応調理室を拡充するため改修工事を行
う。

事業費合計 千円 178 28

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 食物アレルギー対応事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 393 部等名 学校給食センター 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①保守点検等の業務委託
②施設設備の修繕
③設備備品の更新
④改修計画の策定
⑤蒸気ボイラー更新

①保守点検等の業務委託
②施設設備の修繕
③設備備品の更新
④改修計画の策定
⑤改修工事

同左 同左

　学校給食センター施設の安全と機能を保持するため、保守点検業務
を委託するとともに、施設、設備の故障や機能の低下、耐用年数を考慮
し、施設、設備の改修（更新）計画を策定し、それに基づいた改修（更
新）を行うもの。

事業費合計 千円 19,349 50,424

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 学校給食センター施設設備維持事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 394 部等名 学校給食センター 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①改修計画の策定 ①食器洗浄機等の更新
②ご飯食器類、食器カゴの購入

　給食センターの建設から１４年が経過し、食器洗浄機等の経年劣化に
よる故障や機能の低下が見られる。機材の更新時期に合わせ、これま
で課題とされていた、ご飯食器や箸の提供ができるよう、食器洗浄機や
食器カゴの更新・改修を行うもの。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～令和4年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 食器洗浄機等更新事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 395 部等名 学校給食センター 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①実施設計 ①炊飯施設建設

　学校給食用炊飯施設を学校給食センター敷地内に整備し、センター
で独自炊飯することにより、配送の効率化や衛生管理の徹底を図り、安
全・安心なおいしい天童産米のご飯を提供する。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～令和5年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 炊飯施設整備事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 396 部等名 学校給食センター 事業区分 新規
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
中学校新学習指導要領全面実施に伴う教師用指導書の整備
指導者用デジタル教科書の整備（小・中学校）
教育講演会の実施
社会科副読本編集
市教委月報発行
新聞教材活用事業（小５～中３）
小中校長会への補助
システム機器の保守・運用支援等
教職員健康診断・面接指導等
教職員の人事事務

学級数変動による教師用指導書等の整備
指導者用デジタル教科書の整備（小・中学校）
教育講演会の実施
社会科副読本編集
市教委月報発行
新聞教材活用事業（小５～中３）
小中校長会への補助
システム機器の保守・運用支援等
教職員健康診断・面接指導
教職員の人事事務

同左 小学校新学習指導要領全面実施に伴う教師用指導書
の整備
指導者用デジタル教科書の整備（小・中学校）
教育講演会の実施
社会科副読本編集
市教委月報発行
新聞教材活用事業（小５～中３）
小中校長会への補助
システム機器の保守・運用支援等
教職員健康診断・面接指導
教職員の人事事務

・教師用の教科書・指導書及び指導者用デジタル教科書の整備を行う。
・教員の指導力向上のための講演会、校長会等への補助、副読本や月報の編集
発行などを行う。
・教職員の人事に係る管理事務や健康診断等の実施、校務支援システムを活用
した校務の効率化を図る。

事業費合計 千円 44,742 31,293

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 教育指導関連事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 397 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
支援員（小）２０名相談員（中）４名を配置
巡回相談、個別発達検査、特別支援教育研修会を実
施
ＩＣＴ支援員の派遣（全学校）
各中学校が企画・提案した教育活動を支援(中学校）
学級集団アセスメントの実施及び学級経営研修会の
補助
スクールソーシャルワーカーの配置（１名）

支援員（小）２０名相談員（中）４名を配置
巡回相談、個別発達検査、特別支援教育研修会を
実施
ＩＣＴ支援員の派遣（全学校）
各中学校が企画・提案した教育活動を支援(中学
校）
学級集団アセスメントの実施及び学級経営研修会
の補助
スクールソーシャルワーカーの配置（２名体制によ
る拡充）

同左 同左

・特別支援教育の視点で教育活動を推進し、一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行う。
・１人１台のタブレット端末及び指導者用デジタル教科書の整備に伴い、ＩＣＴ教育の推進を図
る。
・生徒指導上の諸問題の未然防止・早期対応に努め、いじめの未然防止を図り、子供が充実し
た学校生活を送れるように支援を行う。

事業費合計 千円 65,162 83,502

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 すこやかスクールプロジェクト関連事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 398 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 指導係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

マーチングバンド等講習会への講師派
遣
地域学習時のバス借上げ料の助成
スクールコンサートへの助成
部活動指導員の配置（各中学校1名）

マーチングバンド等講習会への講
師派遣
地域学習時のバス借上げ料の助
成
スクールコンサートへの助成
部活動指導員の配置（各中学校1
名）

同左 同左

地域、芸術、文化等の学習において、各学校が実施する体験活動に対
して支援を行う。
各中学校に部活動指導員を配置する。

事業費合計 千円 13,738 15,361

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 課外教育推進事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 399 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 学事係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

マールボロウ市へ青少年大使４名の派
遣
マールボロウ市より青少年大使４名の受
入
※コロナ禍によりオンライン交流を検討
中

青少年大使（中学生４名）派遣
青少年大使受入

同左 同左

天童市と姉妹都市締結しているニュージーランド国マールボロウ市との
友好親善、相互理解を促進することを目的として、本市から青少年大使
の派遣とマールボロウ市からの青少年大使の受入を行う。

事業費合計 千円 42

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 青少年大使の相互交流事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 400 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 指導係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ＡＬＴの配置（８名）
英検検定料の補助（中学２、３年生対象）
英語４技能検定の実施（小学６年生）
英語指導力向上研修会

ＡＬＴの配置（８名）
英検検定料の補助（中学３年生対
象）
英語４技能検定の実施（小学６年
生）
英語指導力向上研修会

ＡＬＴの配置（８名）
英検検定料の補助（中学３年生対
象）
英語指導力向上研修会

同左

・市内小中学校に8名のＡＬＴを配置・派遣する。
・中学２，３年生に英検の検定料を補助する。
・小学6年生で英語４技能テストを実施する。

事業費合計 千円 35,501 40,709

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 英語教育充実支援事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 401 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

小中学校のスポーツ及び文化関連の各
種大会に出場するために要する費用の
全額以内を補助
体育関連団体への負担金の助成

同左 同左 同左

市内児童生徒のスポーツ・文化の向上を図るため、各種大会出場に要
する費用の全額以内を補助する。また、体育関係団体関連負担金につ
いて財政的支援を行う。

事業費合計 千円 1,293 6,335

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 学校・スポーツ文化振興事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 402 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 学事係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地域連携コーディネーターの配置
地域と関連づけた教育活動への支援
（外部講師）

同左 同左 同左

・地域のひと・もの・ことを活用した、効果的な教育活動が展開されるよ
う、地域と学校をつなぐ地域連携コーディネーターを全小学校に配置
し、地域と関連づけた教育活動を実施する。

事業費合計 千円 4,861 5,296

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
地域のひと・もの・ことを活用した学校づくり体制
整備事業

総合計画コード
分野

学校教育
(４章１節１項）40101

№ 403 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

学力検査（小2～6、中1～3）の実施
授業改善の研究
公開研究会の実施
研究紀要の発行

学力検査（小2～6、中1～3）の実
施（→中１（英語）の追加による拡
充）
授業改善の研究
公開研究会の実施
研究紀要の発行

同左 同左

・天童市教育研究所設置条例に基づき、教育に関する専門的、技術的
事項の調査、研究及び教員の相互研究を図る。

事業費合計 千円 6,747 7,021

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 教育研究所運営事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 404 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 指導係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

理科実践講座、理科作品展、サイエンス
カーニバルの開催
※令和３年度はコロナ禍により中止

理科実践講座、理科作品展、サイ
エンスカーニバルの開催

同左 同左

天童市理科教育センター設置条例に基づき、理科教育に関する専門
的・技術的事項の研修、理科教育に関する研究と指導、理科教育に関
する資料の収集と整備及び提供、理科教育に関する施設の整備と利用
の研究を行う。

事業費合計 千円 5 195

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 理科教育センター運営事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 405 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 指導係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

児童生徒への各種検診（内科、眼科、耳
鼻科、歯科、尿、貧血、ピロリ抗体、心電
図）
中学生を対象とした健康教育講演会
教職員を対象とした食物アレルギー対応
研修会
感染症予防対策として、手指消毒液等
の購入

同左 同左 同左

学校保健安全法に基づき、各種検診等を実施し、児童生徒の健康教
育への支援及び健康保持・増進を図る。

事業費合計 千円 30,831 30,941

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 学校保健事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 406 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 学事係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

次年度に就学予定の児童を対象にした
健康診断及び各種検査（内科、眼科、耳
鼻科、歯科、視力、聴力、知能、言語）の
実施

同左 同左 同左

学校保健安全法に基づき、次年度小学校に就学する児童を対象に、身
体検査、知能検査等の健診を実施。

事業費合計 千円 989 1,098

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 就学時健康診断事業
総合計画コード

分野
学校教育

(４章１節１項）40101

№ 407 部等名 教育委員会事務局　学校教育課 学事係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　家庭教育に関する講演会の各地区
開催
２　地域人材を活用した家庭教育支援推
進事業の実施

同左 同左 同左

学校、家庭及び地域住民が連携・協力しながら家庭教育の向上を図る
ため、ＰＴＡ等の団体との共催により、家庭教育講座を開催する。また、
シニア層を中心とした地域の人材を活用し、子育てに関する相談、学習
機会や情報の提供、親同士が交流する機会の提供等を行う。

事業費合計 千円 86

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成16年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 家庭教育推進事業
総合計画コード

分野
家庭教育

(４章１節２項）40102

№ 408 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

記念式典
アトラクション
懇談会

同左 同左 同左

大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますた
め、新成人を祝う会を開催する。また、新成人による実行委員会を組織
し、祝う会への企画・運営への参画を促す。

事業費合計 千円 712 1,538

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 成人育成事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 409 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　各地域の特色ある事業に対する財政
的な支援
２　地域づくりに関する情報提供、研修
会の開催
３　地域づくり推進委員会等の開催
４　地域づくり委員先進地視察研修

同左 同左 同左

地域住民自らが、学習活動を通して地域の様々な課題を発掘・整理し、
住民の自主的な実践活動によってその解決を図る地域づくり委員会活
動の促進を図る。

事業費合計 千円 2,312 3,613

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成９年～ 事業主体 市・委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域づくり促進対策事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 410 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

社会教育関係団体に対する事業費補助
及び連携事業の実施

同左 同左 同左

社会教育関係団体等の育成及び連携事業を実施することにより、地域
の活性化に資する。

事業費合計 千円 3,472 3,129

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 社会教育関係団体等の育成及び連携事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 411 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　館長・主事補・公民館運営審議会委
員・社会教育推進員報酬
２　修繕等
３　備品購入
４　維持管理のための業務委託等
５　ＡＥＤリース（１１館）

同左 同左 同左

市立公民館の修繕等を行い、施設の適切な維持管理を行う。事業費合計 千円 105,575 105,630

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市立公民館維持管理事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 412 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　各分館長・分館主事報酬
２　各分館活動に対する補助
３　各分館の修繕等に対する補助

同左 同左 同左

市立公民館分館の事業の支援及び施設整備事業費合計 千円 21,641 19,178

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 分館活動助成事業及び施設整備事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 413 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　主催事業
　公民館大会、各種講座の開催、館報等
による広報活動
２　共催事業
　各地区レクリエーション大会、文化祭、
生涯学習フェスティﾊﾞﾙ

同左 同左 同左

地域における生涯学習の拠点として、地域住民を対象とした講座やイ
ベント等を開催するとともに、住民自らが実践する生涯学習や地域づく
り活動に対する支援を行い、地域の活性化を図る。

事業費合計 千円 5,226 15,662

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市立公民館活動事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 414 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

放課後子ども教室推進事業の実施（全
小学校区）

同左 同左 同左

子どもたちの放課後等における安全・安心な居場所を確保するため、地
域の事業実施団体に委託し、学習、スポーツ、文化活動、交流活動等
の事業を実施する。

事業費合計 千円 254 1,445

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成19年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 放課後子ども教室推進事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 415 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
１　街頭活動の実施
　１０８人の指導委員委嘱、通常街頭指導、特別街頭
指導
２　環境浄化活動
　違法チラシ等除去
３　関係機関との連携
　学校、公民館、警察、防犯協会等
４　指導委員研修会等
　指導委員研修会、地域代表者会の開催

同左 同左 同左

青少年の非行を防止し健全な育成を図るため、天童市青少年指導セン
ターを設置している。市立公民館単位及び小中学校等に指導委員１１０
人を委嘱し、定期の街頭巡回指導、小中学校・高等学校の長期休暇に
合わせた特別街頭指導等を実施している。

事業費合計 千円 2,612 2,882

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 青少年指導センター事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 416 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

118



第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第４章　夢をはぐくむ学びのあるまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　青少年健全育成市民集会の開催
２　青少年健全育成功労顕彰
３　青少年指導者への支援・研修事業
４　青少年の健全育成を目的とした事業
への補助

同左 同左 同左

青少年の健全育成のため、青少年育成推進員を各地区で委嘱し、青
少年指導者を対象とした各種事業を実施するほか、功労顕彰の実施、
青少年の健全育成を目的とした事業への補助などを行う。

事業費合計 千円 717 1,960

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和56年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 青少年育成事業
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 417 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

干布公民館改築工事設計業務委託 干布公民館改築工事等 荒谷公民館改築工事設計業務委
託

荒谷公民館改築工事等

社会教育施設等整備計画に基づき、市立公民館の改築事業を行う。事業費合計 千円 402,685 415,513

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市立公民館維持管理事業（改築事業）
総合計画コード

分野
社会教育

(４章２節１項）40201

№ 418 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

指定管理者による市立図書館管理運営
修繕等
誘導灯更新
網戸取付（開架室）
ロビー手洗器自動水栓化

指定管理者による市立図書館管理
運営
修繕等
網戸取付（事務室）
リニューアル等検討
先進地視察

指定管理者による市立図書館管理
運営
修繕等
基本計画
実施要領

指定管理者による市立図書館管理
運営
修繕等
実施設計

利用者のニーズを踏まえた適切な管理運営を行うとともに、図書等資料を収集、
整理及び保存し、教養、調査、研究等の市民の多様な生涯学習活動に寄与す
る。また、施設や設備の老朽化に加え、ＩＣＴの急速な進化やコロナ禍による新た
な生活様式への取組みなど、図書館に求められる役割や活用状況が変化してい
ることから、大規模改修を実施する。

事業費合計 千円 73,605 71,964

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 昭和48年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市立図書館管理運営事業
総合計画コード

分野
生涯学習

(４章２節２項）40202

№ 419 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 文化財係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

指定管理者による市民プラザ及び学習
支援室の管理運営
修繕等

同左 同左 同左

市民の対して生涯学習講座等の質の高い学習サービスを提供すること
により、生涯学習の振興及び福祉の増進に寄与する。また、中高生を始
めとする市民が自主的に学習することに対して支援を行うことにより、青
少年の健全な育成に寄与する。

事業費合計 千円 59,406 62,410

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成4年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市民プラザ管理運営事業
総合計画コード

分野
生涯学習

(４章２節２項）40202

№ 420 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 文化財係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　ぽんぽこ塾の開催
２　ぽんぽこ里山コンサートの開催

同左 同左 同左

田麦野地域の豊かな自然を利用し、市民等に体験学習の機会を提供するととも
に、地域間及び世代間の交流を促進する。また、地域住民や東北芸術工科大学
と連携しながら、地域の歴史・文化等に関する資料やＰＲを行うとともに、防災拠点
としての活用を図るため、高原の里交流施設「ぽんぽこ」の管理運営を行う。

事業費合計 千円 14,981 9,330

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成18年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高原の里交流施設管理運営事業
総合計画コード

分野
生涯学習

(４章２節２項）40202

№ 421 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 学習推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①　市民芸術祭の開催
②　芸術文化の振興のために活動する
団体への支援

同左 同左 同左

①　芸術文化団体が中心となり、市民の芸術文化の総合祭典である
　市民芸術祭を開催し、作品展示、発表会、講演会などを行う。
②　芸術文化振興のために活動する団体等に対し支援する。

事業費合計 千円 4,474 5,151

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和39年～ 事業主体 市・市芸術文化協会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 芸術文化活動推進事業
総合計画コード

分野
芸術・文化

(４章３節１項）40301

№ 422 部等名 市民部　文化スポーツ課 芸術文化係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

小中学生及び高校生が東北・全国大会
等に出場する際に激励金を交付

同左 同左 同左

　芸術文化活動において、東北大会以上の大会に出場する青少年に
対し、激励金を交付する。

事業費合計 千円 30 225

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成23年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 芸術文化激励金交付事業
総合計画コード

分野
芸術・文化

(４章３節１項）40301

№ 423 部等名 市民部　文化スポーツ課 芸術文化係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市民等の芸術作品の展示事業への支援 同左
展示施設及び展示作品増による運
搬・取付作業費の拡充

同左 同左

　市民等の芸術作品（絵画、書、写真等）を市内の宿泊施設、公共施設
等に常設展示し、より多くの市民や観光客等が鑑賞する機会を創出す
る。

事業費合計 千円 264 152

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 令和2 年～ 事業主体 市・市芸術文化協会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 総美術館構想推進事業
総合計画コード

分野
芸術・文化

(４章３節１項）40301

№ 424 部等名 市民部　文化スポーツ課 芸術文化係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

美術館維持管理・運営事業
（施設の機能を維持するための改修工事
等）

同左 同左 同左

　施設を適切に維持管理し、天童に縁のある優れた美術作品を展示す
る収蔵品展や企画展を行う。

事業費合計 千円 78,937 180,604

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成2 年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 美術館運営事業
総合計画コード

分野
芸術・文化

(４章３節１項）40301

№ 425 部等名 市民部　文化スポーツ課 芸術文化係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市民文化会館維持管理・運営事業
（施設の機能を維持するための改修工事
等）

同左 同左 同左

　施設を適切に維持管理し、芸術・文化の鑑賞や活動の場としての機
能を保持するとともに、幼児・児童・生徒の芸術鑑賞教室や音楽会を開
催する。

事業費合計 千円 96,651 97,894

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和49年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市民文化会館運営事業
総合計画コード

分野
芸術・文化

(４章３節１項）40301

№ 426 部等名 市民部　文化スポーツ課 芸術文化係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

旧東村山郡役所資料館維持管理・運営
事業
（施設の機能を維持するための改修工事
等）

同左 同左 同左

　県指定文化財である建物を適切に維持管理し、収蔵資料の常設展示
及び天童市の歴史・文化に関する企画展を行う。

事業費合計 千円 18,665 19,583

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和61年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 旧東村山郡役所資料館運営事業
総合計画コード

分野
文化財

(４章３節２項）40302

№ 427 部等名 市民部　文化スポーツ課 芸術文化係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

指定管理者による西沼田遺跡公園管理
運営
ポンプ小屋等屋根改修工事

指定管理者による西沼田遺跡公園
管理運営
備品購入

指定管理者による西沼田遺跡公園
管理運営
修繕等

同左

　国指定史跡である西沼田遺跡公園遺跡の帆ｚン及び活用、出土遺物
の整理及び展示並びに体験学習等の実施をとおして、歴史又は文化
に対する市民の理解及び関心を高めることにより、地域文化の振興に
寄与する。

事業費合計 千円 39,507 26,038

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成20年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 西沼田遺跡公園管理運営業務
総合計画コード

分野
文化財

(４章３節２項）40302

№ 428 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 文化財係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

文化財の保存、調査及び研究
保護団体に対する支援
天童古城発掘調査事業

文化財の保存、調査及び研究
保護団体に対する支援
カクレトミヨ生息地環境修復事業

同左 同左

　市内の文化財の適切な保護を図るとともに、市民に対して市内外の優
れた文化財に触れる機会を提供することにより、文化財に対する理解と
関心を深める

事業費合計 千円 5,191 7,621

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 文化財保護事業
総合計画コード

分野
文化財

(４章３節２項）40302

№ 429 部等名 教育委員会事務局　生涯学習課 文化財係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員
等報酬ほか
市スポーツ推進委員会、地区スポーツ推
進員会の活動と研修事業
総合型地域スポーツクラブの育成
激励金交付事業

同左
激励金交付事業の周知拡充

同左 同左

　本市のスポーツ振興のための委員報酬等。各地区スポーツ推進員会
及び総合型地域スポーツクラブ「あかねエンジョイクラブ」に対し、地域ス
ポーツ振興事業を委託する。東北大会、全国大会、国際大会に出場す
る、団体・個人に対し激励金を交付する。

事業費合計 千円 7,818 13,116

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市、各地域スポーツ推進委員会等

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域スポーツ振興事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 430 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ホストタウン交流事業（トルクメニスタンと
の交流）
事前キャンプ受入れ（トルクメニスタン選
手団）
オリンピック開催事業（聖火リレー、応援
観戦ツアー）

※オリンピック終了後は国際交流と
して事業を検討

同左 同左

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を機に、大会参
加国の選手等と市民等との人的・経済的・文化的な相互交流を図り、地
域の活性化を推進する。

事業費合計 千円 402 16,018

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市、実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名
2020年東京オリンピック・パラリンピック
事前キャンプ及びホストタウン交流事業

総合計画コード
分野

スポーツ
(４章４節１項）40401

№ 431 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

スポーツ大会開催事業
開催地負担金（東北総体、全国大会、東
北大会）
市総合スポーツ大会の開催
マラソン交流事業

スポーツ大会開催事業
開催地負担金（全国大会、東北大
会）
市総合スポーツ大会の開催
マラソン交流事業

同左 同左

　本市で開催されるスポーツ大会に対し、負担金を支出する。本市のスポーツ活
動の普及と振興・発展を目的に、市スポーツ協会加盟団体を中心に競技大会を
開催する。多賀城市、土浦市、網走市などとのスポーツ交流を通し、市民の相互
交流を深めるとともに、両市のスポーツ活動の活性化を図る。

事業費合計 千円 489 7,643

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市、市スポーツ協会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 スポーツ大会開催支援事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 432 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ラ・フランスマラソン開催
定員 3,000人
ﾊｰﾌ　2,500人
3ｋ、ﾌｧﾐﾘｰ　 500人

ラ・フランスマラソン開催
定員　6,500人
ﾊｰﾌ　4,000人
5K　　1,500人
3ｋ、ﾌｧﾐﾘｰ　 1,000人

同左 同左

　市を中心とした実行委員会を組織し、マラソン大会を開催して、本市を
全国にアピールする。

事業費合計 千円 1,824 26,760

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市、実行委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 天童ラ・フランスマラソン事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 433 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

選手強化事業
ジュニア選手の強化

同左 同左 同左

　スポーツ少年団、駅伝（県縦断・女子・ジュニア）チーム及びスポーツ
選手（特にジュニア層）の育成・強化を目的に、スポーツ振興基金を活
用し、育成強化事業を実施する。

事業費合計 千円 5,029 10,175

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 スポーツ選手育成事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 434 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

推進協議会及び山形県スポーツ振興２１
世紀協会負担金、モンテディオ山形の支
援

同左 同左 同左

　ホームタウンＴＥＮＤＯ推進協議会及び山形県スポーツ振興２１世紀協
会へ運営負担金を支出するとともに、㈱モンテディオ山形支援事業を実
施する。

事業費合計 千円 22,420 31,947

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 協議会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ホ－ムタウンスポーツ推進事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 435 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

明治大学との連携による文化スポーツ交
流事業

同左 同左 同左

　平成２２年度に締結された本市と明治大学との連携協定に基づき、本
市の文化スポーツの振興と推進のため、交流事業を行う。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 明治大学・天童市連携事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 436 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

スポーツ施設の整備を図る基金積立 同左 同左 同左

　今後のモンテディオ山形新スタジアム建設への支援に備えるとともに、
本市スポーツ施設の整備に充てるための基金を設立し、積み立ててい
く。

事業費合計 千円 100,187 100,380

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 スポーツ施設整備基金積立事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 437 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市スポーツセンター維持管理事業 同左 同左 同左

　市スポーツセンターについて指定管理者制度に基づく運営を行うとと
もに、計画的な修繕・工事を行う。

事業費合計 千円 193,446 349,458

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 体育施設管理整備事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 438 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

レクリエーション施設整備事業 同左 同左 同左

　市グラウンドゴルフ場及びパークゴルフ場を、良好な環境で利用して
いただくため、同施設の整備及び維持管理を行う。

事業費合計 千円 6,585 8,462

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 レクリエーション施設整備事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 439 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

モンテディオ山形新スタジアム建設誘致
事業
（情報収集）

モンテディオ山形新スタジアム建設
支援事業
※具体的な支援方法については
今後協議

同左 同左

　モンテディオ山形新スタジアムの誘致を図り、本市のさらなる発展を目
指す。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 モンテディオ山形新スタジアム建設誘致事業
総合計画コード

分野
スポーツ

(４章４節１項）40401

№ 440 部等名 市民部　文化スポーツ課 スポーツ振興係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・必要に応じ会議開催 ・必要に応じ会議開催
・委員研修の実施

・必要に応じ会議開催 ・必要に応じ会議開催
・委員研修の実施

地方税法第423条第1項の規定により設置された天童市固定資産評価
審査委員会に関する事務

事業費合計 千円 19 110

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 固定資産評価審査委員会に関する事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 444 部等名 総務部　総務課 行政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・嘱託区の設置
・嘱託員及び嘱託員補助員の委嘱
・嘱託員会議の開催
・永年勤続者の表彰等

同左 同左 同左

市民との連絡調整を緊密にすることにより、本市行政の円滑な運営を推
進するため、市内に嘱託区を設置する。

事業費合計 千円 53,961 55,770

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市民との連絡調整に関する業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 443 部等名 総務部　総務課 行政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・適切な文書管理
・適切な法令等の制定改廃
・法令審査会の開催
・印刷等業務員派遣に係る委託契約(印刷室
業務）
・郵送等による文書収受に係る事務補助会計
年度任用職員の雇用
・印刷機、紙折り機等の借上げ

同左 同左 同左

適切な行政運営を図るための文書法令事務事業費合計 千円 13,583 14,114

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 文書法令事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 442 部等名 総務部　総務課 行政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・市議会に関する事務
・情報公開及び個人情報保護に係る事務
・自衛官の募集に係る事務
・市の境界変更等に係る事務
・総合教育会議に関する事務
・電話交換に関する事務
・環境マネジメントシステムに関する事務
・地縁団体登録事務
・庁内及び課内庶務に関する事務

同左 同左 同左

市議会に関する執行部としての事務、情報公開制度及び個人情報保護制度に係
る事務、自衛官の募集に関する事務、行政区域に関する事務、総合教育会議に
関する事務、電話交換に関する事務、環境マネジメントシステムに関する事務、認
可地縁団体に関する事務等を行い、適切かつ円滑な行政運営を図るもの。

事業費合計 千円 10,253 10,931

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 行政運営の管理に関する事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 441 部等名 総務部　総務課 行政係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　安全運転管理者届出及び講習会
２　安全運転管理者協議会及び安全運
転管理者選任事業所等天童地区事業
主会事業

同左 同左 同左

事業所として安全運転管理者等を選任し、職員を対象として交通ルー
ルの遵守と安全運転の確保のため、天童地区安全運転管理者協議会
の事業への積極的な参加や、職員交通安全推進委員会での交通安全
立哨や広報・啓発活動をとおして、安全運転管理を進めるもの。

事業費合計 千円 83 96

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 交通安全推進に関する事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 448 部等名 総務部　総務課 職員係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　総合健診、人間ドック、VDT検診等
２　ストレスチェック
３　メンタルヘルス研修
４　衛生委員会の開催
５　職員厚生会健康管理事業等

同左 同左 同左

職員の健康増進を図りながら、福利厚生を充実させることで公務能率の
向上に繋げ、市民のために効率的な行政運営につなげるもの。

事業費合計 千円 7,403 8,399

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 職員福利厚生事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 447 部等名 総務部　総務課 職員係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　被災自治体への職員派遣 同左 同左 同左

有事の際、被災自治体の災害応急活動及び復旧活動等を支援するた
め、被災自治体等からの職員派遣依頼に基づき、職員を派遣するも
の。

事業費合計 千円 5 350

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成24年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 被災地派遣に関する事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 446 部等名 総務部　総務課 職員係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　職場研修（OJT、新採職員育成支援）
２　基本研修（新採職員研修、一般職員
研修、監督者研修、管理職研修）
３　特別研修（ピンクリボンメイト養成講
座、ゲートキーパー養成講座等）
４　派遣研修（市町村アカデミー、県市町
村職員研修協議会等）

同左 同左 同左

職員を対象とした各種研修（職場研修、基本研修、特別研修、派遣研修）を実施
し、行政運営の担い手である職員の育成を推進し、組織の活性化を図るとともに、
公共サービスの責任主体として職員の意識改革を図り、職員一人一人の主体的
な取り組みや創意工夫を引き出して、市民サービスの向上を図るもの。

事業費合計 千円 2,377 3,467

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 職員研修事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 445 部等名 総務部　総務課 職員係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・システム運用
・次期基幹系システムの選定及び開発
・基幹系システムデータ抽出業務
・基幹系システム調達支援業務
・情報系端末更新
・庁舎内無線LAN化
・モバイル閉域接続の導入
・端末管理システム更新
・ICT議会執行部側タブレット導入

・システム運用
・基幹系システム更新
・基幹系システムデータ抽出業務
・基幹系残存システム対応業務
・統合型地理情報システムの導入
・県・市町村情報セキュリティクラウ
ド更新

・システム運用
・グループウェアサーバ等更新
・インターネット系端末更新
・インターネット閲覧システムの導入
・テレワークシステムの導入
・第５次ＬＧＷＡＮ更新

・システム運用
・庁舎等ネットワークシステム機器
更新
・標準準拠システム及びガバメント
クラウド移行準備

情報システム機器の導入及び運用を行い、行政事務の効率化を図って
いる。

事業費合計 千円 153,374 258,424

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 システム運用・推進事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 452 部等名 総務部　総務課 情報システム係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　会計年度任用職員配置（育休、休職
等対応）
２　共済（社会保険、雇用保険等）・災害
補償

同左 同左 同左

非常勤職員の任用、身分の取扱いに関わる事項を管理する。事業費合計 千円 93,012 109,552

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 非常勤職員の人事管理事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 451 部等名 総務部　総務課 職員係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１　人事給与システムの更新、運用
２　人事評価の実施
３　職員採用（教養試験、専門試験等）
４　公平委員会審査事務等委託

同左 同左 同左

職員の任用、身分の取扱いに関する事項を管理する。事業費合計 千円 6,517 13,884

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 人事管理事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 450 部等名 総務部　総務課 職員係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

常勤特別職及び一般職の給与の支給 同左 同左 同左

特別職及び一般職の職員に対し、地方公務員法第１４条等の規定によ
り、国や他の地方公共団体の職員との権衡及び人事院勧告を考慮して
条例その他の法令で給与を定めるとともに、人事給与システムを活用し
て人事管理と給与事務の連携を図り、給与を適正に支給する。

事業費合計 千円 30,296 41,733

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 給与支給事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 449 部等名 総務部　総務課 職員係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・経済センサス活動調査
・経済センサス調査区管理

・就業構造基本調査
・住宅・土地統計調査単位区設定
・経済センサス調査区設定
・経済センサス基礎調査

・国勢調査準備業務
・農林業センサス準備業務
・住宅・土地統計調査
・経済センサス調査区設定
・経済センサス基礎調査

・国勢調査調査区設定・準備業務
・経済センサス基礎調査
・経済センサス調査区設定
・全国家計構造調査
・農林業センサス

統計法に基づく基幹統計調査の実施事業費合計 千円 19,375 4,045

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 基幹統計調査事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 456 部等名 総務部　総務課 統計調査係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・天童市統計調査員協議会に委託
・研修会の実施

同左 同左 同左

統計調査員の確保を図る。事業費合計 千円 266 293

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 統計調査員確保対策事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 455 部等名 総務部　総務課 統計調査係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

各種統計資料の作成、公表
・天童市の市民所得
・天童市の工業

各種統計資料の作成、公表
・天童市の市民所得
・天童市の統計

各種統計資料の作成、公表
・天童市の市民所得
・天童市の工業
・天童市の商業
・天童市の人口

各種統計資料の作成、公表
・天童市の市民所得

統計資料の作成、情報の提供事業費合計 千円 19 26

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 統計資料の作成、情報の提供
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 454 部等名 総務部　総務課 統計調査係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

システム運用 同左 同左 同左

県及び県内市町村が共同で、住民等が行う行政手続きについて、イン
ターネットを利用した電子申請サービスを提供している。

事業費合計 千円 533 533

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成19年～ 事業主体 山形県自治体DX推進協議会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 電子申請共同アウトソーシング
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 453 部等名 総務部　総務課 情報システム係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・法定外公共物の処分等
・各基金の管理
・寄附採納事務

同左 同左 同左

市有財産の管理（嘱託登記事務を含む）事業費合計 千円 5,930 7,320

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 財産管理事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 460 部等名 総務部　財政課 管財車両係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

土地開発公社運営
（資金管理、運用、予算及び決算等）

同左 同左 同左

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、市の出資により設立された天童市
土地開発公社を運営する（主に経理）。当面、公共用地等の売買等の予定はな
く、一般的運営業務を行う。なお、プロパー職員は平成25年度の退職によって存
在しておらず、平成26年度からは市職員の兼務（財政課長、財政係長、管財車両
係長）のみで事務局を構成している。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 土地開発公社

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 土地開発公社経理等業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 459 部等名 総務部　財政課 財政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地方債の借入及び償還
地方債データベースの管理等

同左 同左 同左

地方債の借入、償還、管理等事業費合計 千円 2,231,535 2,290,340

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市債関係事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 458 部等名 総務部　財政課 財政係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政計画策定、予算編成・調製、決算関
係、財政健全化法関係、財務会計システ
ム管理・運用、地方公会計(新基準)運
用、公共施設等総合管理計画の策定・
運用、課内庶務

同左 同左 同左

持続可能な財政運営の確保等に向け、限られた財源の有効活用と効
率的な予算の執行を念頭に、予算編成、決算処理、各種財務指標の作
成・分析、日々の予算執行・管理を通じ、適正な財政運営を図る。

事業費合計 千円 12,336 8,617

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 財政運営事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 457 部等名 総務部　財政課 財政係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

公共用地、公用地等の取得、管理 同左 同左 同左

土地開発公社の運営事業費合計 千円 49 196

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 土地開発公社事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 464 部等名 総務部　財政課 管財車両係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

公共用地等及びみなし道路の取得 同左 同左 同左

公共用地等の取得事業費合計 千円 811 2,470

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 用地買収事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 463 部等名 総務部　財政課 管財車両係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

車両の安全で効率的な運行と適正な維
持管理

・車両の安全で効率的な運行と適
正な維持管理
・次世代自動車の導入

同左 同左

車両の維持管理と貸出事業費合計 千円 30,798 27,469

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 車両管理事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 462 部等名 総務部　財政課 管財車両係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・庁舎設備改修工事及び維持管理 同左 同左 同左

庁舎の機能向上、維持のための改修及び維持管理事業費合計 千円 113,677 116,069

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 庁舎施設管理業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 461 部等名 総務部　財政課 管財車両係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○行政課題調査研究の実施
○行政課題市長ヒアリングの実施
○行革取組事業検討会（仮称）の開催
○ＰＦＳ（成果連動型助成）の検討
○ＰＦＩ手法の研究
○ＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡを用いた業務プロ
セス標準化の検討

○行政課題調査研究の実施
○行政課題市長ヒアリングの実施
○行革取組事業検討会（仮称）の
開催

同左 同左

持続可能な組織・事業となるように行財政改革を推進する。事業費合計 千円 56 925

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 行財政改革推進事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 468 部等名 総務部　市長公室 政策企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
○総合計画管理
○総合戦略管理
○3か年実施計画策定
○重要事業要望活動
○連携中枢都市圏関連事業
○地下水適正利用促進
○部長会・課長会議等開催
○国土利用計画管理

○総合計画管理
○総合戦略管理
○3か年実施計画策定
○重要事業要望活動
○連携中枢都市圏関連事業
○地下水適正利用促進
○部長会・課長会議等開催
○国土利用計画策定
○地盤沈下水準測量委託（隔年）

○総合計画管理
○総合戦略管理
○3か年実施計画策定
○重要事業要望活動
○連携中枢都市圏関連事業
○地下水適正利用促進
○部長会・課長会議等開催
○国土利用計画管理

◎第８期市総合計画策定
○第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略
○3か年実施計画策定
○重要事業要望活動
○連携中枢都市圏関連事
○地下水適正利用促進
○部長会・課長会議等開催
○国土利用計画管理
○地盤沈下水準測量委託（隔年）

市の施策の指針となる総合計画を策定・進行管理を行う。また、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略の改訂及び進行管理を行い、市の将来像を描く
とともに、実現するための事業を検討する。

事業費合計 千円 9,312 2,161

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 企画調整事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 467 部等名 総務部　市長公室 政策企画係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・業者登録事務
・入札管理システムの保守事業
・工事実績情報システムの利用
・指定物品の発注
・工事検査実施

・入札管理システムの保守事業
・工事実績情報システムの利用
・指定物品の発注
・工事検査実施
・総合評価落札方式の調査研究

・業者登録事務
・入札管理システムの保守事業
・工事実績情報システムの利用
・指定物品の発注
・工事検査実施

・入札管理システムの保守事業
・工事実績情報システムの利用
・指定物品の発注
・工事検査実施

契約関連事業事務・建設工事検査関連事務事業事業費合計 千円 1,777 1,392

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 契約事務・建設工事検査関連業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 466 部等名 総務部　財政課 契約検査係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

４財産区（高擶地区、大字高擶有、干布
地区、大字荒谷有）特別会計事業

同左 同左 同左

議会制財産区３地区（山口、津山、田麦野）と管理会制財産区４地区
（高擶地区、大字高擶有、干布地区、大字荒谷有）の管理運営

事業費合計 千円 746 1,033

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 財産区管理運営時
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 465 部等名 総務部　財政課 管財車両係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

国の法令改正に基づき、市税条例等を
適切に改正する。

同左 同左 同左

１ 国の税制改正に基づき、市税条例等の改正を行う。
２ 税全般に係る管理、普通交付税基礎数値等に係る調整事務

事業費合計 千円 354 412

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 税制調整事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 472 部等名 総務部　税務課 管理諸税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

秘書渉外業務の執行 同左 同左 同左

秘書渉外に関する業務を行う。事業費合計 千円 4,288 9,337

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 秘書渉外事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 471 部等名 総務部　市長公室 秘書係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○明治大学リバティアカデミーを活用し
たオンライン講座の実施
（実施担当：生涯学習課・産業立地室）
○明治大学１４０周年事業への参加

○明治大学リバティアカデミーを活
用したオンライン講座、オーダーメ
イド講座の実施
（実施担当：生涯学習課・産業立地
室・文化スポーツ課）

同左 同左

本市が有する歴史・文化・自然等の資源並びに明治大学が有する知的
資産及び人材を有機的に活用して、地域の生涯学習を支援するととも
に、相互の交流及び発展を図る。

事業費合計 千円 2,150

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 明治大学・天童市連携事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 470 部等名 総務部　市長公室 政策企画係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6つの協議会について負担金を支出し、
高速交通対策を行う。
また、山形空港民家防音機能回復事業
として補助金を支出する。

同左 同左 同左

仙山線整備促進同盟会、山形圏域奥羽新幹線整備実現同盟会等を通
し、鉄道輸送の利便性の向上に向けたダイヤの改正、整備促進等の要
望活動を行う。

事業費合計 千円 787 1,287

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～令和6年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 高速交通対策事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 469 部等名 総務部　市長公室 政策企画係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地方税法及び市税条例に基づき、適切
に課税する。

地方税法及び市税条例に基づき、
適切に課税する。
基幹系システムの再構築による、軽
自動車税システム等の変更。

地方税法及び市税条例に基づき、
適切に課税する。
基幹系システムの再構築による、軽
自動車税システム等の変更、アウト
ソーシング。

同左

軽自動車税の納税義務者に対し、市税条例に基づき適正かつ公平に
課税を行う。

事業費合計 千円 4,692 5,071

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 軽自動車税賦課事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 476 部等名 総務部　税務課 管理諸税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

国民健康保険法及び市税条例に基づ
き、適切に課税する。

国民健康保険法及び市税条例に
基づき、適切に課税する。
基幹系システムの再構築による、国
民健康保険税システム等の変更

国民健康保険法及び市税条例に
基づき、適切に課税する。

同左

加入者ごとに前年の所得割額等を計算し、国民健康保険条例に基づき
国民健康保険税を課税する。

事業費合計 千円 5 5

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険税賦課事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 475 部等名 総務部　税務課 管理諸税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地方税法及び市税条例に基づき、適切
に課税する。

同左 同左 同左

たばこ卸売販売業者等が、製造たばこを市内のたばこ小売販売業者に
販売した本数に応じた申告により課税する。

事業費合計 千円 5 35

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 たばこ税賦課業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 474 部等名 総務部　税務課 管理諸税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地方税法及び市税条例に基づき、適切
に課税する。

同左 同左 同左

鉱泉浴場の経営者などの特別徴収義務者が行う入湯者数に応じた申
告について、申告内容が適切であるかの確認及び必要に応じた申告指
導を行い、適正な賦課徴収を図る。

事業費合計 千円 5 5

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 入湯税賦課事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 473 部等名 総務部　税務課 管理諸税係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・対象被保険者（第1号被保険者）及び
世帯構成員の所得状況等を的確に把握
し、適正な保険料の賦課を行う
・介護保険料の改定

・対象被保険者（第1号被保険者）
及び世帯構成員の所得状況等を
的確に把握し、適正な保険料の賦
課を行う

同左 ・対象被保険者（第1号被保険者）
及び世帯構成員の所得状況等を
的確に把握し、適正な保険料の賦
課を行う
・介護保険料の改定

介護保険制度の財源確保のため、加入者に対して介護保険料の賦課
及び保険料通知書の発行を行う。

事業費合計 千円 3 3

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 介護保険料賦課事務（第１号被保険者）
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 480 部等名 総務部　税務課 市民税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・地方税及び市税条例に基づき、適正に
課税を行う

・地方税及び市税条例に基づき、
適正に課税を行う
・基幹系システムの再構築に伴う、
住民税システム等の変更

・地方税及び市税条例に基づき、
適正に課税を行う

同左

地域社会の費用を住民と同様に法人にもその能力に応じて負担を分担し、行政
サービスなどの受益に対する対価として、その収益等を計算した申告書等により
市民税を課税する。また、適正で効率的な課税事務を行うために、システムの導
入、申告書及び各種届出等の電子化を進める。

事業費合計 千円 647 724

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 法人市民税賦課事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 479 部等名 総務部　税務課 市民税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・地方税法及び市税条例等に基づき、適
正に課税を行う
・地方税等の改正に伴う個人住民税の
課税見直し
・課税データ（給報）打込業務外部委託
・税制改正対応システム改修
・課税した資料に基づき、分析調査を行
う

・地方税法及び市税条例等に基づき、適正に
課税を行う
・地方税等の改正に伴う個人住民税の課税見
直し
・課税データ（給報）打込業務外部委託
・税制改正対応システム改修
・課税した資料に基づき、分析調査等を行う
・基幹系システムの再構築に伴う、住民税シス
テムと申告支援システム等の変更

・地方税法及び市税条例に基づ
き、適正に課税を行う
・地方税等の改正に伴う個人住民
税の課税見直し
・課税データ（給報）打込業務外部
委託
・課税した資料に基づき、分析調査
を行う

同左

住民に対する行政サービスなどの地域社会の費用を、年間収入等に応じて負担を分担するため、その
所得等を計算した申告書等により市民税を賦課する。適正な課税事務や申告相談の迅速化を図るた
め、申告支援システムの導入や申告書の電子化、情報提供のネットワーク化、さらに国税連携等を推進
し、市民サービスの向上に努める。
また、課税状況調査事務として、毎年7月1日現在の本市における課税状況の内容について、税目及び
項目ごとに分析し税情報等を把握する。

事業費合計 千円 42,216 36,063

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 個人住民税賦課事務（課税状況調査）
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 478 部等名 総務部　税務課 市民税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地方税法及び市税条例に基づき、適切
に証明書等の発行を行う。
課内調整、事務効率化を図る。

地方税法及び市税条例に基づき、
適切に証明書等の発行を行う。
基幹系システムの再構築による、税
証明システム等の変更
課内調整、事務効率化を図る。

同左 同左

市民課で受付した申請書に基づき、税務課で税証明書を作成する。確
認後、市民課に送り、申請者に交付している。
課内庶務及び調整事務等（文書管理・財務・環境マネジメント・各種調
査等に関する課内調整及び取りまとめ・各税務協議会・表彰事務等）

事業費合計 千円 117 95

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 税証明等発行事務、 課内庶務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 477 部等名 総務部　税務課 管理諸税係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

県からの依頼により、固定資産税等の賦
課状況についての資料を作成する。

同左 同左 同左

地方税法第418条及び第422条の規定に基づき、固定資産税及び都市
計画税に関する概要調書を作成し、毎年県を通じて国に提出してい
る。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 概要調書作成事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 484 部等名 総務部　税務課 固定資産税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

適正課税のため、土地・家屋の調査を行
う。

同左 適正課税のため、土地・家屋の調
査を行う。
航空写真撮影を行う。
山間部現況図作成を行う。

適正課税のため、土地・家屋の調
査を行う。

土地については、登記地目の変更に伴う現況調査及び市街化農地の
現況調査等を実施している。また、家屋については、新築・増築分の評
価を行うための現地調査、滅失届があった家屋の調査を行っている。

事業費合計 千円 10,529 2,161

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 土地家屋調査事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 483 部等名 総務部　税務課 固定資産税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

固定資産税は、賦課期日において固定
資産を所有する者に対して賦課を行う。
都市計画税は、賦課期日において市街
化区域内に土地・家屋を所有する者に
対して賦課を行う。

同左 同左 同左

固定資産税は、賦課期日において所有する固定資産について、評価額を決定し
て課税台帳に登録し、それに基づき税額を算出し、所有者に対して賦課を行って
いる。都市計画税は、固定資産課税台帳を基に、市街化区域内の土地・家屋に
ついて評価額を決定して賦課を行っている。

事業費合計 千円 22,589 19,790

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 固定資産税・都市計画税賦課事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 482 部等名 総務部　税務課 固定資産税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・対象被保険者の所得状況等を的確に
把握し、適正な保険料の賦課を行う
・消費税率の引き上げに伴う低所得者等
に対する介保険料均等割額軽減額の見
直し

・対象被保険者の所得状況等を的
確に把握し、適正な保険料の賦課
を行う
・保険料改定

・対象被保険者の所得状況等を的
確に把握し、適正な保険料の賦課
を行う

・対象被保険者の所得状況等を的
確に把握し、適正な保険料の賦課
を行う
・保険料改定

75歳以上の方（山形県後期高齢者医療広域連合より認定を受けた障害
のある65歳以上の方を含む）に「生活を支える医療」を提供する後期高
齢者医療制度を維持する財源確保のため、加入者に対し後期高齢者
医療保険の賦課及び保険料通知書の発行を行う。

事業費合計 千円 1 1

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市・山形県後期高齢者医療広域連合会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 後期高齢者医療保険料賦課事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 481 部等名 総務部　税務課 市民税係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・滞納整理
（財産調査、差押、執行停止、不納欠
損）
・電話催告業務委託
・納税相談員の設置

・滞納整理
（財産調査、差押、執行停止、不納
欠損）
・電話催告業務委託
　契約更新　（Ｒ4.4.1～Ｒ9.3.31）
・納税相談員の設置
・預貯金照会システム導入

・滞納整理
（財産調査、差押、執行停止、不納
欠損）
・電話催告業務委託
・納税相談員の設置

同左

市税及び保険料等は財政収入の根幹であり、税収等の確保は最重要
である。税負担の公平を保つため、財産差押等の滞納処分を含めた徴
収強化を行い収納率の向上を図る。

事業費合計 千円 9,557 9,265

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 滞納整理・納税相談等事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 488 部等名 総務部　納税課 納税係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・コンビニ収納、スマホ収納による電子納
付の実施

同左
※基幹系システム更新

・コンビニ収納、スマホ収納による
電子納付の実施
・クレジットカード納付の開始

・コンビニ収納、スマホ収納、クレ
ジットカード納付による電子納付の
実施

コンビニ収納やスマホ収納など電子納付、納付しやすい環境を整備し、
納期内納付及び収納率向上を図る。

事業費合計 千円 2,505 3,289

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 納付環境整備事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 487 部等名 総務部　納税課 収納管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・過誤納金還付充当事務処理
・徴収対策のための納付情報の活用
・口座振替推進事務

・過誤納金還付充当事務処理
・徴収対策のための納付情報の活
用
・口座振替推進事務
※基幹系システム更新

・過誤納金還付充当事務処理
・徴収対策のための納付情報の活
用
・口座振替推進事務

同左

市税等の収納管理事務及び口座振替推進事業事業費合計 千円 2,035 2,501

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市税等収納管理事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 486 部等名 総務部　納税課 収納管理係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

基準年度において、すべての土地・家屋
について評価額の算定を行う。
【評価替え年度】
標準地地価鑑定（下落修正用）
評価替え検証

【評価替え前々年度】
標準地宅地鑑定
標準地地価鑑定（下落修正用）
標準地（農地・山林）精通者価格調
査
評価替え準備

【評価替え前年度】
標準地地価鑑定（下落修正用）
評価替え実施

基準年度において、すべての土
地・家屋について評価額の算定を
行う。
【評価替え年度】
標準地地価鑑定（下落修正用）
評価替え検証

固定資産評価基準に基づき、土地・家屋について原則的に３年ごとに
評価替えを行う。ただし、土地については、時価の下落傾向から毎年見
直しを行っている。

事業費合計 千円 5,687 6,236

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 評価替え事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 485 部等名 総務部　税務課 固定資産税係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

納税者の納付に関する利便性を向上さ
せ、厳正な滞納処分等により収納率の向
上を図る。

同左 同左 同左

国民健康保険制度の運営を維持するための財源を確保するもの事業費合計 千円 6,017 6,771

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 国民健康保険税賦課徴収事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 492 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

寄附者を対象にアンケートを行い、回答
者に対して将棋駒ストラップや「３月のラ
イオン」限定ノベルティグッズを贈呈す
る。
また、寄附者と交流できるイベントに参加
し、ＰＲを行う。

同左 同左 同左

ふるさと納税の寄附者に対して、アンケートを実施し、回答の謝礼として
将棋駒ストラップや将棋を題材にした人気漫画「３月のライオン」限定ノ
ベルティを贈呈する。

事業費合計 千円 37,239 98,457

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ふるさと納税を活用したシティプロモーション
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 491 部等名 総務部　ふるさと納税推進室 ふるさと納税推進室 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

返礼品カタログやポータルサイトを通して
寄附を受け付け、寄附額の３割に相当す
る返礼品を贈呈する。
また、証明書等の送付やワンストップ特
例制度の受付を行う。

同左 同左 同左

ふるさと納税の寄附者に対して、採納証明書等の送付を行うとともに、
寄附額の３割に相当するさくらんぼ等の本市特産品を贈呈する。また、
税額控除に係るワンストップ特例制度の申請を受付する。

事業費合計 千円 1,080,151 1,544,318

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ふるさと納税の推進に関する事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 490 部等名 総務部　ふるさと納税推進室 ふるさと納税推進室 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・市報掲載
・納期案内板設置
・納期一覧配布
・納期一覧入りポケットテイッシュ作成及
び配布
・納税ポスター募集及び展示
コンビニ収納、口座振替ＰＲ活動

同左 同左 同左

納税の理解と納期内納付の広報を図る。事業費合計 千円 400 510

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 納税広報対策事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 489 部等名 総務部　納税課 納税係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
　住民異動、戸籍届、諸証明交付、埋火葬及
び斎場使用許可、一般旅券の申請・交付等の
事務を適切に行う。
　マイナンバーカードを利用し、住民票等の証
明書をコンビニエンスストアで発行する。
・レジ更新
・キャッシュレス決済開始R3.7.1～

　住民異動、戸籍届、諸証明交付、埋火葬
及び斎場使用許可、一般旅券の申請・交
付等の事務を適切に行う。
　マイナンバーカードを利用し、住民票等の
証明書をコンビニエンスストアで発行する。
・現金の取扱いについて、スムーズな会計
処理を行うため、自動支払機を導入する。

　住民異動、戸籍届、諸証明交付、埋火葬
及び斎場使用許可、一般旅券の申請・交
付等の事務を適切に行う。
　マイナンバーカードを利用し、住民票等の
証明書をコンビニエンスストア及び市役所
で発行する。
　また、マイナンバーカード所有者の転出・
転入のワンストップ化を図る。

同左

　埋火葬許可、臨時運行許可、旅券、各種諸証明の受付及び交付を行
うとともに、各種諸証明のコンビニ交付を行うなど、市民の生活に必要な
書類の作成、発行を適切に行う。

事業費合計 千円 19,243 18,245

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 窓口及び各種証明書の交付事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 496 部等名 市民部　市民課 市民係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　戸籍届出に基づき、戸籍情報システム
に入力及び人口動態統計調査票を作成
する。また、検察庁、裁判所等から犯罪
者名簿への通知及び照会の事務を行
う。
　戸籍事務の情報連携システムの改修を
行う。

　戸籍届出に基づき、戸籍情報シ
ステムに入力及び人口動態統計調
査票を作成する。また、検察庁、裁
判所等から犯罪者名簿への通知
及び照会の事務を行う。
　戸籍事務の情報連携システムの
改修を行う。

　戸籍届出に基づき、戸籍情報シ
ステムに入力及び人口動態統計調
査票を作成する。また、検察庁、裁
判所等から犯罪者名簿への通知
及び照会の事務を行う。

同左

　出生、死亡、婚姻、離婚等の戸籍届出による適切な事務及び保健所
への報告を行う。また、検察庁、裁判所からの通知及び照会の事務処
理を行う。

事業費合計 千円 19,811 19,620

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和22年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 戸籍事務等に関する事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 495 部等名 市民部　市民課 戸籍係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　住民基本台帳法及び在留管理制度に
基づく、住民登録、異動等の事務を行
う。また、居住不明等の調査を行い、適
切な住民基本台帳の管理を行う。

　住民基本台帳法及び在留管理
制度に基づく、住民登録、異動等
の事務を行う。また、居住不明等の
調査を行い、適切な住民基本台帳
の管理を行う。

同左 同左

　住民基本台帳法による世帯等の異動状況、在留管理制度に基づく各
種届出を住基ネット等のネットワークシステムで適正に管理し、住民記
録の適正な管理を行う。

事業費合計 千円 19,616 19,805

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 住民基本台帳に関する事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 494 部等名 市民部　市民課 記録年金係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

納税者の納付に関する利便性を向上さ
せ、厳正な滞納処分等により収納率の向
上を図る。

同左 同左 同左

後期高齢者医療保険制度の運営を維持するための財源を確保するも
の

事業費合計 千円 1,918 2,502

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 後期高齢者医療保険料賦課徴収事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 493 部等名 健康福祉部　保険給付課 国保医療係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

現金の出納、保管に関する事務及び支
出命令書の審査事務
年間の事業実績に基づく決算報告

同左 同左 同左

現金の出納、保管に関する事務及び支出命令書の審査事務
決算調製事務

事業費合計 千円 9,372 10,541

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 出納管理事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 500 部等名 会計課 金銭出納係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　国民年金制度における法定受託事務
と日本年金機構との協力及び連携によ
り、市民サービスの向上を図る。
　住民税法の改正に伴うシステム改修を
行う。

　国民年金制度における法定受託
事務と日本年金機構との協力及び
連携により、市民サービスの向上を
図る。

同左 同左

　国民年金制度における法定受託事務と日本年金機構との協力・連携
により、市民サービスの向上を図る。

事業費合計 千円 3,165 5,998

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 国

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 　国民年金、福祉年金事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 499 部等名 市民部　市民課 記録年金係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　住居表示区域内の対象家屋等に番号
を付番する。
　老朽化した街区表示板を順次更新す
る。

同左 同左 同左

　住居表示区域内の対象家屋等に住居番号を付番する。また、経年劣
化した街区表示板を計画的に更新する。

事業費合計 千円 1,782 1,505

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和56年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 住居表示事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 498 部等名 市民部　市民課 記録年金係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　全国ネットワークシステムに接続し、住
民票の広域交付、転出手続きの簡素化
及び個人番号管理を行い、マイナン
バーカードの交付・更新を行う。
　マイナンバーカードの使用方法等を説
明した資料を作成し、普及促進を図る。

　全国ネットワークシステムに接続し、住
民票の広域交付、転出手続きの簡素化
及び個人番号管理を行い、マイナン
バーカードの交付・更新を行う。
　マイナンバーカードの使用方法等を説
明した資料を作成し、普及促進を図る。

同左 同左

　社会保障・税番号制度の施行に伴い開始したマイナンバーカードを
交付するとともに、マイナンバーカードの普及促進を図る。

事業費合計 千円 33,356 35,037

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成27年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 個人番号カードの交付及び普及促進事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 497 部等名 市民部　市民課 記録年金係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市監査基準及び監査実施計画に基づ
き、監査、検査及び審査を実施する。

同左 同左 同左

地方自治法、地方公営企業法及び市監査基準に基づき、監査、検査
及び審査を実施するもの。

事業費合計 千円 4,249 4,568

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 監査、検査、審査に係る事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 504 部等名 監査委員事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

国政、県政、市政に係る各種選挙及び
財産区議会議員選挙等を執行
若年層の投票率低下が顕著な中、投票
しやすい環境整備を図る方策として開設
した期日前投票所の設置を引き続き実
施
①衆議院議員選挙

同左
①参議院議員選挙
②県議会議員選挙（準備）
③津山財産区議会議員選挙
④田麦野財産区議会議員選挙

同左
①県議会議員選挙
②市議会議員選挙
③山口財産区議会議員選挙

同左
①市長選挙
②県知事選挙

任期満了等による各種選挙を執行する。これにあわせ、投票しやすい
環境整備を図る方策の一つとして利便性が高い商業施設への期日前
投票所の設置を引き続き行う。

事業費合計 千円 24,842 22,031

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 各種選挙執行事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 503 部等名 選挙管理委員会事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

選挙管理委員会の開催
庶務に関する事務
基幹系システム更新の準備等

選挙管理委員会の開催
庶務に関する事務
基幹系システムの更新にあわせ選
挙（期日前・不在者投票）システム
の更新・選挙（当日）システムの導
入

選挙管理委員会の開催
庶務に関する事務
基幹系システムの更新にあわせ選
挙（期日前・不在者・当日投票）シ
ステムの実際の使用

選挙管理委員会の開催
庶務に関する事務
基幹系システムの更新にあわせ選
挙（期日前・不在者・当日投票）シ
ステムの実際の使用
共通投票所の設置に向けた検討

法の規定に基づく各種選挙の執行及び地方自治法に基づく直接請求
等事務を運営する。令和５年１月～基幹系システムの更新にあわせ選
挙(期日前・不在者投票）システムの更新及び選挙（当日投票）システム
の導入を行う。

事業費合計 千円 1,635 1,789

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 選挙管理委員会運営事業及び庶務に関する事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 502 部等名 選挙管理委員会事務局 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

常時啓発活動・街頭啓発活動等
永久選挙人名簿に新規登録の18歳へ啓
発はがきの送付
新成人を祝う会での啓発物品等の配布
選挙啓発ポスター応募者へ参加賞を進
呈
出前講座・選挙ポスター教室の開催

同左 同左 同左

明るい選挙推進協議会及び白ばら会を中心に、有権者一人ひとりが選
挙の意義を自覚し、選挙のルールを守り、進んで投票に参加するよう呼
びかける等の啓発活動を展開するとともに、市内高等学校等で出前講
座等を行う。

事業費合計 千円 127 227

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 選挙啓発活動事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 501 部等名 選挙管理委員会事務局 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

議事の保存及び公開のため、議事録を
作成し、配布、保管する。

同左 同左 同左

議事の保存及び公開のため、議事録を作成し、配布、保管する。事業費合計 千円 3,311 3,593

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 会議録作成業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 508 部等名 議会事務局 議事係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市議会議員の任期（4年）満了の改
選に伴い、議員提要印刷、議場の
氏名標等の変更、被服貸与等を行
う。

市議会議員の任期（4年）満了の改選に伴い、議員提要印刷、議場の氏
名標等の変更、被服貸与等を行う。

事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市議会議員改選に係る業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 507 部等名 議会事務局 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

議会及び事務局に関する庶務事務を行
う。

議会及び事務局に関する庶務事
務を行う。
議場のイスを更新

議会及び事務局に関する庶務事
務を行う。
議員協議会室テーブルを更新

議会及び事務局に関する庶務事
務を行う。

　 議員に係る報酬等の支払い、各市議会議長会に係る事務、会議・行
事等の日程調整、その他議員に係る庶務事務及び事務局内庶務事務
を行う。

事業費合計 千円 183,083 183,262

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 議会・事務局庶務事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 506 部等名 議会事務局 庶務係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

常任委員会、全員協議会、その他会議
で行う調査等の事務的補助を行う。

同左 同左 同左

 常任委員会、全員協議会、その他の会議で行う調査等の随行、事務的
補助を行う。

事業費合計 千円 7,032

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 委員会・全員協議会・その他の会議・会派担当事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 505 部等名 議会事務局 庶務係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・議場音響等設備の保守
・議会中継インターネット配信システム機
器の保守（契約更新）
・定例会・臨時会における本会議のシス
テム操作及び中継配信（機器リース）

・議場音響等設備の保守
・議会中継インターネット配信シス
テム機器の保守
・定例会・臨時会における本会議の
システム操作及び中継配信（機器
リース）

同左 同左

本会議の確実な記録とともに、本会議の状況を広く市民に公開する。(イ
ンターネットによる本会議のライブ・録画配信)

事業費合計 千円 1,260 1,572

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成20年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 本会議の中継・録画・録音業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 512 部等名 議会事務局 調査係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

年４回発行
発行時期は、定例会の翌々月(５月、８
月、１１月及び２月）

同左 同左 同左

定例会など議会活動の情報を、広く積極的に市民に広報するために議
会だよりを発行する。

事業費合計 千円 1,911 1,932

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和53年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 議会だより発行業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 511 部等名 議会事務局 調査係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

本会議並びに各委員会の運営事務を行
う。

同左 同左 同左

本会議並びに委員会の運営業務事業費合計 千円

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 議会本会議・委員会調整事務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 510 部等名 議会事務局 議事係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

会議（本会議、予算・決算特別委員会）
の会議録をデータベース化し、インター
ネット等により閲覧を可能にする。

同左 同左 同左

会議（本会議、予算・決算特別委員会）の会議録をデータベース化し、
インターネット等により閲覧を可能にする。

事業費合計 千円 944 1,041

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成14年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 会議録データベース作成業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 509 部等名 議会事務局 議事係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・ホームページ情報更新・管理業務 同左 同左 同左

ホームページを活用し、タイムリーな情報提供を行う。各課等で編集・作
成したホームページを公開する。

事業費合計 千円 919 902

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成９年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ホームページ情報更新・管理事務
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 516 部等名 総務部　市長公室 広報係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

議場運営システム、音響・映像シス
テムの更新。主に映像設備のデジ
タル化に向けた改修を行う。
（議長側、執行部側、議員側、演
壇、質問席のマイク部分とインター
フェイスは再利用。）

音響、映像設備、議場運営システムのオペレートを改修し、デジタル化
に向けた設備更新を行うもの。

事業費合計 千円

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～令和5年 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 議会設備改修事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 515 部等名 議会事務局 調査係 事業区分 新規

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・定例会や委員会等でタブレット端末と
会議システムを使ったペーパーレス議会
・グループウェアによる議員との確実な情
報共有

同左 ・定例会や委員会等でタブレット端
末と会議システムを使ったペー
パーレス議会
・グループウェアによる議員との確
実な情報共有
・９月市議改選に伴うタブレット端末
更新

・定例会や委員会等でタブレット端
末と会議システムを使ったペー
パーレス議会
・グループウェアによる議員との確
実な情報共有

電子資料をクラウド化された議会会議システムに保存し、議員は配付されたタブ
レット端末から電子資料を閲覧することで、議会資料をペーパーレス化するもの。
また検索機能を使い、電子資料やインターネット情報を検索することで議員活動を
より活性化させるもの。グループウェアによる議員との連絡調整及びスケジュール
管理など情報共有の強化と効率化を図るもの。

事業費合計 千円 2,497 2,619

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ICT議会推進事業
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 514 部等名 議会事務局 調査係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・議会のしおりの作成
・根付駒を配布
・お茶・菓子

同左 同左 同左

全国各地の市区町村議会からの視察者を積極的に受け入れる。事業費合計 千円 134 273

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 視察来訪者対応業務
総合計画コード

分野
行財政運営

(５章１節１項）50101

№ 513 部等名 議会事務局 調査係 事業区分 継続
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・ふるさとメールマガジン作成事務 同左 同左 同左

山形新聞社に委託して、毎週木曜日に市内のイベント情報と山形新聞
に掲載された本市に関する記事を登録者にメール配信する。

事業費合計 千円 550 550

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成15年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 ふるさとメールマガジン作成業務
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 520 部等名 総務部　市長公室 広報係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・テレビ・ラジオ広報事務
・CM大賞参加作品作成

同左 同左 同左

ラジオ放送は、ＦＭラジオ山形コミュニティ放送を活用し、各種行政情報を配信す
る。テレビ広報は、山形放送「やまがた東西南北」の番組内で市政情報を配信す
る。また、山形テレビのふるさとＣＭ大賞に参加し、市のＰＲを行う。

事業費合計 千円 557 792

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成10年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 テレビ・ラジオ広報事務
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 519 部等名 総務部　市長公室 広報係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・点字広報の発行
・声の広報の発行

同左 同左 同左

点字広報は、市報の記事を抜粋したものを点字に翻訳して希望者に配
布する。声の広報は、朗読ボランティアグループが市報の記事を抜粋し
てＣＤに録音したものを希望者に配布する。

事業費合計 千円 181 247

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 昭和47年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 点字広報・声の広報発行業務
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 518 部等名 総務部　市長公室 広報係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・市報てんどうを月2回、23,750部発行 ・市報てんどうを月2回、23,800部
発行

・市報てんどうを月2回、23,900部
発行

・市報てんどうを月2回、24,000部
発行

市政情報を月２回発行の市報にまとめ、全世帯に配布する。事業費合計 千円 13,817 17,203

今後の方針 事業内容の見直し

事業期間 昭和33年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市報てんどう発行業務
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 517 部等名 総務部　市長公室 広報係 事業区分 拡充
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事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市政への提言募集
担当課に課題解決策を照会
提言者への回答及び公開

同左 同左 同左

はがきやメールで寄せられる市政への提言、要望、苦情等について、迅
速かつ的確な対応を図るとともに、ホームページ等でその内容を公表す
る。

事業費合計 千円 204 287

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 広聴（市政への提言事業）
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 524 部等名 総務部　市長公室 秘書係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

まちづくり懇談会（１３地域）の開催 同左 同左 同左

各市立公民館との共催による市内１３地域でまちづくり懇談会を開催す
る。

事業費合計 千円 292 402

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成21年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 広聴事業（まちづくり懇談会開催）
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 523 部等名 総務部　市長公室 秘書係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・くらしのガイドブックの作成
・天童市のあらましの作成
・当初予算のあらましの作成
・市勢要覧の作成

・くらしのガイドブックの作成
・天童市のあらましの作成
・当初予算のあらましの作成

同左 同左

転入者に行政情報の提供を行う「くらしのガイドブック」、市勢を紹介す
る「市勢要覧」、市のあらましなどをまとめた「天童市のあらまし」などを作
成し、市内外に情報を提供する。

事業費合計 千円 250 1,936

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 各種行政情報資料作成事務
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 522 部等名 総務部　市長公室 広報係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・メール配信システム運用管理 ・メール配信システム運用管理
・LINEシステム運用管理

同左 同左

必要な情報のメニュー（イベント、観光、子育て、健康、消費生活、災害
など）を選択して登録することで、随時配信される情報を受け取ることが
できる。情報は、各課等で作成し、配信する。

事業費合計 千円 462 462

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 平成24年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 メール配信システム運用管理事務
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 521 部等名 総務部　市長公室 広報係 事業区分 拡充
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第５章　健全な行財政をともに築くまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

叙位・叙勲（自治功労）に係る推薦・伝達
表彰・感謝状贈呈の決定・授与に係る事
務

同左 同左 同左

市が規定する条例等に基づく対象者への表彰等の実施及び国等の栄
典に関する事務を行う。

事業費合計 千円 2,551 1,927

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 表彰・褒章事業
総合計画コード

分野
市民参画

(５章２節２項）50202

№ 528 部等名 総務部　市長公室 秘書係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市制施行63周年記念式典
新春賀詞交歓会

市制施行64周年記念式典
新春賀詞交歓会

市制施行65周年記念式典
新春賀詞交歓会

市制施行66周年記念式典
新春賀詞交歓会

市制施行記念式典及び天童商工会議所との共催による新春賀詞交歓
会を開催する。

事業費合計 千円 69 166

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市・団体

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 市制施行記念式典・新春賀詞交歓会等開催事業
総合計画コード

分野
市民参画

(５章２節２項）50202

№ 527 部等名 総務部　市長公室 秘書係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・地域いきいき講座の実施
・青少年ボランティア支援事業費補助金
・自治会等一斉除排雪作業補助金
・地域活性化センター負担金
・婚活支援事業

・地域いきいき講座の実施
・青少年ボランティア支援事業費補
助金
・自治会等一斉除排雪作業補助金
・地域活性化センター負担金
・婚活支援事業【拡充】

同左 同左

地域振興を図り、協働のまちづくりを実践するため、地域いきいき講座の実施やＮ
ＰＯ団体等に対する支援を行う。
結婚を希望する男女の結婚活動を支援するため、婚活セミナーの開催や婚活団
体への支援及び県や近隣市町と連携した結婚支援活動を行なう。また、新婚世帯
には経済的支援を行う。

事業費合計 千円 7,212 13,969

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 協働のまちづくり推進事業
総合計画コード

分野
市民参画

(５章２節２項）50202

№ 526 部等名 総務部　市長公室 まちづくり推進係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

市民相談室の開設（水曜日を除く）
法律相談の開設（月１回）
行政書士相談の開設（毎週水曜日）

同左 同左 同左

市への要望、陳情、相談等の総合的な窓口として市民相談室を設ける
とともに、弁護士による法律相談や行政書士相談とあわせ、市民目線に
立った迅速かつ的確な相談等への対応に努める。

事業費合計 千円 2,701 2,771

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 広聴（市民相談事業）
総合計画コード

分野
広報・広聴

(５章２節１項）50201

№ 525 部等名 総務部　市長公室 秘書係 事業区分 継続
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第３編　実施計画兼事務事業評価シート 第５章　健全な行財政をともに築くまちづくり

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・地域おこし協力隊員の募集
・地域おこし協力隊員の設置　2人

・地域おこし協力隊員の募集
・地域おこし協力隊員の設置　3人
・地域おこし協力隊の起業・事業継
承支援

・地域おこし協力隊員の募集
・地域おこし協力隊員の設置　2人

・地域おこし協力隊員の募集
・地域おこし協力隊員の設置　2人
・地域おこし協力隊の起業・事業継
承支援

地域活性化及び定住人口の増加を図るため、地域おこし協力隊を設置
し、地域協力活動を行ってもらう。

事業費合計 千円 6,071 7,252

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 平成30年～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 地域おこし協力隊事業
総合計画コード

分野
交流・移住定住
(５章２節４項）50204

№ 532 部等名 総務部　市長公室 まちづくり推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・コワーキングスペース設置
・情報発信
・移住フェア出展及び移住セミナー開催
・移住体験ツアー開催
・移住支援金

・情報発信
・移住フェア出展及び移住セミナー
開催
・移住体験ツアー開催
・移住支援金
・移住相談窓口の充実【拡充】

同左 同左

本市への移住検討者に対し本市の魅力を発信するため、移住相談窓
口の充実や移住者を受け入れる環境整備、移住体験ツアーなどを行
う。

事業費合計 千円 1,731 4,085

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 移住・定住促進事業
総合計画コード

分野
交流・移住定住
(５章２節４項）50204

№ 531 部等名 総務部　市長公室 まちづくり推進係 事業区分 拡充

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・姉妹友好都市との交流促進
・国際交流協会の運営
・織田信長サミットへの参加（福井県越前
町）

・姉妹友好都市との交流促進（マロ
スティカ市民訪問団）
・国際交流協会の運営
・織田信長サミット担当者会議への
参加（愛知県小牧市）

・姉妹友好都市との交流促進（瓦
房店市民訪問団）
・国際交流協会の運営
・織田信長サミットへの参加（愛知
県小牧市）

・姉妹友好都市との交流促進（マー
ルボロウ市民訪問団）
・国際交流協会の運営
・織田信長サミット担当者会議への
参加（岐阜県岐阜市）

姉妹友好都市（マロスティカ市、マールボロウ市、瓦房店市）との交流を
推進する。織田信長サミットに参加し、交流と連携を深める。天童市国
際交流協会の運営を行う。

事業費合計 千円 568 2,662

今後の方針 現状のまま継続

事業期間 ～ 事業主体 市、天童市国際交流協会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 都市間交流事業
総合計画コード

分野
交流・移住定住
(５章２節４項）50204

№ 530 部等名 総務部　市長公室 まちづくり推進係 事業区分 継続

事
業
計
画

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・LGBTマニュアルの策定
・推進委員会の開催
・機関紙ぽっぷの発行
・標語の募集
・市民の集いの開催
・タウンミーティングの開催
・啓発活動

・推進委員会の開催
・機関紙ぽっぷの発行
・標語の募集
・市民の集いの開催
・タウンミーティングの開催
・啓発活動
・女子中高生の理系進路選択支援【新
規】

同左 同左

男女共同参画社会の実現するため、推進計画に基づき、推進委員会の
開催、機関紙の発行、市民の集いの開催、標語の募集等を行いなが
ら、啓発活動を行なう。

事業費合計 千円 1,168 1,204

今後の方針 事業内容の拡充

事業期間 ～ 事業主体 市、男女共同参画社会推進委員会

コ
ス
ト

単位 令和2年度 令和3年度

事業概要

事業名 男女共同参画推進事業
総合計画コード

分野
男女共同参画
(５章２節３項）50203

№ 529 部等名 総務部　市長公室 まちづくり推進係 事業区分 拡充

147



148



２　第七次天童市総合計画指標

資　料　編

１　財政資料
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１　財政の概要

（単位：千円、人）

年　　度 令和３年度
項　　目 （決算見込）

歳 入 総 額 26,720,825 27,428,666 37,711,803 32,570,106

歳 出 総 額 25,220,175 25,960,128 35,563,403 30,445,476

歳 入 歳 出 差 引 額 1,500,650 1,468,538 2,148,400 2,124,630

実 質 収 支 1,390,998 1,376,346 2,046,410 1,865,021

単 年 度 収 支 122,053 △ 14,652 670,064 △ 181,389

実 質 単 年 度 収 支 △ 321,609 720,108 △ 362,135 631,724

財 政 力 指 数
（ ３ か 年 平 均 ）

0.695 0.699 0.703 0.687

経常収支比率(％) 90.7 89.2 89.9 85.0

実質収支比率(％) 10.4 10.2 14.6 12.8

実質公債費比率(％) 5.3 4.8 4.4 3.9

基 準 財 政 需 要 額 10,478,219 10,708,560 11,120,549 11,506,301

基 準 財 政 収 入 額 7,398,560 7,454,122 7,868,234 7,559,774

標 準 財 政 規 模 13,317,001 13,551,373 13,980,231 14,608,777

財 政 調 整 基 金
現 在 高

3,783,692 4,518,495 3,486,413 4,299,526

地 方 債 現 在 高 22,621,539 22,403,386 22,169,726 22,339,132

各 年 度 末 の 人 口 61,850 61,914 61,735 61,496

平成３０年度 令和２年度

※令和３年１２月末人口（外国人住民を含む）

令和元年度
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２　歳入の状況
　　　　（単位：千円、％）

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
決算額
（見込）

構成比
予算額
（当初）

構成比

市 税 8,539,711 32.0 8,719,452 31.8 8,613,720 22.8 8,256,287 21.9 8,303,157 29.7

分担金及び負担
金

161,173 0.6 156,473 0.6 112,984 0.3 87,782 0.2 64,687 0.2

使用料及び手数
料

242,064 0.9 212,981 0.8 192,064 0.5 218,576 0.6 236,629 0.8

財 産 収 入 58,990 0.2 51,374 0.2 40,158 0.1 39,113 0.1 23,295 0.1

寄 附 金 1,931,843 7.2 1,823,304 6.6 2,542,316 6.7 3,150,091 8.4 2,810,005 10.1

繰 入 金 1,294,306 4.8 323,039 1.2 1,734,445 4.6 583,493 1.5 1,436,403 5.1

繰 越 金 1,558,147 5.8 1,500,650 5.5 1,468,538 3.9 2,148,399 5.7 102,563 0.4

諸 収 入 1,662,678 6.2 1,589,695 5.8 1,465,071 3.9 1,643,927 4.4 1,522,013 5.4

15,448,912 57.7 14,376,968 52.5 16,169,296 42.8 16,127,668 42.8 14,498,752 51.8

地 方 譲 与 税 203,830 0.8 207,912 0.8 210,248 0.6 177,860 0.5 200,110 0.7

利 子 割 交 付 金 12,704 0.0 6,567 0.0 6,658 0.0 6,000 0.0 6,000 0.0

配 当 割 交 付 金 15,335 0.1 18,531 0.1 15,471 0.0 11,000 0.0 11,000 0.0

株式等譲渡所得割交付金 13,724 0.1 10,324 0.0 22,936 0.1 9,000 0.0 9,000 0.0

法人事業税交付金 - - - - 59,141 0.2 60,000 0.2 80,000 0.3

地方消費税交付
金

1,218,463 4.6 1,144,139 4.2 1,390,975 3.7 1,200,000 3.2 1,400,000 5.0

ゴルフ場利用税交付金 7,778 0.0 6,080 0.0 5,692 0.0 5,000 0.0 5,000 0.0

自動車取得税交付金 57,067 0.2 29,012 0.1 - 0.0 - 0.0 - -

環境性能割交付金 - - 7,296 - 15,013 0.0 15,000 0.0 15,000 0.1

地方特例交付金 53,502 0.2 151,648 0.6 84,687 0.2 364,623 1.0 70,000 0.3

地 方 交 付 税 3,550,164 13.3 3,736,566 13.6 3,804,978 10.1 4,347,576 11.5 3,900,000 14.0

交通安全対策特別交付金 13,960 0.1 13,629 0.0 15,153 0.0 13,000 0.0 13,000 0.0

国 庫 支 出 金 3,105,050 11.6 3,929,387 14.3 11,488,100 30.5 5,743,888 15.2 4,010,951 14.4

県 支 出 金 1,714,736 6.4 1,919,607 7.0 2,537,155 6.7 2,465,791 6.5 2,334,407 8.4

市 債 1,305,600 4.9 1,871,000 6.8 1,886,300 5.0 2,023,700 5.4 1,382,200 4.9

11,271,913 42.3 13,051,698 47.5 21,542,507 57.1 16,442,438 43.5 13,436,668 48.1

26,720,825 100.0 27,428,666 100.0 37,711,803 100.0 32,570,106 86.4 27,935,420 100.0

26,710,901 100.0 27,418,933 100.0 37,700,386 100.0 32,558,809 100.0 27,930,000 100.0

令和４年度

うち一般会計

平成３０年度

小　　計

合　　　計

依
　
　
　
存
　
　
　
財
　
　
　
源

令和３年度令和２年度令和元年度年　度　

　項　目

自
　
主
　
財
　
源

小　　計
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３　歳出の状況
　　　　（単位：千円、％）

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
決算額
（見込）

構成比
予算額
（当初）

構成比

人 件 費 3,320,854 13.2 3,418,733 13.2 3,748,427 10.5 3,582,347 10.1 3,698,570 13.2

扶 助 費 4,567,418 18.1 5,231,744 20.2 6,121,133 17.2 7,285,156 20.5 6,516,413 23.3

公 債 費 2,347,379 9.3 2,216,797 8.5 2,231,652 6.3 2,274,308 6.4 2,333,096 8.4

小　　計 10,235,651 40.6 10,867,274 41.9 12,101,212 34.0 13,141,811 37.0 12,548,079 44.9

物 件 費 3,583,850 14.2 3,582,991 13.8 4,013,295 11.3 4,195,641 11.8 4,454,796 15.9

維 持 補 修 費 461,300 1.8 416,866 1.6 755,606 2.1 770,489 2.2 610,568 2.2

補 助 費 等 2,696,538 10.7 2,610,744 10.1 10,219,114 28.7 3,860,990 10.9 3,637,228 13.0

積 立 金 1,233,892 4.9 879,958 3.4 1,405,834 4.0 2,327,430 6.5 105,579 0.4

投資・出資・貸付金 1,728,478 6.9 1,626,282 6.3 1,495,936 4.2 1,635,376 4.6 1,591,732 5.7

繰 出 金 2,088,282 8.3 2,026,703 7.8 2,223,081 6.3 2,222,060 6.2 2,367,413 8.5

予 備 費 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 50,400 0.2

小　　計 11,792,340 46.8 11,143,544 43.0 20,112,866 56.6 15,011,986 42.2 12,817,716 45.9

普通建設事業費 3,192,184 12.7 3,949,310 15.2 3,349,325 9.4 2,291,679 6.4 2,569,620 9.2

災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.0

失業対策事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

小　　計 3,192,184 12.7 3,949,310 15.2 3,349,325 9.4 2,291,679 6.4 2,569,625 9.2

25,220,175 100.0 25,960,128 100.0 35,563,403 100.0 30,445,476 85.6 27,935,420 100.0

25,217,062 100.0 25,958,257 100.0 35,559,450 100.0 30,434,179 100.0 27,930,000 100.0

令和４年度

注：(1)財政の概要、(2)歳入の状況、(3)歳出の状況については、普通会計ベースで記載。
　　普通会計は、一般会計、用地買収特別会計、市民墓地特別会計の合計で、会計間の繰出金と繰入金を相殺したもの
　　です。
注：令和３年度決算見込額については、前年からの繰越額を含み、翌年度への繰越額を除いた額です。

投
資
的
経
費

合　　　計

そ
　
の
　
他

うち一般会計

　項　目

義
務
的
経
費

年　度　 令和３年度令和２年度平成３０年度 令和元年度
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第七次天童市総合計画　指標一覧

章 節 単位
H30
(実績)

R1
(実績)

R2
(実績)

R6
（目標）

説明

人 103,403 37,616 68,272 160,000
はな駒荘の利用者数（R1年度までは
かまた荘・ふれあい荘の利用者数）

人 48,719 48,433 21,308 58,000

人 2,011 2,204 1,406 2,400 延人数

か所 11 11 11 15

か所 60 62 62 65

人 6,738 7,676 8,307 13,000 H20年度からの累計

％ 26.1 26.6 26.8 26.0

人 936 947 933 960

か所 - 1 1 1

件 1,490 1,458 1,282 1,650
タクシー利用助成及び就学支援費支
給

か所 4 4 4 6

人 2,623 2,725 2,785 2,850

人 0 0 0 0

か所 2 3 6 5 （指標内容変更）

人 1,126 1,194 1,245 1,240

％ 34.1 36.3 38.2 40.0

人 883 865 841 900 利用会員と援助会員

件 624 803 457 750

人 295,855 267,245 37,922 300,000 年間延人数

人 22,626 23,707 7,136 21,000 年間延人数

％ 46.4 49.8 50.4 60.0

人 2,712 2,503 2,478 3,200

人 141 151 157 300

％ 97.3 97.3 98.7 100.0 １歳６か月児健診

回 22 26 35 40 年間延回数

人 93 235 352 400 H28年度からの累計延人数

人 457,317 463,936 269,342 450,000

％ 99.8 98.6 100.0 100.0

％ 99.6 99.5 99.3 100.0
４か月児・１歳６か月児・３歳児健診
受診率の平均

％ 98.9 97.1 97.4 100.0 定期の予防接種

％ 71.1 73.2 67.2 95.0 任意の予防接種

人 502 493 447 500

人 1,384 1,482 1,533 2,200 年度ごとの延人数

人 359 551 604 600 年度ごとの延人数

子育て未来館げんキッズ利用者数

わらべ館利用者数

受動喫煙防止啓発活動回数

こころのサポーター（ゲートキーパー）養成講座受講
者数

1 3 2 母子保健

妊婦健康診査受診率

乳幼児健診受診率

予防接種率

中学３年生のインフルエンザ予防接種率

出生数

母子保健コーディネーター相談数

発達支援相談等相談数

1 3 1 健康づくり

特定健康診査受診率

ゆぴあ入館者数

乳がん検診受診者数

Ｓｍａｒｔ健診受診者数

幼児の朝食摂取率

1 2 1
子ども・子育て
支援

ファミリー・サポート・センター活動数

病児・病後児保育事業所数

放課後児童クラブ受入可能児童数

保育園などの待機児童数

放課後児童クラブ利用率

保育所、認定こども園等保育定員数

ファミリー･サポート・センター登録会員数

1 1 3 障がい者福祉

福祉タクシー利用助成・福祉給油費助成事業利用
者数

児童発達支援センターの事業所数

グループホームの事業所数

特別支援学校送迎支援事業利用件数

1 1 2 高齢者福祉

介護予防事業利用者数

認知症サポーター数

地域の居場所づくり設置か所数

いきいきサロン２１事業実施数

７５歳以上介護認定率

項 指　標　内　容

1 1 1 地域福祉

高齢者健康福祉施設利用者数

総合福祉センター利用者数
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第七次天童市総合計画　指標一覧

章 節 単位
H30
(実績)

R1
(実績)

R2
(実績)

R6
（目標）

説明項 指　標　内　容

台 63 64 64 65

％ 88.4 86.7 88.2 87.0

人 7,565 7,757 7,429 7,800

％ 46.4 49.8 50.4 60.0

％ 94.56 94.54 95.39
（H35)
93.01

件 12 9 15 50

世帯 1 3 36 10

人 10 1 20 15

戸
（Ｈ27）
2,467

（Ｈ27）
2,467

2,230 1,850 2020年農林業センサス

人
（Ｈ27）
3,459

（Ｈ27）
3,459

2,758 2,850
2020年農林業センサス
R2は基幹的農業従事者数

人 273 264 264 250

％ 48.8 50.7 52.5 56.0

万円 6,372 5,766 6,131 5,000

㎥ 667 669 647 610

億円
(H29)
2,036

(H30)
2,081

(R1)
1706

2,020 2020年工業統計調査

事業所 136 134 129 150 2020年工業統計調査

人 7,556 7,591 7,358 7,900 2020年工業統計調査

事業所 14 14 19 15

人 45 47 40 46

人 698 855 860 750

億円 197 211 229 210

人 238 319 370 300

％ - - 3.5 100.0

万人 252 254 124 262

人 694,329 634,582 217,897 731,300

人 25,132 32,397 9 30,000

人 134,000 132,500 - 120,000

人 110,000 118,000 - 120,000

人 10,000 11,000 - 12,000

件 5,204 5,009 2,322 5,700

人 21 20 19 25

人 3,965 3,838 - 4,400

回 7 8 1 10

万人 163 160 154 200

観光情報センター案内件数

滞在人口（１４時）

2 3 1 観光

観光客の人数

天童温泉入込者数

外国人宿泊者数

天童桜まつり入込者数

天童夏まつり入込者数

おくのほそ道天童紅花まつり入込者数

観光ボランティアガイド数

観光駅馬車利用人数

広域連携により開催する市PRイベント開催回数

2 2 2
企業誘致・産
業創出

荒谷西工業団地従業者数

荒谷西工業団地製造品出荷額

天童インター産業団地従業者数

山口西工業団地分譲率

2 2 1 工業

製造品出荷額

製造業の事業所数

製造業の従業者数

将棋駒事業所数

将棋駒従業者数

2 1 1 農林業

農家戸数

農業就業人口

認定農業者数

担い手への農地集積率

農作物有害鳥獣被害額

松くい虫被害材積

特定健康診査受診率

国民健康保険税収納率

1 4 2 低所得者福祉

生活困窮者自立相談支援プラン作成件数

住居確保給付金支給世帯数

ハローワークへの支援要請者数

1 4 1
公的医療
保険・国民年
金

1 3 3 地域医療

市有施設におけるＡＥＤの設置台数

天童市民病院におけるジェネリック医薬品の利用
率

天童市民病院の健診等延人数
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第七次天童市総合計画　指標一覧

章 節 単位
H30
(実績)

R1
(実績)

R2
(実績)

R6
（目標）

説明項 指　標　内　容

億円
(H28)
1,903

(H28)
1,903

(H28)
1,903

1,930

㎡
(H28)
113,197

(H28)
113,197

(H28)
113,197

111,100

店
(H28)
806

(H28)
806

(H28)
806

850

人
(H28)
5,811

(H28)
5,811

(H28)
5,811

6,500

％ 89.4 87.9 88.3 91.0

人
(H28)
13,367

(H28)
13,402

(H28)
13,402

15,400

人 11 5 1 20

か所 1 1 1 3 市が整備する累積数

件 780 842 888 1,100 H17年度以降の設置補助の累積数

団体 52 54 48 60

トン 18,094 18,231 17,763 17,300

グラム 469 477 488 450
ごみステーションからクリーンピア共
立へ搬入されるごみの総量÷人口÷
365日

％ 12.3 11.9 9.6 16.0
リサイクルを行うゴミの量÷ごみの総
量

％ 92.6 93.0 93.0 92.0
下水道処理区域内人口のうち、下水
道に接続している人口の割合

％ 56.1 61.6 63.0 70.0
合併処理浄化槽整備済人口÷合併
処理浄化槽整備区域内人口

ｍ 9,205.7 9,292.4 9,292.0 9,500
S63年（事業廃止）以降の生垣設置
補助の総延長

ｍ 6,446 6,446 6,446 8,586
H11年度（事業廃止）以降の無電柱
化道路の延長

件 373 441 411 405 （指標内容変更）

％ 99.2 99.2 99.2 100.0

件 35 50 62 100 H27年度以降の累積数

件 15 33 42 70 H27年度以降の累積数

件 83 129 183 240 H27年度以降の累積数

件 44 120 142 240 H29年度以降の累積数

％ 22.1 32.3 34.3 90.0 累積事業費÷総事業費×100

か所 3 7 8 16

km 5.8 6.2 6.2 24.0

3 2 3 河川 ％ 81.7 100.0 100.0 100.0

人 2,399 2,622 2,590 2,800

人 10,710 11,588 9,449 12,000 年間利用者数

3

空き家相談会による相談件数

環境保全3 11 住宅用太陽光発電システム設置補助件数

花いっぱい運動参加団体数

電気自動車用急速充電器整備数

雇用促進助成事業による正規雇用者数

店舗販売面積

商店数

商業の従業者数

3 2 4 公共交通

予約制乗合タクシーの会員登録者数（累計）

3 2 2 道路

天童東根線道路改良事業進捗率

橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕橋数

舗装長寿命化修繕計画に基づく舗装修繕延長

無電柱化道路の延長

新築住宅着工件数

予約制乗合タクシーの利用者数

空き家バンクの登録件数

空き家バンクの利用登録件数

市有施設の耐震化率

都川河川維持改修工事進捗率

2

2 4 1
雇用・労働環
境

高校卒業者の地元定着率

従業者数（商業・製造業）

3 1 2

都市基盤1

環境衛生

ごみの年間総排出量

市民一人当たりの１日の家庭系ごみ排出量

ごみのリサイクル率

水洗化率

合併処理浄化槽普及率

空き家バンク利用による契約締結件数

生け垣設置延長

2 3 2 商業

商品販売額
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第七次天童市総合計画　指標一覧

章 節 単位
H30
(実績)

R1
(実績)

R2
(実績)

R6
（目標）

説明項 指　標　内　容

％ 87.2 88.0 89.0 92.0

％ 78.7 79.3 79.8 83.0

％ 25.8 24.2 30.3 20.0
山形浄化センターで処理している天
童市の汚水量に対し、下水道料金を
徴収していない汚水量の割合

％ 98.8 98.9 98.9 99.0
行政人口のうち、下水道処理区域内
人口の割合

％ 92.6 93.0 93.0 92.0
下水道処理区域内人口のうち、下水
道に接続している人口の割合

棟 51 53 55 80

人 22,170 25,099 23,235 24,000

人 32,855 15,394 33,180 36,500

㎡ 18.6 18.6 18.6 18.6

組織
13

（100）
13

（100）
13

（100）
13

（100）
各市立公民館単位

か所 85 89 93 110

件 52 55 57 62

回 122 125 55 110

回 445 492 463 400

灯 5,261 5,352 5,427 5,400

件 223 199 171 250

％ 359 321 276 400

回 19 16 6 25

回 162 141 99 140

人 570 495 376 460

科目数
(R1.4)

2/5科目
(R2.4)
中止

(R3.4)
2/4科目

3/6科目
当該年度の状況は、次年度の結果
で算出
R2年度の調査(R1の成果)は未実施

(R1.4)
51.4

(R2.6)
50.9

(R3.4)
50.9

52.0
当該年度の状況は、次年度の結果
で算出

(R1.4)
51.3

(R2.6)
50.6

(R3.4)
50.4

52.0
当該年度の状況は、次年度の結果
で算出

0.98 0.96 中止 1.05 市平均値÷全国平均値

0.99 1.00 中止 1.05 市平均値÷全国平均値

1.45 1.37 1.41 1.50 市平均値÷全国平均値

1.92 1.63 1.56 1.60 市平均値÷全国平均値

％ 91.3 92.2 93.6 93.0
各校の学校評価アンケートにおける
満足度の平均値

回 76 70 73 80 入学お祝い献立、食文化献立など

4 1 2 家庭教育 回 65 66 30 90
公民館や学校などにおける子育てや家庭
教育に関する講座などの実施回数

回 3.2 3.0 1.5 3.0

人 9,533 10,782 8,160 8,300

学校教育114

全国学力・学習状況調査で正答率が全国平均以上
の科目数（小６・中３）

各学校の学校評価における児童生徒・保護者の満
足度

標準学力検査の偏差値（小学校）

3

家庭教育講座などの年間開催回数

4 2 1 社会教育

市民一人当たりの公民館年間利用回数

勤労青少年ホーム年間利用者数

標準学力検査の偏差値（中学校）

体力・運動能力調査の全国比（小５）

体力・運動能力調査の全国比（中２）

学級集団アセスメント検査における学級生活満足
群の全国比（小学校）

学級集団アセスメント検査における学級生活満足
群の全国比（中学校）

特別献立給食の実施回数

4 4 交通安全

交通安全教室の年間開催回数

交通事故負傷者数

3 4 3
防犯・消費生
活

公衆街路灯設置数（防犯灯を含む）

4

刑法犯認知件数

人口10万人当たりの犯罪発生率

消費者教育出前講座開催回数

防災避難場所案内表示板の設置数

災害時の連携協定数

応急手当普及啓発活動数

消防訓練指導数

天童高原スキー場利用者数

3 4 2 消防

市民一人当たりの公園面積

3 3 2

3

下水道管路耐震化率

下水道不明水率

下水道普及率

水洗化率

1 防災

自主防災会連絡会組織数・組織率

公園・緑地

老朽化したトイレの改築数

天童高原キャンプ場周辺利用者数

3 3 1 上・下水道

上水道管路耐震化率
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第七次天童市総合計画　指標一覧

章 節 単位
H30
(実績)

R1
(実績)

R2
(実績)

R6
（目標）

説明項 指　標　内　容

人 430 413 - 480
てんどう笑顔塾、てんどう女性
塾、てんどう未来塾

冊 4.2 4.3 3.5 5.0

人 63,292 59,563 32,890 67,000

人 96 92 91 100

人 82,538 83,127 25,995 102,000

人 25,652 25,678 6,547 28,000

人 20,380 20,613 10,136 22,800

人 21,689 17,621 10,568 19,000

人 4,755 4,503 2,692 5,500

件 109 125 8 160

件 102 103 22 160

回 3.5 3.5 1.6 4.2

人 9,682 9,810 3,726 16,100
モンテディオ山形、東北楽天イーグルス２
軍、パスラボ山形ワイヴァンズのホーム試
合の平均入場者数の合計

人 188,750 201,446 72,790 186,000

点 82.1 77.4 - 93.5
インターネットサイト申込者による評
価

人 910 55,940 300 300

％ 90.7 89.2 89.9 87.0
財政の硬直度を示す指数で、数値が
小さいほど良い

％ 6.0 - - 30.0
将来負担すべき負債などの標準財政規
模に対する比率で、数値が小さいほど良
い

ポイント 3.074 3.037 - 3.150 最高点は5.000ポイント

5 1 2 広域行政 件 10 10 31 12

万件 54.4 67.1 96.0 70.0

件 1,347 1,602 1,647 1,500

人 0 180 341 1,200

％ 21.3 25.0 34.5 30.0

人 7,815 7,261 4,024 8,000

法人 13 13 13 16

5 2 3 男女共同参画 ％ 21.3 22.8 21.9 30.0

人 506 483 439 400

人 21,161 21,090 20,907 22,300

人 436 631 836 220

人 16,495 16,137 15,878 17,450

人 48 89 112 100

件 47 93 122 60

224

明治大学・天童市連携講座受講者数

4 3 2 文化財

西沼田遺跡公園年間入場者数

旧東村山郡役所資料館年間入館者数

ＵＩＪターン相談件数（累計）

附属機関(審議会・委員会など)における女性委員
の割合

5 2 4
交流・移住定
住

20から25歳までの転入者数

20代から40代までの人口

移住の取組による20代から40代までの移住者数
（累計）

50代から60代までの人口

移住の取組による50代から60代までの移住者数
（累計）

5 2 2 市民参画

審議会等への公募委員の導入の割合

地域いきいき講座の参加者数

ＮＰＯ法人(特定非営利活動法人)の数

4 4

山形定住自立圏又は連携中枢都市圏の協定によ
る取組事業件数

市のホームページへの年間アクセス件数

市メール配信サービスの登録者数5 2 1 広報・広聴

フェイスブックのフォロワー数

5 1 1 行財政運営

経常収支比率

将来負担比率

市民満足度・重要度アンケート調査における満足度
の全体平均値

1 スポーツ

東北大会激励金授与件数

全国大会激励金授与件数

市民一人当たりの市スポーツセンターの年間利用
回数

ホームゲーム入場者数

本市で開催するプロスポーツのホームゲーム集客
数

天童ラ・フランスマラソン参加ランナーによる評価

ホストタウン交流延人数

4 3 1 芸術・文化

市民文化会館の年間利用者数

美術館の年間入館者数

市民芸術祭入場者数

市民一人当たりの年間の図書の貸出冊数

市民プラザの年間利用者数

生涯学習サポーターバンクへの登録者数

生涯学習
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