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基本施策の大綱 １．快適な都市空間の創造  [産業の振興] まちづくり編 

  計画額 
(施策大綱計) 

総事業費 4,601,600千円 

  うち一般財源 921,590千円 

 
基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（１）企業活動の促

進・雇用の創出 

①持続可能な産業

構造の構築 

（継続） 

産業振興奨励事業 
P37参照 

 

企業の新規立地や既存企業の設備投資を促進するため、奨励

措置対象事業者に対し奨励金を交付し、産業の集積や高度化を

図ります。また、条例の失効期日（平成 29年 3月 31日）を踏まえ

つつ、現行の奨励金制度の見直しを行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 商工業振興室 

計画額 147,000千円 （うち一般財源 147,000千円) 

（３）農林業の振興 

 

④林業経営の安定

化 

（継続） 

林業生産活動支援事業 
P38参照 

 

森林所有者から林業事業体等への施業委託を促進し、生産林

の適正管理と林業事業体等の経営の安定化につなげるため、生産

林における利用間伐等に対する支援を行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 森林林業室 

計画額 28,000千円 （うち一般財源 24,760千円) 
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基本施策の大綱 １．快適な都市空間の創造  [美しい都市環境の創造] まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（４）都市づくりの推進 ①計画的な都市づ

くりの推進 

（継続） 

都市計画見直し事業 
P39参照 

 

亀山市都市マスタープランに示したまちづくり方針の具現化により

計画的な都市づくりを推進するため、都市計画道路の見直しを実

現するとともに、道路交通量の調査を行います。また、都市機能の

適正配置を進めるための立地適正化計画の策定を行います。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 建設部 都市計画室 

計画額 12,300千円 （うち一般財源 8,000千円) 

②活力ある市街地

の形成 

（新規） 

亀山駅周辺市街地再開発推進計画策定事業 
P40参照 

 

ＪＲ亀山駅周辺のにぎわいや活性化を図り、利便性や安全性を

向上させるため、地域と共に駅周辺の再生を目指した推進計画の

策定を行います。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 建設部 都市計画室 

計画額 35,000千円 （うち一般財源 35,000千円) 

（５）景観づくりの推進 ③景観に配慮した

公共空間の整備 

（新規） 

東海道街道環境整備事業（布気小野線） 
P41参照 

 

亀山市歴史的風致維持向上計画に基づき、旧東海道の一部で

ある太岡寺畷（市道布気小野線）における、街道環境の整備を行

います。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 建設部 道路整備室 

計画額 33,500千円 （うち一般財源 15,950千円) 

（６）住環境の向上 

 

①良質な住宅の確

保 

（継続） 

民間活用市営住宅事業 
P42参照 

 

住宅セーフティネットを確保するため、既存の市営住宅と併せ

て、市が民間賃貸住宅を借り上げることで、住宅に困窮する低所得

者の住居を確保します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部 営繕住宅室 

計画額 74,300千円 （うち一般財源 25,310千円) 
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基本施策の大綱 １．快適な都市空間の創造  [美しい都市環境の創造] まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（６）住環境の向上 ②安全・快適な住

環境の整備 

（継続） 

地震対策・木造住宅補強事業 
P43参照 

 

地震に起因する建物倒壊等による人的被害を防止するため、木

造住宅の補強計画・補強工事等に係る経費の一部を助成します。

また、事業の課題等を検証し、制度の見直しを行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 危機管理局 危機管理室 

計画額 119,800千円 （うち一般財源 45,700千円) 

（７）上下水道の整備 ②生活排水対策の

推進  

（継続）  

流域下水道整備費負担金事業 
P44参照 

 

公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全を図るため、県が整

備・管理する流域下水道終末処理場（南部浄化センター）の整備

に係る経費の一部を負担します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部（上下水道局） 下水道室 

計画額 172,100千円 （うち一般財源 5,200千円） 

（継続）  

公共下水道施設整備事業 
P45参照 

 

公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全を図るため、公共下

水道の整備を計画的に進めます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部（上下水道局） 下水道室 

計画額 1,767,000千円 （うち一般財源 4,850千円） 

（新規） 

能褒野都市下水路整備事業 
P46参照 

 

集中豪雨等により浸水被害を出している能褒野都市下水路を改

修し、都市機能を浸水被害から守ります。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部（上下水道局） 下水道室 

計画額 37,800千円 （うち一般財源 21,800千円） 
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基本施策の大綱 １．快適な都市空間の創造  [道路・交通ネットワークの形成] まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（９）道路網の整備 ①幹線道路の整備 （継続） 

都市計画道路整備事業 

P47～ 

P48参照 

 

本市における産業の発展と市民生活の基幹となる道路ネットワー

クを構築するため、幹線道路（都市計画道路）の新設を行います。 

 

整備道路：和賀白川線・野村布気線 （２路線） 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部 道路整備室 

計画額 1,284,100千円 （うち一般財源 68,200千円） 

③道路の安全性と

防災機能の向上 

（継続） 

道路新設改良事業 

P49～ 

P50参照 

 

市内道路ネットワークの強化を図るとともに、関係集落における利

便性・安全性の向上を図るため、生活道路の改築を行います。 

 

整備道路：道野１２号線・久我福徳線 （２路線） 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 建設部 道路整備室 

計画額 67,200千円 （うち一般財源 36,320千円） 

（継続） 

橋梁耐震化補強事業 
P51参照 

 

近い将来に発生が予想される大規模地震に対して道路の防災

機能の向上を図るため、計画的に橋梁の耐震対策を実施します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部 維持修繕室 

計画額 120,000千円 （うち一般財源 54,000千円） 

④道路施設の適切

な維持管理 

（新規） 

橋梁長寿命化修繕事業 
P52参照 

 

市民の安心・安全確保するため、平成２３年度に策定した長寿

命化修繕計画に基づき、市が管理する橋長１５ｍ以上の橋梁（１１

４橋）の補修を計画的に進めます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部 維持修繕室 

計画額 257,000千円 （うち一般財源 115,650千円） 
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基本施策の大綱 １．快適な都市空間の創造  [道路・交通ネットワークの形成] まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（９）道路網の整備 ④道路施設の適切

な維持管理 

（新規） 

舗装老朽化対策事業 
P53参照 

 

市が管理している道路（１７５３路線、延長約５５０ｋｍ）について、

道路管理の平準化、コスト縮減を図るため、年次計画に沿って予防

保全的な修繕を実施します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 建設部 維持修繕室 

計画額 213,000千円 （うち一般財源 95,850千円） 

（１０）公共交通機関

の整備 

③身近な交通手段

の確保 

（継続） 

地域生活交通再編事業 
P54参照 

 

より効率的で効果的な身近な交通手段の確保を図るため、亀山

市地域公共交通計画に基づき、移動困難者の実情等を踏まえた

計画的なバス路線の再編を進めます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 商工業振興室 

計画額 233,500千円 （うち一般財源 218,000千円） 
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基本施策の大綱 ２．市民参画・協働と地域づくりの推進 まちづくり編 

  計画額 
(施策大綱計) 

総事業費 259,800千円 

  うち一般財源 231,620千円 

 
基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（１）地域コミュニティ

の活性化 

①地域コミュニティ

活動の促進 

（継続） 

地区コミュニティセンター充実事業 
P55参照 

 

地域コミュニティ活動を促進するため、その活動拠点となる施設

の整備・充実を図ります。 

（整備等を行う施設） 

関南部地区コミュニティセンターの建設、天神和賀地区コミュ

ニティセンター(駐車場舗装等)、東部地区コミュニティセンター

（地盤等調査設計）、井田川地区北コミュニティセンター(便所

増改築等) （４施設） 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部 地域づくり支援室 

計画額 167,700千円 （うち一般財源 167,700千円） 

（継続） 

地域コミュニティのしくみづくり支援事業 
P56参照 

 

自分たちが住む地域を自分たちで創り上げる自立した地域コミュ

ニティ活動を促進するため、多様な主体による地域の包括的なしく

みづくりや、地域コミュニティの主体的な活動を支援するとともに、組

織の法的位置付け及び地域予算制度の検討を進めます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部 地域づくり支援室 

計画額 13,600千円 （うち一般財源 0千円） 

（２）市民参画・協働

と交流の場の創造 

②市民活動への支

援 

（継続） 

市民活動応援事業 
P57参照 

 

市民活動応援券を地区コミュニティなどへ交付し、市民がサービ

スのお礼として応援券を活用することで、市民活動団体の活動が

活性化するよう、制度周知等に取り組みます。また、制度の課題等

を検証し、よりよい制度への見直しを図ります。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部(文化振興局) 共生社会推進室 

計画額 13,500千円 （うち一般財源 0千円） 
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基本施策の大綱 ２．市民参画・協働と地域づくりの推進 まちづくり編 

 
基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（６）情報の提供と共

有 
①行政情報の市民

との共有化 

（継続） 

ホームページ情報発信事業 
P58参照 

 

市民等との行政情報の共有化を図るため、市ホームページを通

じて、ＣＭＳ(コンテンツマネジメントシステム)を活用しながら、わかり

やすく特色のある行政情報の発信を行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 企画総務部 広報秘書室 

計画額 13,600千円 （うち一般財源 12,520千円） 

（新規） 

行政情報提供事業 
P59参照 

 

ケーブルテレビを活用し、災害や選挙情報、イベントなど幅広い

行政情報を迅速に市民に伝えられる行政放送を行います。機器更

新にあたり、ハイビジョン画質になることから、映像の特性「伝わりや

すさ」を活かします。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 企画総務部 広報秘書室 

計画額 51,400千円 （うち一般財源 51,400千円） 
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基本施策の大綱 ３．健康で自然の恵み豊かな環境の創造 まちづくり編 

  計画額 
(施策大綱計) 

総事業費 1,742,800千円 

  うち一般財源 612,120千円 

 
基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（１）健康づくりの推進 ①保健サービスの

充実 

（継続） 

がん検診推進事業 
P60参照 

 

がんの早期発見と正しい知識の普及を図るため、各種がん検診

の実施や啓発活動を行います。 

がん検診の内容：胃がん・子宮がん・大腸がん・乳がん・ 

肺がん・前立腺がん 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 健康推進室 

計画額 176,900千円 （うち一般財源 172,500千円） 

（継続） 

特定健康診査・特定保健指導事業 
P61参照 

 

生活習慣病の予防に資するため、国民健康保険被保険者に対

し、内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査及び特定保健指導

を実施します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部 保険年金室 

計画額 61,800千円 （うち一般財源 27,320千円） 

（継続） 

予防接種費用助成事業 
P62参照 

 

感染症の重症化予防やまん延防止を図るため、各種予防接種

の接種勧奨や費用助成を行います。 

助成対象とする予防接種：ロタ・インフルエンザ・おたふくかぜ・

水痘・成人用肺炎球菌・麻しん風しん（定期接種漏れ） 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 健康推進室 

計画額 14,600千円 （うち一般財源 14,600千円） 

（２）地域医療の充実 ①地域医療体制の

構築 

（継続） 

三重大学亀山地域医療学講座支援事業 
P63参照 

 

地域医療体制を強化するため、三重大学が行う医療センターに

おける診療体制の整備や総合医・家庭医の養成、本市をフィールド

とした地域医療の研究に対し寄附を行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 健康推進室 

計画額 62,400千円 （うち一般財源 62,400千円） 
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基本施策の大綱 ３．健康で自然の恵み豊かな環境の創造 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（２）地域医療の充実 ②医療センターの

診療体制の充

実と経営健全

化 

 

（新規） 

病院総合情報システム更新事業 
P64参照 

 

医療の質の向上や患者サービスの向上のために、現行システム

であるフルオーダリングシステム機能に、電子カルテ機能やフィルム

レス機能を加えた、新システムを導入します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 医療センター事務局 医事管理室 

計画額 149,800千円 （うち一般財源 0千円） 

（３）循環型社会の形

成・エコシティの実

現 

④ごみの適正処理

の推進 

（継続） 

飛灰再資源化事業 
P65参照 

 

環境負荷の軽減を図るため、ごみ溶融処理施設から発生する溶

融飛灰について、山元還元による再資源化処理を行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 廃棄物対策室 

計画額 104,000千円 （うち一般財源 104,000千円） 

⑤廃棄物処理施

設の適正管理 

（継続） 

し尿処理施設長寿命化事業 
P66参照 

 

稼働後まもなく２８年が経過する亀山市衛生公苑について、浄化

槽汚泥に対応した処理機能の改善や老朽化した設備等を更新し、

施設の長寿命化を図るため、基幹的設備改良工事を実施します。 

事業の実施にあたり、合併特例債を活用します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 廃棄物対策室 

計画額 752,900千円 （うち一般財源 28,900千円） 

（継続） 

ごみ溶融処理施設ボイラー設備整備事業 
P67参照 

 

平成２４年度に判明したボイラー設備過熱器管等の摩耗への対

応のため、損耗の激しい部位の更新・改修工事を行い、施設の延

命化を図ります。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 環境産業部 廃棄物対策室 

計画額 145,000千円 （うち一般財源 36,300千円） 
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基本施策の大綱 ３．健康で自然の恵み豊かな環境の創造 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（３）循環型社会の形

成・エコシティの実

現 

⑤廃棄物処理施

設の適正管理 

（新規） 

ごみ溶融処理施設大規模整備事業 
P68参照 

 

稼動後まもなく１５年が経過するごみ溶融処理施設について、今

後も安定的な運用を図るため、老朽化の進む建物・設備機器につ

いて計画的に整備を行い、施設を今後１５年間稼動できるよう延命

化を図ります。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 廃棄物対策室 

計画額 134,500千円 （うち一般財源 134,500千円） 

（４）自然との共生 ②森林・里山・農

地の保全 

（継続） 

森林環境創造事業 
P69参照 

 

水源かん養機能や土砂災害防止機能などの森林の持つ公益的

機能を発揮させるため、森林所有者から認定林業事業体が２０年

間の管理委託を受けた環境林について、間伐や植栽などの整備を

進めます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 森林林業室 

計画額 37,300千円 （うち一般財源 6,100千円） 

（継続） 

みえ森と緑の県民税市町交付金事業 
P70参照 

 

「災害に強い森林づくり」、「県民全体で森林を支える社会づくり」

を実現するため、みえ森と緑の県民税を財源とする市町交付金を

活用し、「みえ森と緑の県民税市町交付金活用計画」に基づく事業

を実施します。 

里山・竹林生活環境保全支援事業 安全な通学路整備事業  

森と木材のふれあい事業 かめやまの木づかい支援事業  

緑あふれるまちづくり支援事業 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 森林林業室 

計画額 21,200千円 （うち一般財源 200千円） 

（継続） 

中山間地域等直接支払交付金事業 
P71参照 

 

農地の持つ多面的機能の発揮や耕作放棄地の発生防止を図る

ため、中山間地域において、一団の対象農地を５年以上継続的な

農業生産活動を協力して行う集落に対し、交付金を交付します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 農政室 

計画額 24,800千円 （うち一般財源 6,100千円） 
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基本施策の大綱 ３．健康で自然の恵み豊かな環境の創造 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（４）自然との共生 ②森林・里山・農

地の保全 

（継続） 

田園景観推進事業 
P72参照 

 

農村景観の向上や耕作放棄地の発生防止等に資するため、生

産調整水田や耕作放棄地等を活用したコスモスなどの景観形成

作物の作付けを支援しつつ、制度の見直しを行います。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 環境産業部 農政室 

計画額 8,200千円 （うち一般財源 8,200千円） 

（新規） 

多面的機能支払事業 
P73参照 

 

農業・農村の多面的機能の発揮を促進するため、５年間継続し

て地域資源の基礎的保全活動や質的向上を図る活動に取り組む

組織に補助金を交付します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 環境産業部 農政室 

計画額 44,400千円 （うち一般財源 11,000千円） 

（５）防災力の強化 ④災害に強いまち

づくりの推進 

（新規） 

農村地域防災減災事業 
P74参照 

 

ため池点検(平成２５年度)において優先度が高い又は、早急に

整備が必要なため池と判定したもののうち、地震等による破堤が民

家等に影響を及ぼす可能性のあるため池についての耐震調査（地

質調査と解析）を実施します。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 環境産業部 農政室 

計画額 5,000千円 （うち一般財源 0千円） 
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基本施策の大綱 ４．生きがいを持てる福祉の展開 まちづくり編 

  計画額 
(施策大綱計) 

総事業費 493,200千円 

  うち一般財源 324,400千円 

 
基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（２）スポーツの推進 ③スポーツ環境の

整備 

（新規） 

西野公園運動施設改修事業 
P75参照 

 

県内での開催が予定される全国高校総体(平成３０年度)・国民

体育大会(平成３３年度)に向け、西野公園運動施設の改修を行

い、利用者の利便性の向上を図ります。 

西野公園体育館空調設備整備（設計等） 

 

実施年度 平成２８年度 

所管室 市民文化部(文化振興局) 文化スポーツ室 

計画額 7,500千円 （うち一般財源 7,500千円） 

（４）高齢者の多様な

生活スタイルの支

援 

①地域包括ケアの

推進 

（継続） 

地域包括支援事業 
P76参照 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、地

域包括支援センター等を通じて、高齢者のニーズや状態に応じた

地域包括ケアを行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 高齢障がい支援室 

計画額 81,000千円 （うち一般財源 10,800千円） 

（継続） 

地域生活支援事業 
P77参照 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、介

護用品の支給や訪問給食サービスを実施し、家族介護者の負担

軽減を図ります。また、成年後見制度を活用した支援を行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 高齢障がい支援室 

計画額 51,000千円 （うち一般財源 19,700千円） 

（継続） 

介護予防事業 
P78参照 

 

高齢者が健康寿命を延ばし、地域で生きがいを持って生活でき

るようにするため、要支援・要介護状態に移行しないよう介護予防

教室の開催など介護予防の取り組みを行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 高齢障がい支援室 

計画額 42,000千円 （うち一般財源 0千円） 
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基本施策の大綱 ４．生きがいを持てる福祉の展開 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（４）高齢者の多様な

生活スタイルの支

援 

③高齢者の生きが

いづくり活動の支

援 

（継続） 

高齢者・障がい者(児)タクシー料金助成事業 
P79参照 

 

高齢者や障がい者（児）の外出支援と社会参加を促進するた

め、満７５歳以上の高齢者や重度障がい者（児）がタクシーを利用

する場合について、タクシー料金の一部を助成するとともに、事業の

課題等を検証し、見直しを行います。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 健康福祉部 高齢障がい支援室 

計画額 31,000千円 （うち一般財源 31,000千円） 

（５）障がい者の社会

参加の促進 
①障がい者の自立

支援 

（継続） 

障害者総合相談支援センター事業 
P80参照 

 

障がいのある人が地域で自立して暮らせることができるよう、障害

者総合相談支援センターにおいて、障がいのある人やその家族等

に対する総合相談業務を行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 高齢障がい支援室 

計画額 18,400千円 （うち一般財源 18,400千円） 

（６）社会保障の充実 ①医療費にかかる

負担の軽減 

（継続） 

福祉医療費助成事業 

P81～ 

P82参照 

 

義務教育終了までの子どもや心身に障がいを持つ人の医療費の

負担軽減を図るため、通院・入院に要した医療費に対し、県制度に

加え、市単独の助成を行います。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部 保険年金室 

計画額 222,300千円 （うち一般財源 222,300千円） 

③低所得者への支

援 

（新規） 

生活困窮者自立支援事業 
P83参照 

 

生活困窮者自立支援法が平成２７年４月１日から施行に伴い、

自立相談支援事業、住居確保給付金、家計相談支援事業、学習

支援事業に取り組み、これまでの制度の狭間に置かれていた生活

困窮者の自立の促進を図ります。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 
健康福祉部 地域福祉室 

教育委員会事務局 学校教育室 

計画額 40,000千円 （うち一般財源 14,700千円） 
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基本施策の大綱 ５．次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 まちづくり編 

  計画額 
(施策大綱計) 

総事業費 2,412,300千円 

  うち一般財源 2,139,720千円 

 
基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（１）子どもたちの学び

と健全育成 

②教育環境づくりの

推進 

（継続）  

川崎小学校改築事業 
P84参照 

 

施設の老朽化とともに今後の児童数の増加による教室丌足が懸

念される川崎小学校校舎の改築に向け、実施設計を行い、建設工

事を進めます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 教育総務室 

計画額 1,207,000千円 （うち一般財源 1,107,550千円） 

（継続） 

中部中学校クラブハウス建設事業 
P85参照 

 

生徒の学校生活環境の改善を図るため、老朽化している中部中

学校のクラブハウスを改築します。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 教育委員会事務局 教育総務室 

計画額 140,000千円 （うち一般財源 140,000千円） 

③学力・体力の向

上と豊かな心を

育む教育の推進 

（新規） 

学力向上推進事業 
P86参照 

 

児童生徒一人ひとりの「確かな学力」の向上を図るため、「亀山

市学校教育ビジョン」「亀山市学力向上推進計画」に基づき、学力

テスト等の実施と分析により、児童生徒の学力の課題を把握しその

改善に取り組みます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 教育研究室 

計画額 12,800千円 （うち一般財源 12,800千円） 

（継続） 

尐人数教育推進事業 
P87参照 

 

尐人数による児童生徒へのきめ細かな指導を推進し、学校教育

支援体制の充実を図ります。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 学校教育室 

計画額 62,800千円 （うち一般財源 62,800千円） 
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基本施策の大綱 ５．次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（１）子どもたちの学び

と健全育成 
⑤時代に即した教

育の推進 

（継続） 

中学校給食実施事業 
P88参照 

 

「食」を自ら選択する力を育むとともに、心身の成長期における望

ましい食習慣を身につけさせるよう、希望する中学生へのデリバリー

給食を実施します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 学校教育室 

計画額 94,400千円 （うち一般財源 94,400千円） 

（継続） 

情報教育推進事業 

P89～ 

P90参照 

 

児童・生徒の情報処理・活用能力の向上のため、ＩＣＴ機器などを

活用した質の高い授業を展開します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 教育研究室 

計画額 157,100千円 （うち一般財源 157,100千円） 

（継続） 

学校図書館支援事業 
P91参照 

 

市内小・中学校に、図書館司書・図書館連携推進員等を配置

し、図書館システムや市立図書館とのネットワークを活用した図書

環境整備と子どもの読書活動・学習活動の支援を行います。 

また、子どもの家庭での読書環境充実のため、市内幼稚園及び

小学校でファミリー読書リレーを実施します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 教育研究室 

計画額 20,600千円 （うち一般財源 20,600千円） 

（継続） 

外国語指導助手配置事業 
P92参照 

 

英語教育の推進と国際理解の充実を図るため、小・中学校に外

国語指導助手（ＡＬＴ）を配置します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 学校教育室 

計画額 50,300千円 （うち一般財源 48,390千円） 
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基本施策の大綱 ５．次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（１）子どもたちの学び

と健全育成 

⑥すべての子ども

の学びを支える

教育の推進 

（継続） 

個の学び支援事業 

P93～ 

P95参照 

 

特別な支援を要する子どもの学習環境を整えるため、介助員や

学習生活相談員を配置します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 学校教育室 

計画額 179,800千円 （うち一般財源 179,800千円） 

（２）子育て支援 ①健やかに産み育

てる支援体制づ

くり 

（継続） 

妊婦健康診査支援事業 
P96参照 

 

妊婦の健康管理と経済的負担を軽減することで、安心して妊娠・

出産ができる環境を確保するため、妊婦健康診査に必要な経費を

全額公費負担とします。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 健康推進室 

計画額 100,000千円 （うち一般財源 100,000千円） 

（継続） 

丌妊・丌育症治療費助成事業 
P97参照 

 

尐子化対策に寄不するため、丌妊・丌育症治療を行う夫婦に対

し、丌妊・丌育症治療にかかる経費の一部を助成することで経済的

負担の軽減を図ります。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 健康福祉部 健康推進室 

計画額 14,300千円 （うち一般財源 10,100千円） 

②すべての子育て

を支援するしくみ

づくり 

（継続） 

放課後子ども教室推進事業 
P98参照 

 

子どもたちが地域社会の中で健やかに育まれる環境づくりを推進

するため、小学校区単位で学習やスポーツ、地域住民との交流活

動等ができる子どもの居場所（放課後子ども教室）づくりを進めま

す。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 教育委員会事務局 生涯学習室 

計画額 34,400千円 （うち一般財源 11,400千円） 
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基本施策の大綱 ５．次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（３）文化芸術の振興 ④文化芸術活動の

活性化 

（新規） 

亀山薪能開催事業 
P99参照 

 

伝統芸能の裾野を広げる取り組みとして、他関係機関等と連携

し、市民がより身近に「能」に触れることのできる亀山薪能を開催し

ます。 

平成２７年８月 薪能を上演（予定） 

中央公民館による「能」講座の開設 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 市民文化部(文化振興局) 文化スポーツ室 

計画額 7,700千円 （うち一般財源 7,700千円） 

（４）歴史文化の継承 ③文化財の保存・

活用 

（継続） 

鈴鹿関跡範囲確認調査事業 
P100参照 

 

重要な歴史資源である鈴鹿関跡を保護するため、これまで実施

した範囲確認のための発掘調査成果をまとめた調査報告書を刊行

し、国の史跡指定を目指します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部(文化振興局) まちなみ文化財室 

計画額 9,000千円 （うち一般財源 5,130千円） 

（５）歴史的まちなみ

の保存整備 
①関宿の伝統的建

造物群の保存の

推進 

（継続） 

伝統的建造物群保存修理修景事業 
P101参照 

 

関宿において伝統的建造物群の保存を推進するため、老朽化し

た伝統的建造物の修理・修景に対する補助を行います。また、伝

建地区の文化財建造物である東追分鳥居の建替え工事を実施し

ます。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部(文化振興局) まちなみ文化財室 

計画額 70,000千円 （うち一般財源 38,650千円） 

（新規） 

関の山車会館整備事業 
P102参照 

 

関の山車を保存・展示するとともに、祭囃子等の伝承活動の拠

点となる関の山車会館の整備に向け、施設用地の取得、埋蔵文化

財調査、施設整備工事等を行います。 

 

実施年度 平成２８年度 

所管室 市民文化部(文化振興局) まちなみ文化財室 

計画額 180,000千円 （うち一般財源 86,200千円） 

 

  

- 26 -



基本施策の大綱 ５．次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 まちづくり編 

 

基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

 ②歴史的風致を活

かしたまちづくり

の推進 

（継続） 

亀山城周辺保存整備事業 
P103参照 

 

東海道沿道の歴史的風致を活かしたまちづくりを図るため、平成

１９年度以降実施してきた旧亀山城多門櫓をはじめとする亀山城

周辺の整備を継続的に進めます。 

整備等を行う施設： 

京口門周辺歴史的風致形成建造物（旧佐野家住宅修理） 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 市民文化部(文化振興局) まちなみ文化財室 

計画額 30,000千円 （うち一般財源 15,000千円） 

（６）まちづくり観光の

推進 
④まちづくり観光の

マネジメント 

（継続） 

まちづくり観光推進事業 
P104参照 

 

地域と住民が主体となって、まちを楽しみ、まちで学びながら、地

域資源、来訪者満足度、暮らしの環境（定住環境）の三者が調和

する「まちづくり観光」を推進するため、コーディネート機能を担い、

主体的に事業展開をする亀山市観光協会の運営支援を行いま

す。また、地域の多彩な魅力を幅広く発信するシティプロモーション

や、モデルツアーなどを実施します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 市民文化部(関支所) 観光振興室 

計画額 42,100千円 （うち一般財源 42,100千円） 
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行政経営 行政経営編 

  計画額 
(施策大綱計) 

総事業費 365,900千円 

  うち一般財源 289,600千円 

 
基本施策 施策の方向 主要事業の概要 

（１）自立した行政経

営の推進 

②市民サービスの

向上 

（継続） 

行政情報システム事業 

P105～ 

P106参照 

 

行政事務において取り扱う情報を適切に管理することで効率的

な事務処理を行うため、住民情報システムや総合保健福祉システ

ムなどの住民情報系システムと、内部情報系システムを適切に管

理します。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 企画総務部 人事情報室 

計画額 208,800千円 （うち一般財源 185,700千円） 

（継続） 

社会保障・税番号制度システム導入事業 
P107参照 

 

平成２７年度から開始される社会保障・税番号制度に対応する

ため、住民基本台帳システム、税システム、国民健康保険等の社

会保障システムを改修するとともに、統合宛名システムの構築、中

間サーバへの接続を行います。 

 

実施年度 平成２７年度 

所管室 企画総務部 人事情報室 

計画額 111,400千円 （うち一般財源 58,200千円） 

④行財政改革の推

進 

（継続） 

地価調査・地番図整備事業 
P108参照 

 

固定資産税の課税対象となる土地の状況等を的確に把握し、資

産価格の変動に対応した適正な評価を行うため、固定資産（土地）

のシステム評価と丌動産鑑定士による土地の鑑定評価を実施しま

す。 

 

実施年度 平成２７・２８年度 

所管室 財務部 税務室 

計画額 45,700千円 （うち一般財源 45,700千円） 
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◆年度別計画額の集計
(単位：千円）

一般財源 一般財源 一般財源

4,601,600 921,590 2,440,500 486,390 2,161,100 435,200 

(2,662,500) (911,540) (1,474,500) (482,040) (1,188,000) (429,500)

147,000 147,000 63,200 63,200 83,800 83,800 

(147,000) (147,000) (63,200) (63,200) (83,800) (83,800)

28,000 24,760 14,000 12,380 14,000 12,380 

(28,000) (24,760) (14,000) (12,380) (14,000) (12,380)

47,300 43,000 47,300 43,000 0 0 

(47,300) (43,000) (47,300) (43,000) (0) (0)

33,500 15,950 33,500 15,950 0 0 

(33,500) (15,950) (33,500) (15,950) (0) (0)

194,100 71,010 90,100 32,540 104,000 38,470 

(194,100) (71,010) (90,100) (32,540) (104,000) (38,470)

1,976,900 31,850 973,800 11,150 1,003,100 20,700 

(37,800) (21,800) (7,800) (6,800) (30,000) (15,000)

1,941,300 370,020 1,100,100 197,270 841,200 172,750 

(1,941,300) (370,020) (1,100,100) (197,270) (841,200) (172,750)

233,500 218,000 118,500 110,900 115,000 107,100 

(233,500) (218,000) (118,500) (110,900) (115,000) (107,100)

259,800 231,620 181,500 168,260 78,300 63,360 

(259,800) (231,620) (181,500) (168,260) (78,300) (63,360)

181,300 167,700 141,200 135,000 40,100 32,700 

(181,300) (167,700) (141,200) (135,000) (40,100) (32,700)

13,500 0 6,500 0 7,000 0 

(13,500) (0) (6,500) (0) (7,000) (0)

65,000 63,920 33,800 33,260 31,200 30,660 

(65,000) (63,920) (33,800) (33,260) (31,200) (30,660)

1,742,800 612,120 855,000 305,110 887,800 307,010 

(1,531,200) (584,800) (744,500) (292,950) (786,700) (291,850)

253,300 214,420 125,100 104,760 128,200 109,660 

(191,500) (187,100) (95,700) (92,600) (95,800) (94,500)

212,200 62,400 112,300 31,200 99,900 31,200 

(62,400) (62,400) (31,200) (31,200) (31,200) (31,200)

1,136,400 303,700 543,400 149,600 593,000 154,100 

(1,136,400) (303,700) (543,400) (149,600) (593,000) (154,100)

135,900 31,600 69,200 19,550 66,700 12,050 

(135,900) (31,600) (69,200) (19,550) (66,700) (12,050)

5,000 0 5,000 0 0 0 

(5,000) (0) (5,000) (0) (0) (0)

493,200 324,400 254,300 168,850 238,900 155,550 

(493,200) (324,400) (254,300) (168,850) (238,900) (155,550)

7,500 7,500 0 0 7,500 7,500 

(7,500) (7,500) (0) (0) (7,500) (7,500)

205,000 61,500 119,800 47,000 85,200 14,500 

(205,000) (61,500) (119,800) (47,000) (85,200) (14,500)

18,400 18,400 9,200 9,200 9,200 9,200 

(18,400) (18,400) (9,200) (9,200) (9,200) (9,200)

262,300 237,000 125,300 112,650 137,000 124,350 

(262,300) (237,000) (125,300) (112,650) (137,000) (124,350)

2,412,300 2,139,720 686,200 636,070 1,726,100 1,503,650 

(2,412,300) (2,139,720) (686,200) (636,070) (1,726,100) (1,503,650)

1,924,800 1,823,440 505,800 505,040 1,419,000 1,318,400 

(1,924,800) (1,823,440) (505,800) (505,040) (1,419,000) (1,318,400)

148,700 121,500 74,500 60,900 74,200 60,600 

(148,700) (121,500) (74,500) (60,900) (74,200) (60,600)

7,700 7,700 7,700 7,700 0 0 

(7,700) (7,700) (7,700) (7,700) (0) (0)

9,000 5,130 7,000 3,330 2,000 1,800 

(9,000) (5,130) (7,000) (3,330) (2,000) (1,800)

280,000 139,850 70,000 37,900 210,000 101,950 

(280,000) (139,850) (70,000) (37,900) (210,000) (101,950)

42,100 42,100 21,200 21,200 20,900 20,900 

(42,100) (42,100) (21,200) (21,200) (20,900) (20,900)

365,900 289,600 258,900 189,700 107,000 99,900 

(365,900) (289,600) (258,900) (189,700) (107,000) (99,900)

365,900 289,600 258,900 189,700 107,000 99,900 

(365,900) (289,600) (258,900) (189,700) (107,000) (99,900)

9,875,600 4,519,050 4,676,400 1,954,380 5,199,200 2,564,670 

(7,724,900) (4,481,680) (3,599,900) (1,937,870) (4,125,000) (2,543,810)

※下段（　　）数値は、一般会計分を表します。

(5)景観づくりの推進

実施計画期間内総事業費 平成２７年度 平成２８年度

計画額 計画額 計画額

1.快適な都市空間の創造

(1)企業活動の促進・雇用の
創出

(3)農林業の振興

(4)都市づくりの推進

(6)情報の提供と共有

(6)住環境の向上

(7)上下水道の整備

(9)道路網の整備

(10)公共交通機関の整備

2.市民参画・協働と地域づくり
の推進

(1)地域コミュニティの活性
化

(2)市民参画・協働と交流の
場の創造

(4)高齢者の多様な生活スタ
イルの支援

3.健康で自然の恵み豊かな環境
の創造

(1)健康づくりの推進

(2)地域医療の充実

(3)循環型社会の形成・エコ
シティの実現

(4)自然との共生

(5)防災力の強化

4.生きがいを持てる福祉の展開

(2)スポーツの推進

合計

(5)障がい者の社会参加の促
進

(6)社会保障の充実

5.次世代を担う人づくりと歴史
文化の振興

(1)子どもたちの学びと健全
育成

(2)子育て支援

(3)文化芸術の振興

(4)歴史文化の継承

(5)歴史的なまちなみの保存
整備

(6)まちづくり観光の推進

6.行政経営

(1)自立した行政経営の推進
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