
〈ハード事業〉

（単位：千円）

款 事業費 担    当

総
務
費

24,418 市民センター改修事業 地域経営室

10,114 総合福祉センター改修整備事業 医療福祉総務室

44,505 放課後児童健全育成事業所施設整備事業 子ども家庭室

441,482 出資金 （企業債元金償還金） 総務企画室

42,078 比奈知ダム建設事業割賦負担金分 経営総務室

122,456
伊賀南部環境衛生組合分担金
（ごみ処理施設改修事業）

伊賀南部環境衛
生組合　総務室

134,658 新 ６次産業化施設整備事業 56,098 農林資源室

団体営ため池等整備事業 30,100 農林資源室

農村地域防災減災事業（ため池耐震調査） 38,460 農林資源室

団体営かんがい排水事業 10,000 農林資源室

531,893 交通安全施設整備事業 6,000 維持管理室

社会資本整備総合交付金事業 203,170

　　交通安全施設整備（広坊青蓮寺線　ほか）

　　道路新設改良（赤坂夏秋橋線　ほか）

　　道路舗装（つつじが丘北南線　ほか）

道路改修等事業（道路維持費） 27,500 維持管理室

一般市道整備事業 153,193
道路河川室
維持管理室
用地対策室

一般市道舗装事業 74,000 維持管理室

道路メンテナンス事業（橋梁長寿命化） 68,030 維持管理室

17,010 社会資本整備総合交付金事業（公園施設長寿命化） 12,010 維持管理室

公園施設整備事業 5,000 維持管理室

34,936 社会資本整備総合交付金事業（公営住宅整備事業） 営繕住宅室

消
防
費

36,129 消防団拠点施設整備事業 消防総務室

事　業　名

児童福祉施設整備事業

民
生
費

農
林
水
産
業
費

衛
生
費

病院事業会計繰出金

水道事業会計繰出金

清掃施設整備事業

農業基盤整備事業

道路河川室
維持管理室
用地対策室

公園管理費

土
木
費

道路橋梁整備事業

住宅事業費

消防防災施設整備事業

主要事業一覧表

１．一般会計

内　　　　　容

社会福祉施設整備事業

市民センター整備事業
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（単位：千円）

款 事業費 担    当

ふるさと応援推進事業 89,857 総合企画政策室

地域活力創生事業 18,796 地域活力創生室

ゆめづくり地域交付金
事業

106,675 地域経営室

多文化地域共生社会推
進事業

4,108
人権・男女共同参
画推進室

衆議院議員選挙費 31,243
選挙管理委員会
事務局

地域福祉教育総合支援
ネットワーク構築事業

13,529
地域包括支援セ
ンター

地域資源コーディネート
機能強化事業

1,000 〃

地域移行のための安心
生活支援事業

3,223 障害福祉室

子ども医療助成事業
（市単通院・入院分）

36,343 保険年金室

子ども発達支援推進事
業

3,627
子ども発達支援セ
ンター

病児・病後児保育事業 9,054 保育幼稚園室

子育てのための施設等
利用給付事業

13,000 〃

第３子以降の保育料・副
食費無償化事業（※歳
入減分を含む）

50,310 〃

地域型保育事業 342,213 〃

生活保護・生活困窮者
自立支援事業

46,840 生活支援室

「社会的処方」について、仕組みの構築に向けた体制整備・人
材育成等を行うとともに、県内の他地域への波及・展開も行う

障害児者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた居住支
援のため、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを整備
し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を
構築する

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、通院及び入院の
医療費助成について、中学3年生まで拡大して実施する

発達に心配のある子どもとその保護者への総合的かつ継続的
な支援を行うことを目的に、関係機関と連携し、発達相談、５歳
児健診、発達支援教室、発達検査、個別乳幼児特別支援事
業等を実施する

病気中若しくは病気の回復期で保育所などに通うことができ
ず、かつ、保護者の仕事等の都合により家庭での保育が困難
な場合に、子どもの保育を医療法人に委託して実施する

幼児教育・保育の無償化に伴い、預かり保育や認可外保育施
設等の利用料等に係る給付を行い、保護者の経済的負担の
軽減を図るとともに、子どもの健やかな成長を支援する

事　業　名 内　　　　　容

総
務
費

「多文化共生センター」で、外国人に対する支援を行う

名張の魅力を発信する機会としてＰＲ活動を強化するととも
に、関係団体との連携により返礼品を工夫することにより、ふる
さと納税（寄附）の促進を図る

第２期「名張市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進を図り、
関係人口創出のための有効なシティプロモーションに取り組む
とともに、移住・定住促進に向けた相談体制の強化や地域おこ
し協力隊（４名）の受入れなど、地域の活性化に取り組む

15地域の地域づくり組織に対するゆめづくり地域交付金

地域力を生かした地域の社会資源や仕組みなどを基盤とし
て、地域社会に多様なつながりが生まれやすくするための環
境整備を進め、高齢者、障害者、子どもなどの各分野を横断し
た連携や多機関の協働による包括的支援体制の強化を図る

子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環
境づくりを進めるため、保育所（園）・幼稚園・認定こども園に入
所している第3子以降の子どもの保育料（０～２歳児）及び副食
費（３～５歳児）を無償化する

待機児童の解消に向けて、保育士資格がある家庭的保育者
が、居宅等で乳幼児の保育を行うほか、小規模保育や事業所
内保育を実施する事業者に対して、運営支援を行う

生活困窮者等の社会的自立に向けて、自立相談をはじめ、就
労支援や学習支援、家計相談等の重層的な支援に取り組む

衆議院議員選挙執行経費

〈ソフト事業〉

民
生
費
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款 事業費 担当

病院群輪番制病院運営
事業

61,362 医療福祉総務室

名張版ネウボラ事業 4,356
健康・子育て支援
室

健康づくり事業 9,668 〃

保健事業と介護予防の
一体的実施事業

7,225 〃

がん対策事業、
生活習慣病予防重点プ
ロジェクト事業

115,026 〃

経営所得安定対策推進
事業

5,824 農林資源室

多面的機能支払交付金
事業

32,852 〃

鳥獣害防止事業 6,070 〃

自立的林業経営活動推
進事業補助金

330 〃

みえ森と緑の県民税市
町交付金事業

34,872 〃

森林経営管理事業 13,705 〃

地場産業振興事業 8,512 商工経済室

起業・事業所支援事業 30,256 〃

地場産業雇用促進・人
材育成事業

900 〃

観光戦略推進事業 12,462 観光交流室

商
工
費

奨学金返還補助制度を設け、技術系高等専門学校、大学工
学部等で、ものづくりに関する高度な知識を習得した者を名張
市内の製造業への就業につなげていくことで、若者の定着を
図るとともに、ものづくり産業の振興を図る

名張市観光戦略「２０１９改訂版」に基づき、“「訪れてよし」「住
んでよし」「招いてよし」の観光都市 名張”を目指した各種事業
を展開する

森林・山村の多面的機能の発揮を図るため、地域における自
伐林業グループで将来的な林業経営が見込まれる活動組織
が実施する森林の保全管理や森林資源の利用等の取組を支
援する

農
林
水
産
業
費

販売農家の経営の安定化と国内生産自給力の維持向上を図
るため、諸外国との生産条件による販売価格の差額の交付や
水田フル活用に対する直接支払交付を実施する

農業・農村の有する多面的機能が適切に維持、発揮されるこ
とを目的として、地域において共同で実施する、水路の泥上げ
や農道の草刈りなどの維持管理活動を支援する

森林環境譲与税を財源とする森林環境譲与税基金を活用し、
森林所有者が森林経営できない森林について、森林の持つ
公益的な機能の維持向上を図る目的で市が経営管理の委託
を受けるための意向調査や境界明確化等を行う

「とれたて名張交流館」を活用した地域産業の活性化や、産業
振興基金を財源として若者の移住定住を含めた創業支援に
取り組む

事業承継や新しい働き方を提案しながら労働力の掘り起こしを
行うなど市内の経済の活性化を図るための事業を実施する

伊賀地域の二次救急医療に係る救急輪番制運営事業（３病
院）に対する負担金（名張市分担金28,416千円、伊賀市分担
金32,946千円）

妊娠期から子育て期までの母子保健や育児相談、支援を行う
ほか、宿泊型産後ケアや乳腺炎予防ケアを無料で実施し、途
切れない支援を行う

まちじゅう元気リーダーを養成するとともに、ケンコー！マイ
レージやよくバリ青春体操を普及させることで、まちじゅう元気
プロジェクトの推進を図るとともに、フレイル等の課題に対し、
運動、口腔、栄養、社会参加などの観点から高齢者の保健事
業と介護予防の一体的事業を進める

深刻化する鳥獣被害により農業者の営農意欲が低下する中、
有害鳥獣の捕獲・駆除活動を強化し、有害鳥獣の個体数の削
減を通じて農産物被害の軽減を図る

みえ森と緑の県民税を財源とする市町交付金を活用し、「災害
に強い森林づくり」と「市民全体で森林を支える社会づくり」を
推進するため、土砂や流木による被害を出さない森林づくり、
暮らしに身近な森林づくり、森を育む人づくりなどの事業を実
施する

事業名 内　　　　　容

高齢者一人ひとりに対し、フレイル等の心身の多様な課題に
対応した保健事業を行うため、運動・口腔・栄養・社会参加の
観点から保健事業と介護予防事業を一体的に実施する

がん検診受診率向上のための啓発や検診体制の強化に取り
組み、三重大学の支援・協力の下、戦略的な予防活動を展開
する

衛
生
費
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款 事業費 担当

忍者ツーリズム創造事
業

5,000 観光交流室

竹灯りコンテンツ造成事
業

6,000 〃

空家リノベーション支援
事業

6,000 営繕住宅室

空家対策事業 17,414 〃

学校における外国人児
童生徒サポート事業

2,880 学校教育室

ばりっ子ピカピカ小1学
級体験プロジェクト

1,267 〃

コミュニティ・スクール推
進事業

1,677 〃

教育研究事業 4,191 教育センター

小中一貫教育推進事業 280 学校教育室

子育てのための施設等
利用給付事業

89,000 保育幼稚園室

三重国体運営実施事業 400,269 国体推進室

２．特別会計
（単位：千円）

事業費 担当

134,323 保険年金室

405,562 介護・高齢支援室介護保険・地域支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業、任意事業、包括的支
援事業

教育センターにおいて、子どもの育ち・学びへの支援、教職員
への研修・研究に対する支援、保護者等の教育相談や家庭
教育支援、学校と地域の連携への支援などを行う

市内全中学校区において小中一貫教育が完全実施されたこ
とから、アドバイザーと連携し、各中学校区及び各学校への指
導・助言や支援を継続的に行う

令和3年度開催の三重とこわか国体・三重とこわか大会におい
て本市で実施するホッケー、軟式野球、弓道をはじめとする5
種目の競技の開催準備及び運営を行う

事　業　名 備　　　　　　　　　　　　考

幼児教育・保育の無償化に伴い、新制度未移行幼稚園の保
育料・預かり保育等に係る給付を行い、保護者の経済的負担
の軽減を図るとともに、子どもの健やかな成長を支援する

土
木
費

市外からの移住促進を図るため、移住者が、市内の空家住宅
や空き建築物を住宅として使用する場合に、改修費用を助成
する

空家の適正管理及び利活用などを図るため、空き家バンクの
運営や危険空家の除却支援など空き家対策を総合的に行う

環境対策室

国民健康保険・保健事業
特定健康診査等事業、保健衛生普及事業、国保重点保
健事業、出産費資金貸付事業

東山墓園・合同追悼所整備事業 21,078 合同追悼所（合葬式墓所）整備経費

事業名 内　　　　　容

教
育
費

日本語指導が必要な外国人児童生徒が、日本語を用いて円
滑な学校生活を営むことができるように日本語指導の充実を
図るとともに、担当者や指導員の資質向上のための研修を行う

退職教職員の「ピカ1先生」が市内の幼稚園・保育所等を巡回
し、５歳児の子どもに小学校生活への期待と安心感を高め、円
滑な幼児期から児童期への接続を目指す

令和2年度に市内全小中学校にコミュニティ・スクールが設置
されたことを受け、学校運営協議会の充実や研修会等の開催
により、地域と連携・協働して地域と共にある学校づくりを推進
する

赤目渓谷での竹あかりライトアップイベントを中心に、“竹”を
テーマにした「環境」「社会」「経済」の持続可能な循環と、名張
の新たな文化の創造を目指す

赤目渓谷の自然と、その地を修業の場とした修験道と忍者の
ルーツやその精神について学術的に調査、研究を行い、本市
特有の滞在型・体験型の新たな観光商品の造成に取り組む商

工
費
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