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　　　　189　防災情報通信システム整備事業 ・・・・・ 528

　　　　190　住宅耐震化事業（民間木造住宅耐震診断事業） ・・・・・ 530

　　　　191　住宅耐震化事業（耐震改修・解体工事事業） ・・・・・ 532

　　基本事業の方針2　防災組織の強化　 ・・・・・ 534

　　　　192　防災対策事業（自主防災会活動推進事業・防災リーダー養成事業） ・・・・・ 536

　　基本事業の方針3　防災施設の整備　 ・・・・・ 538

　　　　193　防災施設整備事業 ・・・・・ 540

施策3　消防・救急　

　　基本事業の方針1　消防体制の強化　 ・・・・・ 542

　　　　194　知多中部広域事務組合事業 ・・・・・ 544

　　　　195　消防団運営事業 ・・・・・ 546

　　　　196　消防水利整備事業 ・・・・・ 548

　　　　197　消防施設整備事業 ・・・・・ 550

　　　　198　消防車両維持管理事業 ・・・・・ 552

　　基本事業の方針2　救急体制の強化　 ・・・・・ 554

　　　　199　ＡＥＤ設置推進事業 ・・・・・ 556

施策4　交通安全　

　　基本事業の方針1　交通安全施設の整備　 ・・・・・ 558

　　　　200　交通安全施設整備事業 ・・・・・ 560

　　　　201　交通安全施設維持管理事業 ・・・・・ 561

　　　　202　交通安全施設整備維持管理事業 ・・・・・ 562

　　基本事業の方針2　交通安全教育の推進　 ・・・・・ 564

　　　　203　交通安全教育推進事業 ・・・・・ 566

　　基本事業の方針3　広報活動の推進　 ・・・・・ 568

　　　　203　交通安全教育推進事業（再掲） ・・・・・ 570

施策5　防犯　

　　基本事業の方針1　防犯施設の整備　 ・・・・・ 572

• 安全安心第２項

- 14 -

-  -0123456789



　　　　204　防犯施設整備維持管理事業 ・・・・・ 574

　　基本事業の方針2　防犯活動の充実　 ・・・・・ 576

　　　　205　防犯推進活動事業 ・・・・・ 578

施策1　市街地　

　　基本事業の方針1　新市街地の整備　 ・・・・・ 582

　　　　206　土地区画整理組合等助成事業（新市街地） ・・・・・ 584

　　　　207　ウェルネスバレー推進事業 ・・・・・ 586

　　基本事業の方針2　既成市街地の整備　 ・・・・・ 588

　　　　208　土地区画整理組合等助成事業（既成市街地） ・・・・・ 590

　　基本事業の方針3　公営住宅の整備　 ・・・・・ 592

　　　　209　住宅整備事業（住宅維持管理事業） ・・・・・ 594

　　基本事業の方針4　都市景観の整備　 ・・・・・ 596

　　　　210　コンパクトなまちづくり事業 ・・・・・ 598

　　　　211　景観まちづくり事業 ・・・・・ 600

施策2　公園・緑地　

　　基本事業の方針1　公園の整備　 ・・・・・ 602

　　　　212　公園等維持管理事業 ・・・・・ 604

　　　　213　公園整備事業（三丁公園） ・・・・・ 606

　　　　214　プレーパーク運営事業 ・・・・・ 608

　　基本事業の方針2　緑化の推進、基本事業の方針3　緑地の保全　 ・・・・・ 610

　　　　215　緑化振興事業 ・・・・・ 612

施策1　道路交通　

　　基本事業の方針1　幹線道路の整備　 ・・・・・ 614

　　　　216　道路改良事業 ・・・・・ 616

　　　　217　都市計画道路整備事業 ・・・・・ 617

　　　　218　道路台帳システムデータ更新事業 ・・・・・ 618

　　基本事業の方針2　生活道路の整備　 ・・・・・ 620

　　　　219　道路維持管理事業 ・・・・・ 622

　　　　220　道路内私有地等用地取得事業 ・・・・・ 623

　　　　221　道路用地先行取得事業 ・・・・・ 624

　　　　218　道路台帳システムデータ更新事業（再掲） ・・・・・ 626

施策2　公共交通　

　　基本事業の方針1　公共交通網の充実　 ・・・・・ 628

　　　　222　行政バス運行事業 ・・・・・ 630

　　基本事業の方針2　鉄道の利用促進　 ・・・・・ 632

　　　　223　自転車等駐車場等維持管理事業 ・・・・・ 634

　　　　224　パーク＆ライド事業 ・・・・・ 636

第４節 快適な暮らしを支える基盤づくり（基盤整備・産業振興）

• 市街地形成第１項

• 交通体系第２項

- 15 -



施策1　水の安定供給　

　　基本事業の方針1　安全安心な供給　 ・・・・・ 638

　　　　225　水質検査業務委託事業 ・・・・・ 640

　　　　226　水道施設受託工事事業 ・・・・・ 642

　　　　227　水道老朽管布設替事業 ・・・・・ 643

　　基本事業の方針2　緊急時の水の確保　 ・・・・・ 644

　　　　228　水道施設建設改良事業 ・・・・・ 646

　　基本事業の方針3　経営の安定化　 ・・・・・ 648

　　　　229　水道料金収納事業 ・・・・・ 650

施策2　下水処理　

　　基本事業の方針1　公共下水道の整備（汚水）　 ・・・・・ 652

　　　　230　汚水施設等維持管理事業 ・・・・・ 654

　　　　231　汚水施設整備事業 ・・・・・ 656

　　　　232　下水道使用料収納事務委託事業 ・・・・・ 658

　　基本事業の方針2　し尿及び汚泥処理の推進　 ・・・・・ 660

　　　　233　合併処理浄化槽設置補助事業 ・・・・・ 662

　　　　234　し尿収集運搬事業 ・・・・・ 664

施策1　農業振興　

　　基本事業の方針1　農業基盤の整備　 ・・・・・ 666

　　　　235　愛知用水二期事業 ・・・・・ 668

　　　　236　農業用排水機維持管理事業 ・・・・・ 669

　　　　237　多面的機能支払交付金事業 ・・・・・ 670

　　　　238　農業用施設維持管理事業 ・・・・・ 672

　　基本事業の方針2　農業経営の支援　 ・・・・・ 674

　　　　239　東浦町町民農園事業 ・・・・・ 676

　　　　240　水田転作作物作付等奨励補助事業 ・・・・・ 678

　　　　241　地域農業推進委員会活動事業 ・・・・・ 680

　　　　242　畜産振興事業 ・・・・・ 682

　　　　243　有害鳥獣駆除事業 ・・・・・ 684

　　　　244　農業振興対策会議 ・・・・・ 686

　　基本事業の方針3　農地の利用促進　 ・・・・・ 688

　　　　245　農地バンク登録事業 ・・・・・ 690

　　　　246　農地利用集積事業 ・・・・・ 692

　　　　247　農業委員会一般事務 ・・・・・ 694

施策2　工業振興　

　　基本事業の方針1　工業基盤の整備　 ・・・・・ 696

　　　　248　企業立地推進事業 ・・・・・ 698

　　　　207　ウェルネスバレー推進事業（再掲） ・・・・・ 700

　　基本事業の方針2　企業の育成　 ・・・・・ 702

　　　　249　企業立地交付金等交付事業 ・・・・・ 704

• 上下水道第３項

• 産業振興第４項

- 16 -



　　　　250　小規模企業等振興資金預託事業 ・・・・・ 706

　　　　251　商工業振興事業補助金 ・・・・・ 708

施策3　商業振興　

　　基本事業の方針1　商業者の育成　 ・・・・・ 710

　　　　251　商工業振興事業補助金（再掲） ・・・・・ 712

　　　　250　小規模企業等振興資金預託事業（再掲） ・・・・・ 714

　　基本事業の方針2　商業経営の支援　 ・・・・・ 716

　　　　250　小規模企業等振興資金預託事業（再掲） ・・・・・ 718

　　　　252　利子補給補助事業 ・・・・・ 720

　　　　253　各種信用保証料補助事業 ・・・・・ 722

施策4　観光振興　

　　基本事業の方針1　地域資源の活用　 ・・・・・ 724

　　　　254　観光推進事業(東浦町観光協会補助事業） ・・・・・ 726

　　　　255　産業まつり開催事業 ・・・・・ 728

　　　　256　於大まつり開催事業 ・・・・・ 730

　　基本事業の方針2　観光PRの推進　 ・・・・・ 732

　　　　254　観光推進事業(東浦町観光協会補助事業）（再掲） ・・・・・ 734

　　　　255　産業まつり開催事業（再掲） ・・・・・ 736

　　　　256　於大まつり開催事業（再掲） ・・・・・ 738

　　　　257　姉妹交流事業 ・・・・・ 740

施策5　勤労・消費生活　

　　基本事業の方針1　勤労者福祉の向上　 ・・・・・ 742

　　　　258　勤労福祉会館管理運営事業 ・・・・・ 744

　　　　259　中小企業事業者福利厚生事業 ・・・・・ 746

　　　　260　勤労者住宅資金預託事業 ・・・・・ 748

　　基本事業の方針2　就労の支援　 ・・・・・ 750

　　基本事業の方針3　消費者行政の推進　 ・・・・・ 752

　　　　261　消費者行政事業 ・・・・・ 754

施策1　住民協働　

　　基本事業の方針1　住民活動の支援　 ・・・・・ 758

　　　　262　まちを元気にするセミナー（地域活動体験プログラム事業） ・・・・・ 760

　　　　263　総合ボランティアセンター運営管理事業 ・・・・・ 762

　　基本事業の方針2　協働事業の推進　 ・・・・・ 764

　　　　264　パートナーシップ推進事業 ・・・・・ 766

　　　　265　協働職員研修事業 ・・・・・ 768

　　　　266　ふれあい保険事業 ・・・・・ 770

　　　　267　アダプトプログラム事業 ・・・・・ 772

　　　　268　連絡所運営事業 ・・・・・ 774

　　　　269　自治基本条例制定事業 ・・・・・ 776

第５節 自立した地域経営の仕組みづくり（地域経営）

• 共生・協働第１項
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施策2　コミュニティ活動　

　　基本事業の方針1　コミュニティ活動の支援　 ・・・・・ 778

　　　　270　コミュニティ推進事業 ・・・・・ 780

　　基本事業の方針2　コミュニティの組織力の強化　 ・・・・・ 782

　　　　270　コミュニティ推進事業（再掲） ・・・・・ 784

　　　　271　自治会活動支援事業 ・・・・・ 786

　　　　272　提案事業・まちづくり実行委員会 ・・・・・ 788

施策3　広報・広聴　

　　基本事業の方針1　広報の充実　 ・・・・・ 790

　　　　273　広報事業 ・・・・・ 792

　　基本事業の方針2　広聴の充実　 ・・・・・ 794

　　　　274　広聴事業 ・・・・・ 796

施策4　共生・交流　

　　基本事業の方針1　多文化共生の推進　 ・・・・・ 798

　　　　275　多文化共生事業 ・・・・・ 800

　　基本事業の方針2　地域間交流の推進　 ・・・・・ 802

　　　　257　姉妹交流事業（再掲） ・・・・・ 804

　　基本事業の方針3　男女共同参画の推進　 ・・・・・ 806

　　　　276　男女共同参画推進事業 ・・・・・ 808

施策1　行政運営　

　　基本事業の方針1　行政改革の推進　 ・・・・・ 810

　　　　277　行政評価事業 ・・・・・ 812

　　　　278　業務改善運動 ・・・・・ 814

　　基本事業の方針2　人事管理の適正化　 ・・・・・ 816

　　　　279　人事考課事業 ・・・・・ 818

　　　　280　人員管理事業 ・・・・・ 820

　　　　281　職員福利厚生事業 ・・・・・ 822

　　基本事業の方針3　組織・機構の再編　 ・・・・・ 824

　　　　282　機構改革 ・・・・・ 826

　　　　283　庁舎管理事業 ・・・・・ 828

　　　　284　新庁舎建設基金積立金 ・・・・・ 830

　　　　285　庁舎改修工事 ・・・・・ 832

　　基本事業の方針4　職員の能力開発　 ・・・・・ 834

　　　　286　職員研修事業 ・・・・・ 836

施策2　財政運営　

　　基本事業の方針1　健全財政の維持　 ・・・・・ 840

　　　　287　財政一般管理事業 ・・・・・ 842

　　　　288　普通財産管理事業 ・・・・・ 844

　　　　289　ふるさと寄附事業 ・・・・・ 846

　　基本事業の方針2　電子入札の拡大　 ・・・・・ 848

　　　　290　入札・契約管理事業 ・・・・・ 850

　　基本事業の方針3　納税相談・納付機会の充実　 ・・・・・ 852

　　　　291　収納事務 ・・・・・ 854

• 行財政運営第２項
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施策3　広域連携　

　　基本事業の方針1　効果的な連携の推進　 ・・・・・ 856

　　　　292　衣浦定住自立圏事業（広域的コミュニティバスを含む) ・・・・・ 858

　　基本事業の方針2　広域事務処理の充実　 ・・・・・ 860

　　　　292　衣浦定住自立圏事業（広域的コミュニティバスを含む）（再掲） ・・・・・ 862

　　　　207　ウェルネスバレー推進事業（再掲） ・・・・・ 864

　　　　293　あいち電子自治体推進協議会事業 ・・・・・ 866

　　　　194　知多中部広域事務組合事業（再掲） ・・・・・ 868

　　　　177　東部知多衛生組合事業（再掲） ・・・・・ 870

　　　　294　知北平和公園組合事業 ・・・・・ 872

　　　　41　介護保険事業（知多北部広域連合負担金）（再掲） ・・・・・ 874

施策4　地域情報化　

　　基本事業の方針1　情報通信技術を活用した住民サービスの向上　 ・・・・・ 878

　　　　293　あいち電子自治体推進協議会事業（再掲） ・・・・・ 880

　　　　273　広報事業（再掲） ・・・・・ 882

　　　　295　統合型地理情報システム事業 ・・・・・ 884

　　　　296　戸籍住民基本台帳事業 ・・・・・ 886

　　　　297　マイナンバーの通知及びカード交付事業 ・・・・・ 888

　　基本事業の方針2　情報通信技術を活用した行政運営の高度化・効率化の推進　 ・・・・・ 890

　　　　298　基幹システム事業 ・・・・・ 892

　　　　299　全庁LAN運用事業 ・・・・・ 894

　　基本事業の方針3　情報の安全性の確保　 ・・・・・ 896

　　　　299　全庁LAN運用事業（再掲） ・・・・・ 898

　　　　300　文書管理事業（情報公開・個人情報保護） ・・・・・ 900

　　　　301　東浦町人口ビジョン・東浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 ・・・・・ 904

　　　　302　東浦町総合計画事業 ・・・・・ 906

　　　　303　公用車管理事業 ・・・・・ 908

　　　　304　行政サービスコーナー事業 ・・・・・ 910

　　　　305　選挙管理委員会事業 ・・・・・ 912

　　　　306　選挙啓発事業 ・・・・・ 914

　　　　307　庁用バス運行事業 ・・・・・ 916

　　　　308　公共施設更新計画事業 ・・・・・ 918

　　　　309　戦没者追悼式 ・・・・・ 920

　　　　310　住民一般事務事業 ・・・・・ 922

　　　　311　犬鑑札交付事務委託及び狂犬病予防注射済票交付事務委託事業 ・・・・・ 924

　　　　312　犬猫等死体処理業務委託事業 ・・・・・ 926

　　　　313　空き家等対策事業 ・・・・・ 928

　　　　314　会計管理事務 ・・・・・ 930

　　　　315　議会運営費事業 ・・・・・ 932

その他
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