
■清須市第１次総合計画〔改訂版〕登載事業等一覧

担当部 担当課 施　策　・　事　業　名

企画部 人事秘書課 広報紙発行事業
インターネット広報事業
市政記録映画制作委託事業
市政要覧作成事業
声のポスト事業

企画政策課 水辺の散策路事業
コミュニティバス事業
地域間交流事業
行政出前講座実施事業
アダプト・プログラム事業
総合行政ネットワーク事業
高度情報化推進事業

総務部 防災行政課 住宅耐震診断補助事業
住宅耐震改修補助事業
防災行政無線管理事業
水防対策事業
地震・洪水ハザードマップ作成事業
耐震改修促進計画策定事業
防災訓練事業
自主防災活動支援事業
災害対策事業
新川ふれあい防災センター管理事業
防災拠点施設改修事業
防犯協会等補助事業
交通安全運動事業
通学路交通安全推進事業
交通安全補助事業
放置自転車等対策事業
交通災害共済事業
西春日井広域事務組合負担金【広域的事業（一部事務組合）】
消防団活動支援事業
消防団員退職報償事業
消防団員福利厚生助成事業
消防車両整備事業
消防施設管理事業
コミュニティ活動推進事業
選挙常時啓発事業

市民環境部 保険年金課 特定健康診査事業（清須市国民健康保険加入者）
特定保健指導事業（清須市国民健康保険加入者）
子ども医療費支給事業
母子家庭等医療費支給事業
障害者医療費支給事業
精神障害者医療費支給事業
後期高齢者福祉医療費支給事業
国民健康保険特別会計繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金
福祉給付金支給事業

生活環境課 死獣処理委託事業
ごみ収集処理委託事業
町内分別収集報奨事業
古紙、布及びアルミ缶回収報奨金交付事業
資源回収委託事業
家庭用生ごみ処理機等購入補助事業
し尿処理委託事業
五条広域事務組合負担金（斎苑施設整備）【広域的事業（一部事務組合）】
環境美化推進事業
環境保全調査事業

市民環境部 生活環境課 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
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担当部 担当課 施　策　・　事　業　名

緑のカーテン設置事業
生活環境課・上下水道課 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業務合理化事業

家庭用浄化槽清掃補助事業
五条広域事務組合負担金（し尿処理施設）【広域的事業（一部事務組合）】

産業課 緊急雇用創出事業基金事業
市民金融信用貸付事業＜労働者金融対策事業費＞
消費者生活相談窓口の設置
みどりの少年団活動事業
農業振興補助事業
生産調整助成事業
レジャー農園事業
農業体験塾事業
食育推進事業
尾張西枇杷島まつり補助事業
清洲城ふるさとまつり補助事業
新川やると祭補助事業
春日五条川さくらまつり補助事業
中小企業金融対策事業
商工会等補助事業
高度先端産業立地奨励事業
空店舗活用等商店街活性化事業
観光協会運営費等補助事業
清洲公園管理事業
清洲ふるさとのやかた管理事業
清洲城運営・管理事業
歴史ガイドボランティア事業

西枇杷島支所 西枇杷島会館管理事業
清洲支所 清洲コミュニティセンター管理事業

健康福祉部 社会福祉課 災害時要援護者登録台帳作成事業
民生委員・児童委員活動支援事業
人権擁護委員活動支援事業
社会福祉協議会運営費等補助事業
清洲総合福祉センター管理事業
新川ふれあいセンター管理事業
障害者自立支援給付事業
障害者地域生活支援事業
心身障害者（児）手当支給事業
特別障害者手当支給事業
福祉タクシー料金等助成事業
障害者施設事業負担金【広域的事業（尾張中部福祉圏構成市町）】
生活保護扶助事業
災害援護資金利子補給等事業
社会福祉協議会事業費補助事業
平和祈念事業

高齢福祉課 老人保護措置事業
特別養護老人ホーム建設費負担金【広域的事業（尾張中部福祉圏構成市町）】
ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業
在宅高齢者各種生活支援事業
在宅老人デイサービス事業
高齢者配食サービス提供事業
在宅高齢者各種助成事業
介護用品支給事業
敬老事業
シルバー人材センター運営費等補助事業
西枇杷島老人福祉センター（西枇杷島福祉センター）運営・管理事業
西枇杷島生きがいセンター（にしび創造センター）運営・管理事業
新川福祉センター運営・管理事業
春日老人福祉センター運営・管理事業
介護保険特別会計繰出金

子育て支援課 園児健診事業
保育所運営・管理事業

健康福祉部 子育て支援課 保育所整備事業
児童館運営・管理事業



担当部 担当課 施　策　・　事　業　名

家庭児童相談事業
子育て支援センター運営事業
ファミリー・サポート・センター運営事業
療育施設運営・管理事業
子どものための手当支給事業
遺児手当支給事業
児童扶養手当支給事業
母子自立支援相談事業
母子家庭自立支援給付金支給事業
母子家庭等日常生活支援事業
母子生活支援施設・助産施設事業

健康推進課 外科・歯科在宅当番医制負担金【広域的事業（北名古屋市・豊山町）】
広域二次救急医療体制等負担金【広域的事業（尾張西北部広域救急二次医療圏構成市町）】

若年者健康診査事業
骨粗しょう症検診事業
がん検診事業
成人歯科保健事業
保健センター事業＜保健センター管理費・報酬等＞
健康手帳交付事業
成人健康教育事業
成人健康相談事業
栄養改善事業
精神保健事業
結核予防事業
予防接種事業
高齢者インフルエンザ予防接種事業
高齢者肺炎球菌予防接種事業
子宮頸がん予防ワクチン接種事業
ヒブワクチン接種事業
小児用 肺炎球菌ワクチン接種事業
狂犬病予防事業
不妊治療費助成事業
妊婦乳児等委託健診事業
乳児健康診査事業
幼児健康診査事業
母子健康教育事業
母子健康相談事業
母子訪問指導事業
母子保健推進事業費
母子歯科保健事業
こんにちは赤ちゃん事業

建設部 土木課 貯留池ポンプ管理事業＜河川管理費＞
新川流域総合治水対策事業【広域的事業（国・県・流域市町）】
街路灯管理事業
街路灯整備事業
五条川ふるさとの川整備事業【広域的事業（国・県）】
農地・水・環境保全向上対策活動支援事業
土地改良事業
用排水施設維持管理事業
用排水施設整備事業
農業施設緊急防災事業負担金【広域的事業（県・稲沢市】
流域下水道関連道路改良事業【広域的事業（国・県）】
流域下水道関連道路排水整備・舗装修繕事業【広域的事業（国・県）】
用地測量調査等委託事業
道路草刈・清掃事業
道路維持補修事業
道路改良事業
道路側溝新設事業（用水暗渠化事業）
JR枇杷島駅東西自由通路維持管理事業
橋梁改築事業

建設部 生活環境課・土木課 河川歩道整備･管理事業
都市計画課 雨水浸透ます・貯留槽設置補助事業

庄内川水防センター管理事業



担当部 担当課 施　策　・　事　業　名

ちびっこ広場管理事業
都市公園管理事業
都市公園整備事業
かわまちづくり事業
都市計画・景観整備調査事業
街路樹・植樹帯維持管理事業
街路整備事業【広域的事業（国・県）】
鉄道駅バリアフリー化事業【広域的事業（鉄道事業者）】
名古屋鉄道高架化事業【広域的事業（国・県・鉄道事業者）】

地域開発課 河川改修促進事業（特定構造物改築事業等）【広域的事業（国・県）】
JR清洲駅前周辺整備事業
名鉄新清洲駅北周辺整備事業
名鉄須ケ口駅周辺整備事業
名鉄丸ノ内駅周辺整備事業
清須市清須春日学校橋西土地区画整理事業
清須市清須春日新橋西土地区画整理事業

上下水道課 都市下水路等維持管理事業
公共下水道（雨水）整備事業
清須市水道事業（清須市給水区域）
名古屋市上下水道局水源施設負担金（名古屋市上下水道局給水区域）【広域的事業（名古屋市）】

下水道事業特別会計繰出金（流域下水道、公共下水道・汚水）【広域的事業（県・北名古屋市）】

下水道事業特別会計繰出金（公共下水道・雨水）
教育部 学校教育課 幼稚園運営・管理事業

私立幼稚園等就園奨励補助事業
放課後子ども教室運営事業
特色ある学校づくり事業
外国人英語講師招致事業
小学校教育振興助成事業
中学校教育振興助成事業
適応指導教室事業
スクールカウンセラー配置事業
小学校管理事業
小学校整備事業
中学校管理事業
中学校整備事業
小学校要・準要保護児童援助事業
中学校要・準要保護生徒援助事業
私立高等学校授業料補助事業
愛知朝鮮学園教育補助事業
小学校特別支援学級就学奨励費補助事業
中学校特別支援学級就学奨励費補助事業
小学校入学祝品事業
小学校卒業記念品事業
中学校入学祝品事業
中学校卒業記念品事業

学校給食センター 学校給食センター運営・管理事業
学校給食センター改修事業
学校給食センター整備事業

生涯学習課 西枇杷島勤労福祉会館（にしびさわやかプラザ）管理事業
青少年教育推進事業
家庭教育推進事業
成人式開催事業
平和学習研修事業
公民館運営・管理事業
男女共同参画社会教育推進事業
生涯学習推進事業
視聴覚ライブラリー推進事業
図書館整備事業　　　　　　　　　
図書館運営・管理事業（指定管理）

教育部 生涯学習課 文化活動振興事業
文化協会運営費等補助事業
美術館運営・管理事業（指定管理）
歴史資料展示室管理事業



担当部 担当課 施　策　・　事　業　名

西枇杷島問屋記念館管理事業
指定文化財修理等補助事業
文化財保護啓発事業
国際交流事業
中学生海外派遣研修事業

スポーツ課 子ども会活動費補助事業
子ども会体育大会等振興事業
スポーツ関係団体運営費等補助事業
総合型地域スポーツクラブ育成支援事業
新川体育館運営・管理事業
新川地域文化広場（カルチバ新川）管理事業（指定管理）
西枇杷島野球場管理事業
テニスコート管理事業
夜間照明管理事業
清須市勤労福祉会館（アルコ清洲）管理事業（指定管理）
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