
対象1人あたり 377 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

1,185 千円 1,185 千円 -　 1,185 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) H28.10.1現在登録者：3,141 人

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

22 円

№03

担当課室 まちづくり部都市計画課 事業名 アダプトプログラム推進事業 事業区分 その他事業

対象1人あたり

事業概要

　ボランティアで地域の道路、公園及び緑地の美化及び清掃活動を行う実施団体に対し、必要なゴミ袋や軍
手、道具類などを提供する。

マニフェスト －

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込) 一宮市H28.10.1現在人口：386,191 人

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

8,651 千円 8,651 千円 -　 8,651 千円 -　 

受益者など(見込)ＫＰＩ

事業概要

　建築活動の動向や用途地域とのかけ離れを分析するための建物用途別現況調査及び、市街化の動向を把握
し、市街化区域と市街化調整区域の境界や用途地域の見直しなどを検討するための地区別新築状況調査を行
う。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

円

№02

担当課室 まちづくり部都市計画課 事業名 都市計画基礎調査事業 事業区分 臨時事業

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

対象1人あたり 674都市計画基本図購入者：4,800 人

事業区分 その他事業

事業概要

　来庁者が都市計画情報を検索したり、都市計画基本図を購入するための窓口タッチパネルや、都市計画、
区画整理、公園緑地業務支援に係る地理情報システム(ＧＩＳ)の保守・管理を行う。また、定期的に地番図
データや都市計画情報を更新・設定する。

マニフェスト －

3,237 千円 -　 3,237 千円 3,237 千円 -　 

29 （まちづくり部）

№01

担当課室 まちづくり部都市計画課 事業名 都市計画支援システム事業

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

予算編成過程・ＫＰＩの公開

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

1
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№04

担当課室 まちづくり部都市計画課 事業名 自転車利用環境整備事業（計画策定） 事業区分

（まちづくり部）

臨時事業

事業概要

　安全で快適な自転車利用環境を整備するため、市内の自転車利用実態を調査し、課題を抽出したうえで、
学識経験者、関係行政機関、地元関係者と協議し、自転車ネットワーク計画を策定する。

マニフェスト 28　自転車や歩行者にもやさしい交通環境整備を進めます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額を精査した結果、実態把握の調査方法を見直して一部減額した。

10,358 千円 8,970 千円 △1,388 千円 8,970 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込)

査定結果の理由等

　必要性は認められるものの、市全体の予算規模及び財政状況を考慮して、公園内の花植え等一部費
用の計上を見送った。また、本事業の費用の一部を「№06街路緑化管理事業」の街路樹周辺の花植え
費用に組み替えた。

408,136 千円 404,526 千円 △3,610 千円 403,909 千円 △617

ＫＰＩ 受益者など(見込)

千円

対象1㎡あたり 199 円管理面積：2,020,000 ㎡

№06

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 街路緑化管理事業 事業区分 その他事業

事業概要

　街路樹の剪定や植樹帯の除草・清掃等の維持管理を実施する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

千円

対象1kmあたり 2,313,000 円

査定結果の理由等

　必要性は認められるものの、市全体の予算規模及び財政状況を考慮して、街路樹周辺の花植え等一
部費用を見送った。一方、「№05都市公園維持管理事業」の費用の一部を本事業の街路樹周辺の花植
え費用に組み替えた。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

144,020 千円 135,850 千円 △8,170 千円 136,467 千円 +617

管理延長：59 km

予算編成過程・ＫＰＩの公開

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

№05

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 都市公園維持管理事業

自転車利用者数：216,300 人

事業区分 その他事業

事業概要

　都市公園等における園地の除草・清掃、植物管理、施設の保守点検・修繕等を実施する。

対象1人あたり 41

2
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№07

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 花壇コンクール事業 事業区分

予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

その他事業

事業概要

　市民により修景された花壇を対象にコンクールを実施する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 3,962 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

210 千円 210 千円 -　 210 千円 -　 

応募件数(個人･団体)：53 人

№08

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 美しい並木道再生事業 事業区分 臨時事業

事業概要

　街路樹の生育がおもわしくない街路を地域の顔となる美しい並木道に再生する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 659 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

28,000 千円 28,000 千円 -　 28,000 千円 -　 

大和町H28.10.1現在人口：42,481 人

№09

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 阿古井池公園環境モニタリング事業 事業区分 臨時事業

事業概要

　法令により義務付けられた、水質モニタリング調査を行う。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 126 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

1,631 千円 1,631 千円 -　 1,631 千円 -　 

朝日連区H28.10.1現在人口：12,845 人
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№10

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 大野極楽寺公園外２公園指定管理事業 事業区分

予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

その他事業

事業概要

　専門業者の能力を活用し、大野極楽寺公園・光明寺公園・木曽川沿川緑地の管理運営に指定管理者制度を
活用する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1㎡あたり 173 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

128,185 千円 128,185 千円 -　 128,185 千円 -　 

管理面積：738,000 ㎡

№11

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 ツインアーチ１３８維持管理事業 事業区分 その他事業

事業概要

　専門業者の能力を活用し、ツインアーチ１３８の管理運営に指定管理者制度を活用する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 68 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

9,247 千円 9,247 千円 -　 9,247 千円 -　 

ツインアーチ１３８入館者数：135,481 人

№12

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 国営木曽三川公園三派川地区センターイベント負担事業 事業区分 その他事業

事業概要

　国営木曽三川公園三派川地区センターイベント実行委員会が１３８タワーパークで四季折々のイベントを
実施する費用を負担する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 9 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

11,400 千円 11,400 千円 -　 11,400 千円 -　 

年間イベント参加者：1,189,262 人

4
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№13

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 千秋町佐野地内公園整備事業 事業区分

予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

投資的事業

事業概要

　一宮市千秋町佐野地内において、旧千秋公民館の跡地を有効活用し公園を整備するもの。平成28年度の
フェンスや側溝、スロープ、階段の整備に引き続き、平成29年度では、広場舗装や遊戯施設、健康器具の設
置を行い、平成29年度末に全面供用開始する予定である。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 971 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

17,000 千円 17,000 千円 -　 17,000 千円 -　 

千秋町連区H28.10.1現在人口：17,491 人

№14

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 浅野公園再整備事業 事業区分 投資的事業

事業概要

　一宮市浅野地内において、浅野公園の再整備を行う。平成28年度の休憩所周りの階段と柵、外周の四つ目
垣、便所の下水道切替工に引き続き、平成29年度においては四つ目垣の設置を行い、平成30年度の完成を目
指す。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 1,352 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

7,500 千円 7,500 千円 -　 7,500 千円 -　 

浅野町内H28.4.1現在人口：5,547 人

№15

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 木曽川沿川緑地整備事業 事業区分 投資的事業

事業概要

　一宮市奥町から木曽川町里小牧地内において、木曽川河川敷を利用し自転車道、遊歩道と周辺施設の整備
を行う。平成28年度には、奥町地内の木曽川緑地内を整備し、平成29年度では木曽川町玉ノ井地内の自転車
道及び遊歩道の整備と、既存施設である木曽川緑地公園の再整備を行う。

マニフェスト 25　木曽川河川敷・周辺の整備を進めて「健康づくり」の拠点にします

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

千円

対象1㎡あたり 14,805 円

査定結果の理由等

　市全体の予算規模を踏まえて一部の費用を一旦保留したが、事業の優先度を再検討した結果、「№
19鞆江緑地公園整備事業」の費用の一部を本事業の整備費用に組み替えることで要求額通りに計上し
た。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

114,000 千円 94,000 千円 △20,000 千円 114,000 千円 +20,000

施工面積：7,700 ㎡

5
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№16

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 青木川河川敷公園整備事業 事業区分

予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

投資的事業

事業概要

　一宮市千秋町から丹陽町地内において、青木川河川敷を利用し遊歩道と休憩スペース、植栽による憩いの
場を創出し、既存の公園を拠点公園として再整備する。平成28年度には、測量及び実施設計を行い、平成29
年度では千秋町地内を整備する。

マニフェスト 9　健康寿命の長い地域づくりに取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 435 円

査定結果の理由等

　市全体の予算規模を踏まえて一部の整備費用を一旦保留したが、事業の優先度を再検討した結果、
必要性は認められるものの、部分的に計上を見送った。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

100,000 千円 20,000 千円 △80,000 千円 20,000 千円 -　 

千秋町・丹陽町連区H28.10.1現在人口：45,888 人

№17

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 光明寺公園ほか自転車道等整備事業 事業区分 投資的事業

事業概要

　一宮市光明寺地内から浅井町大野地内にある光明寺公園及び大野極楽寺公園の自転車道を活用し、自転車
道と遊歩道、休憩スペース等を整備する。平成27年度の測量を行い、平成28年度から工事着手する。

マニフェスト 25　木曽川河川敷・周辺の整備を進めて「健康づくり」の拠点にします

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1㎡あたり 14,285 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

100,000 千円 100,000 千円 -　 100,000 千円 -　 

施工面積：7,000 ㎡

№18

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 一の宮井筋緑道ポケットパーク整備事業 事業区分 投資的事業

事業概要

　一宮市萩原町朝宮地内において、一の宮井筋ポケットパークを整備する。平成28年度のフェンス工、側溝
工、健康器具工に引き続き、平成29年度では、広場舗装工、遊戯施設工、植栽工を行う。

マニフェスト 9　健康寿命の長い地域づくりに取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

対象1人あたり 319 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

ＫＰＩ 受益者など(見込)

6,000 千円 6,000 千円 -　 6,000 千円 -　 

萩原町連区H28.10.1現在人口：18,804 人

6



事業概要

　一宮市明地地内において、鞆江緑地公園に隣接する鞆江池とその周辺の環境整備を行う。平成28年度の池
北側護岸の整備に引き続き、平成29年度では園路等の整備と拡張用地の調査測量及び鑑定評価業務を行う。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

№19

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 鞆江緑地公園整備事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

39,118 千円 39,118 千円 -　 

対象1人あたり 477 円

査定結果の理由等

　必要性は認められるものの、市全体の予算規模及び財政状況を考慮して、鞆江池横断橋の設置費用
の計上を見送った。また、既設便所との距離を考慮して新規便所の設置費用の計上を見送った。本事
業で見送った費用を「№15木曽川沿川緑地整備事業」の整備費用に組み替えた。

№20

15,118 千円 △24,000 千円

ＫＰＩ 受益者など(見込) 朝日・萩原町連区H28.10.1現在人口：31,649 人

事業概要

　一宮市内各公園のフェンス、看板などの施設更新や、遊具等の設置を行う。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 各種公園整備事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

50,000 千円 34,500 千円 △15,500

対象1公園あたり 4,928,571 円

査定結果の理由等

　市全体の予算規模を踏まえて一部の整備費用を一旦保留したが、事業の優先度を再検討した結果、
必要性は認められるものの、部分的に計上を見送った。

№21

千円 34,500 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 公園数：7 公園

事業概要

　誰もが安全で安心して遊べる公園とするため老朽化した遊具の改築・更新を行うとともに、高齢者や障が
い者の方を含めて誰もが快適に利用できる施設の提供を行うため、バリアフリー化による園路等の整備を行
う。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 公園施設長寿命化対策・安全安心事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

160,000 千円 80,000 千円 △80,000

対象1公園あたり 5,000,000 円

査定結果の理由等

　市全体の予算規模を踏まえて一部の整備費用を一旦保留したが、事業の優先度を再検討した結果、
要求額には至らないものの部分的に計上した。

千円 100,000 千円 +20,000 千円

ＫＰＩ 受益者など(見込) 公園数：20 公園
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29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

地方創生事業

事業概要

　市内都市公園に健康活動のためのネットワーク形成・拠点づくりを目的に、高齢者の方を対象とした健康
器具を設置する。

マニフェスト 9　健康寿命の長い地域づくりに取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

№22

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 すこやか健康づくり公園整備事業 事業区分

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

8,000 千円 8,000 千円 -　 

対象1公園あたり 2,000,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№23

8,000 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 公園数：4 公園

事業概要

　「木曽川の水辺空間を活かした賑わい創出と魅力あるまちづくり」をテーマに水辺に興味を持つ市民や企
業、行政が三位一体となり、新しい活用を生み出す。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 ミズベリング138事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

121 千円 121 千円 -　 

対象1団体あたり 24,200 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№24

121 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 参加団体数：5 団体

事業概要

　一宮市内の小学校に入学した児童に入学記念樹としてリバーサイドフェスティバル開催時等に苗木を配布
する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 小学校入学記念樹配布事業 事業区分 その他事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

1,597 千円 1,597 千円 -　 

対象1人あたり 641 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

1,597 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 小学校1年生：2,488 人

8



29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

その他事業

事業概要

　緑に関心を持つ小学生及び中学生を対象とする。学習活動、奉仕活動、野外活動等をそれぞれの地域にお
いて、自主的かつ独創的な活動を展開する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

№25

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 みどりの少年団育成事業補助事業 事業区分

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

96 千円 90 千円 △6

対象1校あたり 45,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額を精査した結果、補助単価を見直して一部減額した。

№26

千円 90 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 学校数：2 校

事業概要

　「いちのみやリバーサイドフェスティバル」と「いちのみや秋の緑化フェア」を開催する。
　また、夏には木曽川上下流域交流会を行う。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 いちのみやリバーサイドフェスティバル開催事業 事業区分 その他事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

15,700 千円 15,700 千円 -　 

対象1人あたり 78 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№27

15,700 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) イベント来園者：200,000 人

事業概要

　緑化面積が80㎡以上の敷地に対して、屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化及び生垣設置の費用等
の一部を補助する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部公園緑地課 事業名 緑の街並み推進事業補助事業 事業区分 臨時事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

7,000 千円 7,000 千円 -　 

対象1件あたり 1,400,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

7,000 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 対象件数：5 件
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29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

その他事業

事業概要

　昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、平成14年度から愛知県で講習を受け登録された建築
士による現地調査及び机上解析を行い、申込者へその診断結果を報告する。耐震診断にかかる費用は、国・
県・市が負担し申込者に対しては無料で耐震診断を行う。

マニフェスト 22　公共施設の耐震化、民間木造住宅の耐震化促進に取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

№28

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 民間木造住宅耐震診断事業 事業区分

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

13,890 千円 13,890 千円 -　 

対象1件あたり 46,300 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№29

13,890 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 無料耐震診断申込者：300 件

事業概要

　昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、一宮市が実施する『無料耐震診断』の結果に基づき「倒壊
の可能性が高い」と診断された木造住宅に対し、耐震性を向上する耐震改修工事を実施する場合について、
限度額90万円の補助金を交付する。

マニフェスト 22　公共施設の耐震化、民間木造住宅の耐震化促進に取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 民間木造住宅耐震改修補助事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

27,000 千円 27,000 千円 -　 

対象1件あたり 900,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№30

27,000 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 耐震改修工事申請者：30 件

事業概要

　昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅で、建築士による耐震診断を行い、その診断に要した費用に
ついて、戸建て住宅にあっては限度額10万円、共同住宅にあっては戸あたり限度額5万円の補助金を交付す
る。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 民間非木造住宅建築物等耐震診断補助事業 事業区分 その他事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

1,600 千円 1,600 千円 -　 

対象1件あたり 51,612 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

1,600 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 非木造住宅耐震診断実施者：31 件

10



29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

投資的事業

事業概要

　アスベストは、目視による判定が困難であるため正確な分析・調査を行うためには専門機関に調査委託す
る必要がある。既存の建築物に吹付けてある物質が、アスベストかどうか判定するための分析調査を行う場
合について、限度額25万円の補助金を交付する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

№31

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業 事業区分

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

250 千円 250 千円 -　 

対象1件あたり 250,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№32

250 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) アスベスト分析調査申請者：1 件

事業概要

　昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、一宮市が実施する『無料耐震診断』の結果に基づき「倒壊
の可能性が高い」と診断された木造住宅に対し、耐震性を向上する耐震改修工事を実施する場合について、
限度額30万円の補助金を交付する。

マニフェスト 22　公共施設の耐震化、民間木造住宅の耐震化促進に取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 民間木造住宅簡易耐震改修補助事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

300 千円 300 千円 -　 

対象1件あたり 300,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№33

300 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 簡易耐震改修工事申請者：1 件

事業概要

　昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、一宮市が実施する『無料耐震診断』の結果に基づき「倒壊
の可能性が高い」と診断された木造住宅に対し、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るため、安全性
の評価を受け市長が認めた「耐震シェルター・防災ベッド」に対し、それぞれ限度額25万円・15万円の補助
金を交付する。

マニフェスト 22　公共施設の耐震化、民間木造住宅の耐震化促進に取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 耐震シェルター等設置補助事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

900 千円 900 千円 -　 

対象1件あたり 225,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

900 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 耐震シェルター等設置申請者：4 件
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29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

その他事業

事業概要

　昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、一宮市が実施する『無料耐震診断』の結果「倒壊の可能性
が高い」と診断された木造住宅に対し、地震による倒壊等による被害の防止を目的として、当該木造住宅１
棟全てを解体する場合について、限度額20万円の補助金を交付する。

マニフェスト 22　公共施設の耐震化、民間木造住宅の耐震化促進に取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

№34

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 民間木造住宅解体補助事業 事業区分

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

30,000 千円 30,000 千円 -　 

対象1件あたり 200,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№35

30,000 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 木造住宅解体申請者：150 件

事業概要

　昭和56年5月31日以前に着工された非木造建築物で、建築士による耐震診断を行い耐震性がないと診断され
た建築物に対して「安全な構造」に耐震改修する工事について、限度額90万円の補助金を交付する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築指導課 事業名 民間非木造建築物等耐震改修補助事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

900 千円 900 千円 -　 

対象1件あたり 900,000 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№36

900 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) 耐震改修工事申請者：1 件

事業概要

　市内に36ある市営住宅に関する事務をしている。
　管理代行制度等の導入により、経費削減やサービスの向上を図り、多様な入居希望者への住宅提供や建物
等の維持管理を円滑に実施する。
　住宅管理システム等により家賃収滞納状況や各種承認等の現入居者の適切な管理をする。また、悪質滞納
者や高額所得者、不正入居者に対して、明渡し指導・請求等を実施する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築住宅課 事業名 市営住宅管理事業 事業区分 その他事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

235,393 千円 234,152 千円 △1,241

対象1戸あたり 83,835 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額を精査した結果、管理費用を見直して一部減額した。

千円 234,152 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) H28.10.1現在市営住宅管理戸数：2,793 戸
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事業概要

　市営住宅の建物や設備機器、共同施設等の修繕工事を行う。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

№37

担当課室 まちづくり部建築住宅課 事業名 市営住宅施設修繕事業 事業区分 その他事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

45,452 千円 45,452 千円 -　 

対象1戸あたり 16,273 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

№38

45,452 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込) H28.10.1現在市営住宅管理戸数：2,793 戸

事業概要

　河端住宅３号棟（昭和61年度建設：30戸）の外壁、屋上防水の改修工事を実施する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築住宅課 事業名 河端住宅３号棟外壁その他改修事業 事業区分 投資的事業

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

33,337 千円 27,436 千円 △5,901

対象1戸あたり 1,111,233 円

査定結果の理由等

　市全体の予算規模を踏まえて屋上防水の改修費用を一旦保留したが、事業の優先度を再検討した結
果、要求額通りに計上した。

№39

千円 33,337 千円 +5,901 千円

ＫＰＩ 受益者など(見込) 河端住宅３号棟の戸数：30 戸

事業概要

　島村住宅１号棟（昭和47年度建設：50戸）の外壁の改修工事を実施する。

マニフェスト －

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

担当課室 まちづくり部建築住宅課 事業名 島村住宅１号棟外壁改修事業 事業区分 投資的事業

20,257 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込)

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

20,257 千円 20,257 千円 -　 

対象1戸あたり 405,140 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

島村住宅１号棟の戸数：50 戸
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№40

担当課室 まちづくり部建築住宅課 事業名 市営住宅耐震改修事業 事業区分

29 予算編成過程・ＫＰＩの公開 （まちづくり部）

投資的事業

事業概要

　松降住宅（昭和45･46年度建設：西棟39戸・東棟48戸：5階建て）は、耐震性能が不足しているため、耐震
改修工事を行う。また、この工事により住宅として使用ができなくなるスペースには、エレベーターを設置
し入居者の利便性向上を図る。

マニフェスト 22　公共施設の耐震化、民間木造住宅の耐震化促進に取り組みます

担当課室要求額 財政担当査定額 市長査定額

① ② 増減（②-①） ③ 増減（③-②）

松降住宅の戸数：87 戸 対象1戸あたり 1,163,183 円

査定結果の理由等

　事業内容及び要求額が妥当であると判断した。

101,197 千円 -　 

ＫＰＩ 受益者など(見込)

101,197 千円 101,197 千円 -　 
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