
 

 

 

 

 

 

中期事業計画 

【第６次瀬戸市総合計画 平成 30年度 実施計画】 
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１. 序論 

⑴ 中期事業計画の構成 

    中期事業計画は、第６次瀬戸市総合計画の実施計画として、総合計画で定める将来

像の実現及び都市像の達成に向けて実施する事業を取りまとめ、事業ごとに事業費、

活動指標を掲げています。 

    また、計画期間は３か年とし、計画期間の財政見通しを歳入歳出計画として示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

短･中期的な視点からの施策の実施計画 

・短･中期における事業方針 
・主な事業の実施内容･事業費･実施スケジュール･活動指標 

基本構想を実現するための総合的な施策体系 
・基本的な枠組み 
・施策体系    ・進行管理 

市民と共有する１０年先の瀬戸市のあるべき姿 
・将来像   ・施策の大綱(都市像) 
・将来人口  ・土地利用   基 本 構 想 

基 本 計 画 

中期事業計画 

第６次瀬戸市総合計画を実現する実施計画 

第６次瀬戸市総合計画 
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⑵ 第６次瀬戸市総合計画の将来像・都市像 

    第６次瀬戸市総合計画では、瀬戸市が、市民にとって暮らしたい、企業にとって活動

したいと思われるまちへと、瀬戸市の持つ魅力を「まちの誇り」として世界に発信しな

がら、未来に向けて新しく変わっていくことを目指し、「住みたいまち 誇れるまち 新し

いせと」を将来像に掲げています。 

    そして、この将来像を実現するため、具体的に達成を目指す都市の姿として、３つの

都市像を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 中期事業計画の視点 

    将来像と都市像ごとに掲げた、社会や経済、都市環境の状況、市民の実感などの都市

の実態を評価する数値指標をもとに、３年間の短･中期において、重点的に取り組むべき

第６次瀬戸市総合計画の政策・施策を抽出します。 

    中期事業計画では、それらの抽出した政策・施策において、重点的に取り組む事業（重

点事業）を位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 施 策 

施 策 

施 策 

活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち 

安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち 

地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち 

都市像① 
 
都市像② 

都市像③ 

①製造業の元気さ

②小売業の元気さ

③働く人の付加価値を生む力

④企業の稼ぐ力

⑤雇用の多さ

⑥働く機会の多さ

⑦所得の多さ

⑧土地の価値⑨鉄道の利用

⑩まちの賑わい

⑪企業の活力実感度

⑫雇用の充実実感度

⑬所得の向上実感度

⑭公共交通の満足度

⑮自然・歴史文化の満足度

瀬戸市
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住みたいまち 誇れるまち 新しいせと 

都 市 像 ① 

都 市 像 ② 

都 市 像 ③ 

政 策 

政 策 

政 策 政 策 

政 策 

政 策 

政 策 

政 策 

政 策 

 
都 市 像 ご と の 評 価 指 標 

  
重点的に取り組むべき政策･施策を抽出 

住みたいまち 誇れるまち 新しいせと 将来像 
 

施 策 に お け る 重 点 事 業 を 位 置 付 け る 
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２. 施策体系と事業 
⑴ 第６次瀬戸市総合計画の施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜都市像①＞ 
活力ある地域
経済と豊かな
暮らしを実感
できるまち 

＜都市像②＞ 
安心して子育
てができ、子ど
もが健やかに
育つまち 

＜都市像③＞ 
地域に住まう
市民が自立し
支え合い、笑顔
あふれるまち 

＜行 政＞ 

〈
将
来
像
〉 

住
み
た
い
ま
ち 

誇
れ
る
ま
ち 

新
し
い
せ
と 

a 計画的･効率的な財政運営 e 税収･財源の確保 
b 公共施設・資産等の総合管理 f 情報の管理と戸籍制度等の適切な運用 
c 職員の人材育成等 g 効果的な広報･広聴 
d 行政事務の品質向上 h 他自治体との広域連携 

○第６次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化 

a コミュニティビジネスの創出支援 
b 就職支援 
c 起業・創業支援 
d ツクリテ支援、若手作家、職人の活
動支援 

e 起業家に対する定住支援 
f 障害者や生活困窮者などへの就労支
援 

⑵年齢や性別にかかわらず、働く

ことや起業・創業に挑戦できる

まちづくり 

a 企業誘致、先端産業誘致・育成 
b 産官学金連携によるビジネスモデル
構築支援 

c 雇用対策と人材の確保・流失防止 
d 地域産業の振興 
e 農業振興と農業の６次産業化 
f 地域の産業を支える人材育成 
g 新産業の創出 

⑴地域産業の振興と人材の活躍促

進 

 

a 特色あるキャリア教育等の推進 
b 将来を見据えた教育の実施 
c 確かな学力の定着と向上 
d 豊かな心の育成 
e 新鮮な農産物の提供による安全･安
心な学校給食等 

f 信頼される学校づくりの推進 
g 教育サポートセンターの充実 
h 学校地域コーディネーターの配置 
i 規則正しい生活習慣の定着と健康の
増進 

j 体力の向上とスポーツの振興 
k 特別支援教育の展開 
l 外国籍児童等への学習支援 

⑵瀬戸で学び、瀬戸で育ててよか

ったと思える教育の実現 

 

a 子育て総合支援センターの創設 
b 妊娠・出産への支援 
c 子どもの健康の保持･増進 
d 子育てサービスの整備・充実 
e 食育の推進 
f 保育園・幼稚園・小中学校の連携強
化 

g 障害児への支援 
h 障害児の保護者・介助者への支援 
i 子どもの健康増進と心･身体の育成 
j 外国籍児童等への学習支援 
k 子どもの貧困に対する支援 

⑴ライフステージに応じた切れ目

のない子ども・子育ての支援 

 

a 地域包括ケアシステムの構築 
b 家族介護者の負担軽減を図る取り組
み 

c 円滑なボランティア活動のための仕
組みづくり 

d 高齢者が活躍できる環境づくり・居
場所づくり 

e 認知症高齢者と家族の支援 
f 独居高齢者の日常生活の支援 

⑵高齢者が生きがいを持って活躍

し、支えあいにより、安心して暮

らせるまちづくり 

a 市民の主体的な健康づくりの推進  
b 多面的な生活習慣病対策 
c 市民の健(検)診受診率向上 
d 各種保険制度の適切な運用 
e 介護予防事業の推進 

⑴誰もがいきいきと、健康に暮ら

すことができるまちづくり 
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a 観光産業の振興 
b 瀬戸らしい“暮らし”の創出 
c 市内外への「せとまちブランディン
グ」の展開 

d 戦略的な広報の推進 
e 陶磁器産業のブランド化 
f 姉妹都市などの都市間交流の促進 

⑶地域経済の活性化につながる地

域資源を活かしたシティプロモ

ーションの展開 

a 子育てサービスの整備・充実 
b 保育園・幼稚園・小中学校の連携強
化 

c ワーク・ライフ・バランスの推進、
女性活躍･男女共同参画推進 

d 高齢者人材の活躍支援 
e 各種セーフティネット整備･充実 
f 働く世代に対する健康増進 

⑷誰もがいきいきと、安心して働

くことができるまちづくり 

 

a 広域ネットワークを形成する幹線道
路の整備 

b 道路・河川施設等の適切な維持管理 
c 地域資源を活かした都市景観の形成 
d 地域経済を支える有効な土地利用 
e 拠点を交通ネットワークでつないだ
コンパクトなまちづくり 

f 名古屋市へのアクセスの向上 
g 公共交通ネットワークの再構築 
h ＩＣＴ推進のための基盤整備 

⑸市民生活の利便性を高め、企業

活動の活性化につながる都市

基盤の整備 

a 地域住民と学校との連携 
b 育児サロンや保育園などを活用した
子育て支援 

c 高齢者による子育てサポーターの養
成と活動の場の創出 

d 多子世帯・障害児・外国籍市民への
支援 

e 家庭教育の充実 
f 地域とともにある学校づくり 
g 子どもの健やかな心と身体の育成 
h 婚活支援 

⑶多世代が子育てに関わることの

できるまちづくり 

 

a 公園や歩道など子育てのための都市
基盤の整備･維持管理 

b 面的整備事業による新たなまちづく
り 

c コンパクトシティの推進 
d 鉄道駅のバリアフリー化 
e ユニバーサルデザインの推進 
f 水や緑との触れあいの場の創出 
g 自然環境の保護・保全 
h 安全で安心な水の供給 
i 日常生活を支える排水路施設の整
備・維持管理 

j 汚水処理人口普及率の向上 
k 空き家活用・解体等の支援 

⑸都市基盤整備による居住環境の

魅力向上と未来に向けた良好な

環境の継承 

a 子育て・教育に関するシティプロモ
ーションの展開 

b 市民自らが情報を発信できる体制づ
くり 

c 移住･定住支援･総合相談 
d ３世代同居・近居の促進 
e 中心地区への住み替え支援 

⑷子育て世代に向けた魅力あふれ

る子育て情報の発信と定住の促

進 

a 地域生活支援事業の効果的な実施 
b 福祉総合相談窓口の充実 
c 個人が気軽に社会参加できる仕組み
づくり 

d 地域力向上に向けた活動の推進・支
援 

e 地域活動を通した健康と福祉施策推
進の取り組み 

f 地域力･市民力を活かした障害者を
支える仕組みづくり 

g 生活困窮者の自立に向けた支援 
h 市民活動の推進と拡充への支援 
 

⑶誰もが自立し、地域で支え合い

ながら生きがいをもって安心し

て暮らせるまちづくり 

a 温暖化防止･省エネ等への取り組み 
b 地域清掃･環境美化 
c ごみ減量の促進・一般廃棄物の収集
運搬 

d し尿処理施設の適正な管理運営 
e 公衆衛生に関わる公共施設の適正な
管理･運営 

f 消費生活センターの運営 
g 火災予防体制の充実 
h 消防･救急体制の充実 
i 地域防災力の向上 
j 防犯･交通安全の推進 
k 企業の地域活動参画などのＣＳＲ支
援･促進 

 

⑷地域の生活環境の向上と安全･

安心な地域づくり 

 

a 生涯学習の推進 
b 図書館サービスの充実 
c 生涯スポーツの振興 
d 文化財等の伝統文化の継承と陶芸文
化の新しい活用 

e 郷土の祭や伝統･文化の継承 
f 文化芸術活動の支援や奨励 
g 多文化共生社会の推進 
h 姉妹都市などの都市間交流の促進 
 

⑸誰もが生涯にわたって学び、郷

土に対する誇りと愛着を深める

豊かな地域づくり 
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⑵ 重点事業一覧 
都市像 政策 施策/事業名 

事業費(千円) 
(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

＜都市像①＞活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち 

  ＜政策 1＞地域産業の振興と人材の活躍促進                                    

    ＜施策 a＞企業誘致、先端産業誘致・育成                                  

    企業誘致推進 10,158 ①-1g、①-5d ①-1c 産業課 

    デジタルリサーチパーク整備 263,200  ①-5h 秘書室 

  ソフトウェア企業誘致補助金 3,400 ①-1g ①-1c 産業課 

    ＜施策 d＞地域産業の振興                                        

    地域産業振興 33,411  ①-1a、①-1c 産業課 

    ＜施策 e＞農業振興と農業の６次産業化                                  

    アグリカルチャー推進 12,207  ①-2c、②-2e アグリカルチャー推進 PT 

    ＜施策 f＞地域の産業を支える人材育成                                  

    次世代クリエーター育成 15,000 ①-1g ②-2b、②-2d 秘書室 

    まるっとミュージアム推進 
(愛・地球博開催継承事業） 

8,000 ①-3a ①-3c、②-2d、②-4a、
③-5e まるっとミュージアム課 

  ＜施策 g＞新産業の創出                                         

  企業誘致推進 3,500 ①-1a、①-5d ①-1c 産業課 

  ソフトウェア企業誘致補助金(再掲)  3,400 ①-1a ①-1c 産業課 

 ＜政策 2＞年齢や性別にかかわらず、働くことや起業・創業に挑戦できるまちづくり                

    ＜施策ｃ＞起業・創業支援                                       

    せと・しごと塾 3,300 ①-1a ①-1d、①-1c 産業課 

    ＜施策ｄ＞ツクリテ支援、若手作家、職人の活動支援                            

    ツクリテ支援・ツクリテ支援補助金   30,526 ①-2a、①-2e、②-4e   産業課 

    商業団体等事業費補助金 27,876 ①-1d ①-2c 産業課 

    地域資源活用推進 3,000 ①-3e ①-1f せとまちブランディング
推進 PT 

    空家等利用促進補助金 50,900 ①-2e、②-4c、②-4d  都市計画課 

 ＜政策 3＞地域経済の活性化につながる地域資源を活かしたシティプロモーションの展開                

  ＜施策 a＞観光産業の振興                                        

  まるっとミュージアム推進 116,708 ①-1f ①-3c、②-2d、②-4a、
③-5e まるっとミュージアム課 

  日本遺産魅力発信推進事業 10,992 ①-3d ③-5d 産業課 

  ＜施策 c＞市内外への「せとまちブランディング」の展開                          

  せとまちブランディング推進 15,000 ①-3b ②-4b 
せとまちブランディング
推進 PT 

  ＜施策 e＞陶磁器産業のブランド化                                    

  産業振興（陶磁器産業振興） 33,745  
①-1a、①-1b、①-
1c、①-1d、①-2b 

産業課 

 ＜政策 5＞市民生活の利便性を高め、企業活動の活性化につながる都市基盤の整備                  

  ＜施策 a＞広域ネットワークを形成する幹線道路の整備                           

  陣屋線整備 428,377   建設課 

  赤津山口線整備 157,000   建設課 
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都市像 政策 施策/事業名 

事業費(千円) 
(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

重点事業 
掲載頁 

＜都市像②＞安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち 

  ＜政策 1＞ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育ての支援                        

  ＜施策 a＞子育て総合支援センターの創設                                  

    子育て総合支援センター運営 1,898  ②-1d こども家庭課 

    子ども・子育て支援 6,195 ②-4a ②-1j、②-3b、②-3c こども家庭課 

   ＜施策 b＞妊娠・出産への支援 ＜施策ｃ＞子どもの健康の保持・増進                        

    産前・産後支援 3,396   健康課 

    妊産婦・乳児健康診査 298,207  ②-1c、③-1c 健康課 

  一般不妊治療費等助成金 5,928   健康課 

    がん検診 855,777  ①-4f、③-1a、③-1c 健康課 

  不育症治療支援 1,944   健康課 

  児童生活習慣病対策 27,420 ②-2i ②-3g、③-1b 健康課 

  ＜施策ｄ＞子育てサービスの整備・充実                                   

  保育所管理運営（公立保育園） 1,512,689 ①-4a、②-1e ①-4b、②-1f こども家庭課 

  
地域型保育給付 
（小規模保育事業所運営） 193,061 ①-4a  こども家庭課 

  施設型給付（幼稚園等運営） 101,514 ①-4a  こども家庭課 

  小規模保育事業所運営費等補助金 11,496 ①-4a  こども家庭課 

  民間保育所入所（民間保育園運
営） 

3,766,467 ①-4a  こども家庭課 

  民間保育所運営費補助金 452,400 ①-4a  こども家庭課 

  公立保育所運営（公設民営園） 624,786 ①-4a  こども家庭課 

  休日保育 18,000 ①-4a  こども家庭課 

 ＜政策２＞瀬戸で学び、瀬戸で育ててよかったと思える教育の実現                                   

  ＜施策 b＞将来を見据えた教育の実施                                    

  小中一貫校整備 7,797,809 ①-4b、②-1f ②-2c、②-3f 学校教育課 

  小学校小中一貫教育整備 1,216,479  行政-b 学校教育課 

  中学校小中一貫教育整備 447,750  行政-b 学校教育課 

  ＜施策 g＞教育サポートセンターの充実                                    

  適応指導推進 44,781   学校教育課 

  学校支援 127,623 ②-2f、②-2h、②-3c  学校教育課 

 ＜政策５＞都市基盤整備による居住環境の魅力向上と未来に向けた良好な環境の継承                           

  ＜施策 a＞公園や歩道など子育てのための都市基盤の整備・維持管理                           

  品野曽野線整備 213,930   建設課 

  品野窯町２号線整備 25,100   建設課 

  道路維持管理 992,094 ①-5b、③-4b  維持管理課 

  公園施設整備 461,162   維持管理課 

  ＜施策ｂ＞面的整備事業による新たなまちづくり ＜施策ｃ＞コンパクトシティの推進                                                   

  
都市計画等策定 
（中水野周辺まちづくり） 56,700 ②-5c ①-5d、①-5e、③-3e 都市計画課 

  都市計画等策定 115,634 ②-5b ①-5d、①-5e、③-3e 都市計画課 

  ＜施策ｄ＞鉄道駅のバリアフリー化                                          

  水野駅北口整備 279,000   建設課 

  鉄道駅バリアフリー化 65,500   都市計画課 
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都市像 政策 施策/事業名 

事業費(千円) 
(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

重点事業 
掲載頁 

＜都市像③＞地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち 

 ＜政策１＞誰もがいきいきと、健康に暮らすことができるまちづくり                                  

  ＜施策 a＞市民の主体的な健康づくりの推進 ＜施策 b＞多面的な生活習慣病対策                     

  健康づくり推進 8,722 ①-4f、③-1b ③-1c 健康課 

  
疾病予防（糖尿病性腎症重症化予
防）【国民健康保険事業特別会
計】 

16,049  ③-1a、③-1c、③-1d 国保年金課 

 ＜政策２＞高齢者が生きがいを持って活躍し、支えあいにより、安心して暮らせるまちづくり                      

  ＜施策 a＞地域包括ケアシステムの構築  ＜施策 e＞認知症高齢者と家族の支援                      

  介護予防・日常生活支援総合事業
【介護保険事業特別会計】 

988,745 ③-1e、③-2d  高齢者福祉課 

  介護予防普及啓発 
【介護保険事業特別会計】 8,658 ③-1e、③-2d  高齢者福祉課 

  地域介護予防活動支援 
【介護保険事業特別会計】 

4,875 ③-1e、③-2d ③-3e、③-3h 高齢者福祉課 

  地域リハビリテーション活動支援
【介護保険事業特別会計】 

1,134 ③-1e  高齢者福祉課 

  認知症総合支援 
【介護保険事業特別会計】 39,981 ③-2e  高齢者福祉課 

 ＜政策３＞誰もが自立し、地域で支え合いながら生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり                     

  ＜施策ｈ＞市民活動の推進と拡充への支援                                       

  せと市民活動応援補助金 15,000 ②-3h ③-2a、③-2c、③-3e、
③-5f 交流学び課 

  地域力向上活動推進補助金 32,000 ②-3a、③-3d ③-3e、③-4b、③-4i、
③-4j 

地域活動支援室 

  地域力向上拠点施設整備 378,221 ③-3d  地域活動支援室 

  提案型地域協働事業 7,000 ②-3a、③-3d 
③-3e、③-4b、③-4i、
③-4j 地域活動支援室 

 ＜政策４＞地域の生活環境の向上と安全・安心な地域づくり                                     

  ＜施策ｈ＞消防・救急体制の充実  ＜施策 i＞地域防災力の向上                      

  消防新庁舎整備 102,440   消防課 

  防災・減災啓発 6,894   防災課 

  自主防災活動支援 9,060   防災課 
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３. 都市像ごとの施策展開 
都市像１ 活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜都市像１における中期事業計画での施策展開＞ 

 
企業誘致、先端産業誘致・育成  

大規模な企業誘致に向けた工業用地整備            （企業誘致推進ほか） 

                        関連事業計 ２億６，６２０万円 

  ソフトウェア関連企業誘致              （ソフトウェア企業誘致補金） 

３４０万円 

 

地域産業の振興 

産業支援センターせとの機能拡充をはじめとした企業支援      （地域産業振興） 

３，３００万円 

 

農業振興と農業の６次産業化 

学校給食への農産物供給や市内農家の販路拡大        （アグリカルチャー推進） 

             １，２２１万円 

 

①-1a 

①-1d 

①-1e 

＜都市像１の状況＞ 

以上の都市像の状況から、都市像１において中期事業計画（平成 30 年度実施計画）で重点
的に取り組む第６次総合計画の施策を次のとおりとします。 
 
 

基準値を 80％としています 

①製造業の元気さ

②小売業の元気さ

③働く人の付加価値を生む力

④企業の稼ぐ力

⑤雇用の多さ

⑥働く機会の多さ

⑦所得の多さ

⑧土地の価値⑨鉄道の利用

⑩まちの賑わい

⑪企業の活力実感度

⑫雇用の充実実感度

⑬所得の向上実感度

⑭公共交通の満足度

⑮自然・歴史文化の満足度
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 「企業の稼ぐ力」や「所得の多
さ」は前年度に比べて上昇傾向に
ありますが、「製造業の元気さ」
「小売業の元気さ」「働く人の付
加価値を生む力」など、地域産業
の活力を示す指標は基準値より
下回っている指標も多く、総合計
画全体を推進するうえで、本市の
産業構造を踏まえた成長分野に
対する積極的な支援などが引き
続き考えられます。 
 また、「雇用の多さ」は基準値を
上回っていますが、本市における
定住人口のさらなる増加のため、
積極的な企業誘致により、引き続
き雇用の創出を図るほか、「土地
の価値」「まちの賑わい」の指標に
対しても効果的な、定住・交流人
口増加のための道路整備などの
施策展開が必要と考えられます。 
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地域の産業を支える人材育成 

新産業の担い手となるクリエーター育成講座開催       （次世代クリエーター育成） 

１，５００万円 

愛・地球博開催継承事業 瀬戸蔵ロボットアカデミー・ロボット博開催 （まるっとミュージアム推進） 

８００万円 

新産業の創出 

 サテライトオフィス設置支援                     （企業誘致推進） 

                                ３５０万円 

 ソフトウェア関連企業誘致               （ソフトウェア企業誘致補助金） 

                                                                   ３４０万円 

起業・創業支援 

 せと・しごと塾による起業・創業支援                （せと・しごと塾） 

３３０万円 

ツクリテ支援、若手作家、職人の活動支援 

ツクリテ交流拠点の運営、開業支援 

商店街空店舗を活用したチャレンジショップ展開        （ツクリテ支援ほか） 

関連事業計 ５，１５１万円 

ノベルティ技術の活用と新たな人材育成                   （地域資源活用推進） 

                  ３００万円 

空家の利活用による定住促進と市街地活性化          （空家等利用促進補助金） 

５０，９００万円 

 

観光産業の振興 

地域経済の活性化につながる観光産業の振興        （まるっとミュージアム推進） 

     １億１，６７１万円 

日本遺産認定による瀬戸市の魅力発信      （日本遺産魅力発信推進事業） 

１，０９９万円 

市内外への「せとまちブランディング」の展開 

市内外に向けたシティプロモーションの実施  

せとまちサポーター養成講座の展開 

多様なメディアを活用した広告展開           （せとまちブランディング推進） 

                                                            １，５００万円 

陶磁器産業のブランド化 

陶磁器の付加価値向上や後継者育成     （産業振興（陶磁器産業振興）） 

                    ３，３７５万円 

広域ネットワークを形成する幹線道路の整備 

 産業の基盤となる道路の整備                   （陣屋線整備ほか） 

                     関連事業計 ５億８，５４０万円 

 

①-2c 

①-1g 

①-2d 

①-3a 

①-3c 

①-3e 

①-5a 

※事業費は３か年合計 

 

①-1f 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜都市像２における中期事業計画での施策展開＞ 

 

子育て総合支援センターの運営 

出張相談等による地域連携など、子育て総合支援センターの機能強化 

子育て関連講座や市民交流セミナーの実施など、充実した子育て情報の提供         

（子育て総合支援センター運営） 

関連事業計 ８０９万円  

 

妊娠・出産への支援 / 子どもの健康の保持・増進 

妊娠・出産支援の充実 （産前・産後支援ほか） 

・産後うつ早期発見、産後健康管理の支援 

 ・助産師などの派遣による産前産後支援 

 ・子宮がんＨＰＶ検査の実施                  関連事業計 ３億１，３４１万円 

       

全小学校における児童生活習慣病対策 （児童生活習慣病対策） 

      ２，７４２万円 

                                                                        

 

②-1b/1c 

②-1a 

以上の都市像の状況から、都市像２において中期事業計画（平成 30 年度実施計画）で重点
的に取り組む第６次総合計画の施策を次のとおりとします。 
 

 
 

瀬戸市

基準値

①産まれる子どもの多さ

②女性の働きやすさ

③子育て世代の

結婚しやすさ

④所得の多さ

⑤若い世代の

住みやすさ

⑥治安の良さ

⑦交通安全

⑧学校生活の充実

⑨多世代による

子育て

⑩子育て支援

の満足度

⑪家族の

暮らしやすさ実感度

⑫若い世代の

居住満足度

⑬教育への満足度

⑭地域の子育て･
　 教育環境充実度
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 「産まれる子どもの多さ」は前
年度に比べて上昇傾向にありま
すが、依然として「子育て世代の
結婚しやすさ」「若い世代の住み
やすさ」などの指標は基準値よ
りも低く、若い世代が魅力を感
じて本市に定住・転入すること
を促すためには、子育てサービ
スの充実はもちろん、鉄道駅周
辺の整備や、都市機能を集約し
たコンパクトで利便性の高いま
ちづくりを進めていくことが必
要です。 
 また、「学校生活の充実」の指
標に対しては、子育てのしやす
さとともに学校を中心とした教
育環境の整備を進めるととも
に、小中一貫教育をはじめとす
る魅力ある教育制度や治安の良
さ、交通安全などのポテンシャ
ルを活かしたＰＲが必要と考え
られます。 

＜都市像２の状況＞ 

基準値を 80％としています 
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子育てサービスの整備・充実 

保育サービスの充実 （保育所管理運営ほか） 

・小規模保育事業所の新規開設 

 ・２歳児保育の受け入れ拡大 

 ・障害児保育実施園の拡充 

・保育料(休日保育含む)の負担軽減 

 ・育休退園制度の段階的廃止 

 ・保育所における第三者評価の導入 

 ・保育士の処遇改善                関連事業計 ６６億８，０４１万円 

                                                     

将来を見据えた教育の実施 

小中一貫教育の実現                     （小中一貫校整備ほか） 

・瀬戸市立小中一貫校整備  

 ・小中学校大規模改造及び普通教室へのエアコン設置等による学習環境向上 

                 関連事業計 ９４億６，２０４万円 

                                                     

教育サポートセンターの充実 

教育総合相談機能の整備                               （学校支援ほか） 

                          関連事業計  １億７，２４１万円 

 

公園や歩道など子育てのための都市基盤の整備・維持管理 

通学路や歩道の安全確保     （品野窯町２号線整備ほか） 

              関連事業計 ２億６，９０３万円 

 公園施設の長寿命化など都市公園の安全・安心対策            （公園施設整備） 

                                                               １億３，９００万円 

 

面的整備事業による新たなまちづくり / コンパクトシティの推進 

 中水野駅周辺のまちづくり                    （都市計画等策定） 

５，６７０万円 

 多極ネットワーク型コンパクト構造の形成          

住宅団地再生モデルの構築                    (都市計画等策定) 

１億１，５６３万円 

 

鉄道駅のバリアフリー化 

 水野駅北口自動改札口整備  

愛知環状鉄道駅のバリアフリー化               （水野駅北口整備ほか） 

                       関連事業計 ３億４，４５０万円 

 

 
 

②-2b 

②-1d 

②-5a 

②-2g 

②-5b/5c 

※事業費は３か年合計 

 

②-5d 
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都市像３ 地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市像３における中期事業計画での施策展開＞ 

 

市民の主体的な健康づくりの推進 / 多面的な生活習慣病対策 

減塩個別指導などの生活習慣病対策 （健康づくり推進） 

    ８７２万円 

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施   （糖尿病性腎症重症化予防） 

    国民健康保険事業特別会計 

 

地域包括ケアシステムの構築 / 認知症高齢者と家族の支援 

介護予防サービス・生活支援サービスの実施など、地域の多様な主体によって支え合う

地域包括ケアシステムの構築      （介護予防･日常生活支援総合事業ほか） 

介護保険事業特別会計 

 

専門職チームによる総合的な認知症高齢者と家族への支援    （認知症総合支援事業） 

介護保険事業特別会計 

 

瀬戸市

基準値
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①健康と長寿

（男性）

②健康と長寿

（女性）

③市民の医療費

④治安の良さ

⑤交通安全

⑥火災の少なさ

⑦高齢者の活躍

⑧障害者福祉

の充実

⑨地域のつながり

⑩心と健康の

充実度

⑪都市の安全

実感度

⑫地域の支え合い

実感度

⑬自立した暮らし

実感度

⑭交流と社会参画

の満足度
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 「市民の医療費」「高齢者の
活躍」などの指標は基準値よ
りも低く、引き続き、福祉施策
の充実を図るとともに、超高
齢社会における取り組みとし
て、健康増進や介護予防など
の施策を展開し、「健康と長
寿」を向上していくことが必
要と考えられます。 
 また、「治安の良さ」「火災の
少なさ」「地域のつながり」の
指標については、基準値より
も高く本市の魅力でもあり、
地域における市民生活の基盤
となる分野であることから、
この水準を将来にわたって維
持できるよう、計画を推進し
ていくことが重要です。    
一方で、「都市の安全実感

度」は低く、様々な災害に対応
すべく地域防災力の向上を図
る施策展開が必要です。 

＜都市像３の状況＞ 

以上の都市像の状況から、都市像３において中期事業計画（平成 30 年度実施計画）で重点
的に取り組む第６次総合計画の施策を次のとおりとします。 
 
 
 
 

③-1a/1b 

基準値を 80％としています 

③-2a/2e 
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市民活動の推進と拡充への支援 

市民力・地域力の向上 （せと市民活動応援補助金ほか） 

 ・せと市民活動応援補助金 

 ・地域力向上活動推進補助金 

 ・地域活動の拠点整備                     

・市民との新たな「協働」体制の推進 

関連事業計 ４億３，２２２万円 

        

 

消防・救急体制の充実/地域防災力の向上 

消防新庁舎整備による体制の強化                （消防新庁舎整備） 

   １億 ２４４万円 

防災ハンドブック・ガイドマップの改定・配布 

防災人材の育成支援と協働 

 （防災･減災啓発） 

   関連事業計 ４８０万円 

 

 

※事業費は３か年合計 

 

  

③-4h/4i 

③-3h 
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４．中期事業計画の財政計画 
 

 中期事業計画では、３か年にわたり様々な事業を展開していきます。そのため、計画の推

進にあたっては、将来予測に基づく歳入計画を立て、計画の実効性が担保されなければなり

ません。中期事業計画を推進するための財政の枠組みについては、下表のとおりです。 

 歳入は、市税を基軸とした自主財源と、現時点で見込むことが可能な特定財源をもとに計

画を立てています。 

また、計画の達成においては、市税や特定財源による通常の収入ほか、財源の不足を補う

ために必要な額の市債を見込むとともに、当該年度の予算編成までに事業の見直しや歳入増

加の検討を進め、財源の確保に努めていきます。 

 

歳入（一般会計） 単位：千円 

 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 30～32年度 

市税 18,236,401 17,618,077 17,658,952 17,696,221 52,973,250 

地方譲与税・交付金 3,166,000 3,016,600 3,334,900 3,653,300 10,004,800 

地方交付税 2,312,000 2,877,392 2,910,217 2,924,963 8,712,572 

市債 1,652,600 3,505,800 4,676,600 2,483,800 10,666,200 

その他 9,742,999 11,506,541 13,080,199 11,121,040 35,707,780 

合計 35,110,000 38,524,410 41,660,868 37,879,324 118,064,602 

 

歳出（一般会計） 単位：千円 

 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 30～32年度 

政策事業 14,344,274 17,347,560 20,509,983 16,586,046 54,443,589 

経常事業 12,880,049 13,370,908 13,339,124 13,591,196 40,301,228 

人件費 5,668,425 5,588,690 5,594,509 5,484,830 16,668,029 

公債費 2,217,252 2,217,252 2,217,252 2,217,252 6,651,756 

合計 35,110,000 38,524,410 41,660,868 37,879,324 118,064,602 

※歳出計画には、平成 30～32年度の各年度に９月補正予算として計上予定の道路等維持補修費 105,000千円が含まれま

す。 
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５．中期事業計画の施策・事業評価 
中期事業計画で重点的に取り組む施策は、施策ごとに向上を目指す都市像の指標を設定し

ています。向上を目指す都市像の指標は、都市像の現状を分析することで導き出し、向上に

あたり必要な事業を構築、展開していきます。 

中期事業計画で掲げる事業は、それぞれ事業の進行を管理するための指標を設定していま

す。指標は、事業実施に直接関連する指標（アウトプット）、または事業の成果に関する指標

（アウトカム）を設定し、事業の進捗管理と効果の検証を行います。 

 また、指標により年度ごとに事業の点検及び評価をすることで継続的に改善し、都市像の

達成に向けてより効果的な事業を構築し、実施していきます。 
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６．行政サービスの向上と公共施設等の総合管理  

⑴ 行政サービスの向上と施策の効果的な推進 

   中期事業計画（平成 30年度実施計画）では、都市像の達成に向けた施策の効果的・効率的な推進

と市民サービスの向上を目的として、事務事業の見直しや業務改善に取り組み、行政事務の品質向上

を図ります。 

また、施策の推進に必要な財源の確保や、職員の人材育成などの基盤強化にも取組み、都市像の達

成を目指します。 

 

目
的 

・中期事業計画の効果的・効率的な推進による都市像の達成 
・市民満足度の向上 

 

必
要
な
取
組
み 

・事業を継続的に展開していくため、歳入確保・歳出抑制を柱とした計画的・効率的な財政運営を図りま

す。 

・社会や市民の要請に沿った新しい施策を展開できる職員を育成します。 

・中期事業計画で掲げる事業が、目的に沿った内容と品質を維持できるよう行政事務の品質向上を図りま

す。 

・事業を実施する財源を確保するため、公平・公正な課税を行うとともに、市有財産の適切な管理を行いま

す。 

・市の取組みを効果的に市民に伝え、また市民ニーズを的確に把握するための広報・広聴を展開します。 

 

行
政
サ
ー
ビ
ス
向
上
・
施
策
推
進
に
向
け
た
取
組
み
の
展
開
イ
メ
ー
ジ 

 

 

中 期 事 業 計 画 

都市像達成に向けた取組み 

<都市像①> 

施策 a 

施策 b 

 …  

<都市像②> 

施策 a 

施策 b 

 …  

<都市像③> 

施策 a 

施策 b 

 …  

 

行政サービス向上・施策推進に向けた取組み 

行政事務の 
品質向上 

税収・財源 
の確保 

計画的・効率
的 

な財政運営 

効果的な 
広報・広聴 

職員の 
人材育成 

都市像 

の達成 

市民満足度 

の向上 

中
期
事
業
計
画
の
効
果
的
・
効
率
的
な
推
進 
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⑵ 公共施設等の総合管理 

   中期事業計画（平成 30年度実施計画）における公共施設等の総合管理に関する取組みは、以下の

とおりです。 

第６次瀬戸市総合計画にあわせて策定された瀬戸市公共施設等総合管理計画に示された「公共施設

等の総量を減らすことで必要経費の縮減を図る一方で、市民サービス水準を保つ」という方針を具体

化する事業です。 

 

目
的 

・公共施設等の維持管理に係る必要経費の縮減 
・市民サービス水準の維持 

 

必
要
な
取
組
み 

・公共施設の総量を減らし、長寿命化を図ります。 

・個別施設の長寿命化計画を策定します。 

・市民サービス水準を維持するため、公共施設の総量を減らす場合でも、機能を維持します。 

・新規に公共施設を建設する場合は、施設の統廃合を進め、機能集約を積極的に図ります。 

・事後保全から予防保全への転換を図ります。 

 

主
な
実
施
内
容 

新規施設整備によって既存施設の機能集約につながるもの 30～32 年度事業費 

瀬戸市立小中一貫校整備 

瀬戸サイト跡地整備 

7,797,809千円 

300,000千円 

個別施設の長寿命化に基づいて大規模改修等を行うもの 30～32 年度事業費 

瀬戸蔵電気・空調等設備修繕 

文化ホール客席等吊天井改修工事 

文化ホール外壁改修工事 

文化交流館・美術館外壁改修工事 

体育館外壁修繕 

東山小学校大規模改造 

下品野小学校大規模改造 

幡山中学校大規模改造 

151,010千円 

550,819千円 

96,578千円 

86,811千円 

85,536千円 

225,032千円 

287,697千円 

440,103千円 

インフラ資産の長寿命化によって将来の更新に係る経費削減を図るもの 30～32 年度事業費 

道路修繕工事 

橋りょう補修工事・橋りょう耐震工事 

道路及び側溝修繕、歩道リフレッシュ工事 

839,094千円 

786,700千円 

153,000千円 

個別施設の長寿命化計画等を策定するもの 30～32 年度事業費 

公園施設長寿命化計画見直し 

橋りょう長寿命化・修繕計画策定 

路面性状調査等 

2,000千円 

14,000千円 

18,000千円 
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７．中期事業計画の主要事業 

都市像１ 活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち 

事業名 事業費(千円) 
(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

＜政策１＞地域産業の振興と人材の活躍促進 

企業立地促進奨励金  503,451 ①-1a、①-1b、①-1c ①-5d 産業課 

市内企業再投資促進補助金 875,942 ①-1d ①-1a、①-1c 産業課 

信用保証料補助金 69,000 ①-1d ①-1c、①-2c 産業課 

経営安定特別資金預託金 108,000 ①-1d   ①-1c                   産業課 

中小企業者事業資金利子補給補助金 3,900 ①-1d ①-1c 産業課 

小規模企業等振興資金預託金 138,000 ①-1d ①-1c 産業課 

道の駅管理運営 61,426 ①-1e、①-3b ①-3a アグリカルチャー推進PT 

＜政策２＞年齢や性別にかかわらず、働くことや起業・創業に挑戦できるまちづくり 

中心市街地商店街空き店舗対策事業費補
助金 

10,869 ①-2c、①-3d、②-4e ①-1c、①-1d、①-2d 産業課 

＜政策３＞地域経済の活性化につながる地域資源を活かしたシティプロモーションの展開 

陶祖まつり協賛 3,900 ①-3a ③-5e まるっとミュージアム課 

せともの祭協賛 39,297 ①-3a ③-5e まるっとミュージアム課 

観光施設管理 65,967 ①-3a ①-3c、①-5c、②-5a、
②-5f まるっとミュージアム課 

瀬戸蔵施設管理 607,616 ①-3a ③-3h、③-5a、③-5d まるっとミュージアム課 

ノベルティ・こども創造館管理運営 80,352 ①-3a、①-3c ③-5d 文化課 

新世紀工芸館施設管理 154,950 ①-3b、①-3c ①-2d、①-3d、③-5d 文化課 

瀬戸染付工芸館施設管理 40,851 ①-3b、①-3c ①-2d、①-3d、③-5d 文化課 

＜政策４＞誰もがいきいきと、安心して働くことができるまちづくり 

女性活躍・男女共同参画推進 5,715 ①-4c、①-2b、③-4k ①-1c、①-1f、②-2b、
②-3g、②-4d、③-3g 

交流学び課 

＜政策５＞市民生活の利便性を高め、企業活動の活性化につながる都市基盤の整備 

橋りょう耐震補強 8,100 ①-5b  維持管理課 

道路橋りょう予防保全 810,600 ①-5b  維持管理課 

用排水路整備 105,657 ①-5b ①-1e 維持管理課 

ため池整備 26,100 ①-5b ①-1e 維持管理課 

農道整備 38,414 ①-5b ①-1e 維持管理課 

瀬戸川文化プロムナード市街地整備 67,603 ①-5b、①-3c、②-5f ①-5c 建設課 

中洞川線整備 46,050 ①-5b  建設課 

景観形成助成金 6,000 ①-5c ①-3c 都市計画課 

公共交通維持・活性化 430,698 ①-5e、①-5g  都市計画課 

デジタルシティ推進 19,000 ①-5h、②-4b  秘書室 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち 

事業名 事業費(千円) 
(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

＜政策１＞ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育ての支援 

子ども医療費支給 1,937,884 ②-1c ②-1i、③-1a 国保年金課 

母子・父子家庭等医療費支給 264,681 ②-1c ②-1i、②-1k、③-1a 国保年金課 

乳幼児健康診査 
（3か月、6か月、1歳6か月、3歳） 34,560 ②-1c ③-1c 健康課 

こんにちは赤ちゃん訪問 11,592 ②-1c、②-1d  健康課 

家庭児童相談室運営 34,002 ②-1d ②-1a こども家庭課 

病児・病後児一時預かり 26,730 ②-1d、①-4a  こども家庭課 

病児・病後児一時預かり事業利用補助金 2,880 ②-1d、①-4a  こども家庭課 

各園施設整備 151,725 ②-1d ①-4a こども家庭課 

児童クラブ活動助成 397,806 ②-1d、①-4a ②-3g こども家庭課 

せとっ子モアスクール運営 364,093 ②-1d、①-4a、②-3f ②-3g こども家庭課 

私立幼稚園就園奨励費補助金 613,882 ②-1d  こども家庭課 

保育所食育推進 1,500 ②-1e ②-1c こども家庭課 

発達支援室管理運営 28,066 ②-1f、②-1g ②-1a、②-1h、②-2k、
②-3d こども家庭課 

のぞみ学園管理運営 160,285 ②-1g ②-1h、②-1i、②-3d、
②-3g こども家庭課 

障害児相談支援 38,880 ②-1g ②-1h こども家庭課 

せとっ子ファミリー交流館管理運営 56,246 ②-1i、②-3b ②-1d、②-3g こども家庭課 

児童館管理運営 36,919 ②-1i、②-3b ②-1d、②-3g こども家庭課 

プレイルーム運営 41,348 ②-1i、②-3b ②-1d、②-3g こども家庭課 

児童扶養手当支給 1,203,519 ②-1i、②-1k  こども家庭課 

児童手当支給 6,164,636 ②-1i  こども家庭課 

母子家庭等自立支援給付金支給 16,746 ②-1k  こども家庭課 

子ども・子育て支援事業計画策定 5,819 ②-1d、②-1k ②-1b、②-2d、②-3b、 
②-4a こども家庭課 

学習支援 1,893 ②-1k ②-2c 社会福祉課 

＜政策２＞瀬戸で学び、瀬戸で育ててよかったと思える教育の実現 

せと・まるっとキャリア教育推進 12,000 ②-2a ①-1f 産業課 

小中学校適正配置 49,914 ②-2b、①-4b、②-1f ②-2c、②-3f 学校教育課 

学習支援（地域未来塾） 2,250 ②-2c、②-1k  学校教育課 

＜政策３＞多世代が子育てに関わることのできるまちづくり 

育児講座・異年齢交流 3,564 ②-3e ②-1d、②-3b こども家庭課 

＜政策５＞都市基盤整備による居住環境の魅力向上と未来に向けた良好な環境の継承 

都市緑化推進事業補助金 30,000 ②-5f  維持管理課 

環境基本計画推進 13,445 ②-5g、③-4a  環境課 

オオサンショウウオ保護 1,678 ②-5g ③-5d 文化課 

排水路維持 192,975 ②-5i、③-4b ①-5b、③-4j 維持管理課 

河川環境整備 113,000 ②-5i、③-4b ①-5b、③-4j 維持管理課 

河川・排水路整備 230,820 ②-5i ①-5b 維持管理課 

空家等対策 6,662 ②-5k、①-2c、①-2d 
②-4c、②-4d、②-4e  都市計画課 

水道老朽管布設替【水道事業会計】 925,500 ②-5h  水道課 

西部処理区管渠整備 
【下水道事業特別会計】 4,664,600 ②-5j、②-5g  下水道課 

水野処理区管渠整備 
【下水道事業特別会計】 

734,100 ②-5j、②-5g  下水道課 
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都市像３ 地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち 

事業名 事業費(千円) 
(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

＜政策１＞誰もがいきいきと、健康に暮らすことができるまちづくり 

 予防接種 1,009,636 ③-1a ②-1c 健康課 

 休日診療（休日急病診療所運営） 27,911 ③-1a  健康課 

 障害者医療費支給 682,372 ③-1a ②-1c、②-1g、②-1i、
②-3d 国保年金課 

 精神障害者医療費支給 320,209 ③-1a ②-1c、②-1g、②-1i、
②-3d 国保年金課 

 後期高齢者医療費支給 4,623,322 ③-1a  国保年金課 

 後期高齢者福祉医療費支給 879,722 ③-1a  国保年金課 

 訪問指導（生活習慣病対策） 14,232 ③-1b、①-4f ③-1a 健康課 

 肝炎ウイルス検診 36,137 ③-1c ③-1a 健康課 

 歯科健診 6,083 ③-1c ③-1a 健康課 

＜政策２＞高齢者が生きがいを持って活躍し、支え合いにより、安心して暮らせるまちづくり 

 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 5,500 ③-1d、③-2a、③-3e  高齢者福祉課 

在宅医療・介護連携推進事業 
【介護保険事業特別会計】 25,110 ③-2e  高齢者福祉課 

生活支援・介護予防サービス基盤整備 
【介護保険事業特別会計】 44,157 ③-1e、③-2a  高齢者福祉課 

 地域福祉ボランティア活動助成金 3,000 ③-2c、③-3e  社会福祉課 

＜政策３＞誰もが自立し、地域で支え合いながら生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり 

 障害者福祉基本計画策定 3,000 ③-3a  社会福祉課 

 交通料金補助金 75,000 ③-3a、③-3c ②-1g、②-1h 社会福祉課 

 障害者地域移行支援事業 12,900 ③-3a、③-3c  社会福祉課 

 障害者相談支援 78,300 ③-3b ②-1g、②-1h 社会福祉課 

 地域交流センター管理運営 125,034 ③-3d、③-3h、 ③-3e、③-5a 地域活動支援室 

 自立相談支援 15,403 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 住居確保給付 3,000 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 就労準備支援 3,456 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 一時生活支援  630 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 市民公益活動促進 24,242 ③-3h、②-3h ①-2a、③-2c、③-3c、③-3d 
③-3e、③-4k、③-5ｆ 交流学び課 

＜政策４＞地域の生活環境の向上と安全･安心な地域づくり 

 資源物分別処理 1,205,224 ③-4c  環境課 

 ごみ減量化促進対策 4,082 ③-4c、③-4b ③-3d 環境課 

 消防装備整備 304,282 ③-4h  消防課 

 消防水利整備 60,171 ③-4h 行政-b 消防課 

 防災資機材整備 18,743 ③-4i  防災課 

 被災者支援システム整備 6,142 ③-4i  防災課 

 民間建築物耐震化促進補助金 165,150 ③-4i  都市計画課 

 民間木造住宅耐震診断 11,127 ③-4i  都市計画課 

 防犯カメラ設置費補助金 3,000 ③-4j  生活安全課 

 防犯灯設置費補助金 13,860 ③-4j  生活安全課 

 防犯灯電気料金補助金 64,470 ③-4j  生活安全課 

 交通安全施設等設置 151,400 ③-4j ①-5b、②-5a 維持管理課 

＜政策５＞誰もが生涯にわたって学び、郷土に対する誇りと愛着を深める豊かな地域づくり 

 地区公民館事業運営委託 104,570 ③-5a、③-3h ③-3d、③-3e 地域活動支援室 

 大学コンソーシアムせと負担金 10,389 ③-5a ①-3b、①-3e、②-1j、②-1k 
②-2a、②-2j、②-5b 

交流学び課 

 図書館施設整備 7,190 ③-5a、③-5b  図書館 

 体育施設整備 108,100 ③-5c ②-1i、②-2j、②-3g、
③-1a、③-5a 

交流学び課 
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事業名 事業費(千円) 
(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

 創造都市推進 1,050 ③-5d  文化課 

 歴史民俗資料館施設管理 4,059 ③-5d  文化課 

 市内遺跡発掘調査 9,723 ③-5d  文化課 

 せとまちフェスティバル 9,000 ③-5e ①-3c 交流学び課 

 瀬戸市文化振興財団補助金 314,100 ③-5f ③-3h、③-5d、③-5e 文化課 

 文化センター施設整備 753,158 ③-5f ③-5d 文化課 

 文化センター施設管理 460,917 ③-5f ③-3h、③-5d 文化課 

 

行政 第６次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化 

事業名 
事業費(千円) 

(３ヵ年) 主な関連施策 担当課 

 政策推進 15,876 行政-a  経営戦略室 

財政管理 12,921 行政-a  財政課 

 職員研修 22,047 行政-c  人事室 

 人事管理 81,162 行政-c  人事室 

 市税徴収 104,879 行政-e  税務課 

 個人番号カード活用 14,316 行政-d、行政-f  市民課 

 

 


