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　令和元年5月14日

津島警察署

名古屋法務局津島
支局

交通安全意識、防犯意識の向上

■部の構成

部　名 市民生活部

地域コミュニティ

ごみ処理市民委員会
市民と行政の協働によるごみの減量としサイクル

【課題解決のための対応方針】

協働（市民・関係機関等との連携）

○市民意識の育成と市民活動への支援
○コミュニティ意識の向上と人材育成
○防犯意識・交通安全意識の向上
○人権・男女共同参画施策の総合的・計画的な推進
○情報技術の効果的な運用と情報の適正管理
○環境基本計画の推進
○ごみの減量とリサイクルの推進

加藤正喜

【部のビジョン】 【部の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

総職員数　66人
部長　1人
市民協働課　18人（嘱託9人含む）
人権推進課　　9人（再任用1人含む）
市民課　18人
生活環境課　20人（再任用7人含む）

戸籍・住民基本台帳事務に関する相互支援

コミュニティ活動を広く発信し、広く周知することにより地域住民の関心
を高める。

各コミュニティでの住民説明会の開催等の啓発活動により、ごみの減量
化とリサイクル活動の推進を図る。

各種教室、街頭啓発等により、意識啓発を図る。

毎月の指導を受けることにより、各市との情報共有を図る。

部長名

地域住民のコミュニティ意識の醸成と新たな担い
手の発掘

○地域づくりを担うさまざまな主体が、お互いに理解し、尊重しなが
ら、対等の立場で協力し、共通の目的を達成するために自発的に活
動している。
○市民の自己防衛意識の向上により、事故や犯罪が減少し、市民は
安全なまちで安心して生活している。
○一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がなく、誰もが自分らしく
いきいきと暮らしている。
○住民情報が正確に記録され適正に管理されている。
○正確で迅速かつ親切丁寧な窓口対応により、来庁者が満足する行
政サービスを提供している。
○市民の意識がリサイクルからごみを出さない暮らしへと変化し、より
環境に配慮し暮らしている。

■課題の認識

【解決すべき課題】

地球温暖化対策実行計画に基づき、市民・事業者・行政
が一体となって地球温暖化対策を推進する。

あらゆる人権問題の解消

地球温暖化対策の推進

住宅新築資金等貸付金の滞納整理 回収困難な債権については、債権回収業務委託等を検討
し対応を進める。

人権が尊重されるまちづくり条例に基づき、人権施策を確
実に実行する。

市民活動団体等の活動や交流、各種行政施策などへの参画を
通じて、まちづくりの担い手となる人材の発掘・育成に努める。

窓口業務の在り方について、市民の利便性を考慮した提
供体制の充実を図る。

指定管理者制度の導入の可能性や施設整備を検討し、将
来的な方針を定める。

情報交換会等を通して、コミュニティ団体の現状を把握し、
積極的に支援を行う。

窓口業務等、行政サービスの利便性を高める方策につい
て、検討を進める。

行政運営に対する市民参画と人材育成

市民の利便性を考慮した市民サービス提供体制の
検討

斎場の老朽化対策・環境整備

コミュニティ推進協議会の機能強化

市民の利便性を考慮した市民サービス提供体制の
検討



部方針書（令和元年度）

コード

111

321

122

#N/A

#N/A

施策目的

地域づくりを担うさまざまな主体が、お互いに理解し
尊重し合いながら、対等の立場で協力し、共通の目
的を達成するために自発的に活動しています。

「環境は未来への贈り物」という市民の共通認識の
もとに持続可能な社会が実現され、省エネルギー
や生物多様性への理解が進み、環境に配慮して暮
らしています。

効率的・効果的な行政経営が行われ、最少の経費
で最大の市民サービスが提供されています。

#N/A

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

6

7

5

#N/A

#N/A

#N/A

#VALUE!

2

1
市民と行政のパートナーシッ
プの確立

市民協働課

人権推進課

効率的・効果的な行政経営の
推進

市民課
人権推進課
生活環境課

人権尊重のまちづくり

持続可能な生活環境づくり 生活環境課

4

3

一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がなく、
誰もが自分らしくいきいきと暮らしています。

441

■方向性の設定

【重点方針】

○地域コミュニティの機能を強化し、地域が公共を担う組織となるための支援を行う。
○市民活動センターを核として、市民活動団体等に関する情報の収集・発信に努め、交流の場を確保する
とともに、新規団体の設立支援や人材・団体の育成を図る。
○人権が尊重されるまちづくり条例に基づき、人権施策推進プラン、男女共同参画プランを確実に実行す
る。
○住宅新築資金等貸付金の回収強化に取り組むとともに、回収困難な債権についての対応を進める。
○窓口業務等、行政サービスの利便性を高める方策について、ＲＰＡ等先進事例などを参考に検討を進め
る。
○2025年問題を見据え、斎場のあるべき姿について、施設整備等を含めて検討する。また、指定管理者制
度の導入も見据え斎場の運営形態の見直しを検討する。
○地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設の設備更新を進めるなど、市民・事業者・行政が一体と
なって地球温暖化対策を推進する。

【施策一覧】

課名施策名
優先
順位

#VALUE!

10

8

9



課方針書（令和元年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地域コミュニティ団体が地域の拠点となるよう支援する。

まちづくりの担い手となる人材の発掘・育成を進める。

講座や教室を開催し、犯罪情報などの提供及び自主活動の
重要性について啓発していく。

各団体等と啓発活動を実施するとともに、交通安全教室を
開催する。

各種地域コミュニティ団体への補助金を見直す。

地域コミュニティ団体の機能向上

地域コミュニティ団体及び市民活動団体の人材発
掘・育成

多種多様な犯罪の発生

交通死亡事故の増加

地域コミュニティ団体補助金の整理

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・地域コミュニティ団体、町内会等、市民活動団体と市
が、お互いを尊重しあいながら、よりよいまちづくりに取り
組んでいる。
・隣近所同士が良好な関係でつながりあいながら、明るく
健康でいつでも助け合える生活を営んでいる。
・住民が地域コミュニティの一員としての自覚を持ち、交
通安全・防犯など、地域の課題を自分ごととして考え、話
し合っている。
・自助・共助の精神で、隣近所のつながりを大切にして自
発的に防災・交通安全・防犯活動など、自治意識が高
まっている。
・各地域で地域の特性にあったコミュニティ活動を行って
いる。

・町内会や活動団体と行政との連携の強化
・地域のつながりを大切にし、自助・共助の精神で、自主的
に防災・交通安全・防犯活動など、地域コミュニティの課題
解決が行われるよう支援する。
・魅力あるまちづくりを進めるため、まちづくり活動に対する
財政支援や、まちづくりの担い手となる人材の発掘・育成を
図る。
・市民一人一人が交通ルールを理解し、交通安全意識の高
揚を図ることで、安全な生活環境の実現を図る。
・市民の防犯意識の向上を図り、地域安全パトロールなどの
自主防犯活動を促進する。

■課題の認識

鈴木伸一

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

■課の構成

市民協働課　　　　　　　　　18名
課長
地域コミュニティグループ　５名
交通防犯グループ　　　　　12名（嘱託９名含む）

課　名 市民協働課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和元年5月8日

地域住民の親睦、連帯感醸成の活動から、地域課題解決
の活動へ誘導を図るため、情報交換会等開催している。

通勤・通学時における朝、夕の交通安全指導や児童生徒・
高齢者等を対象とする交通安全教室、街頭啓発などを実施
している。

関係機関、関係団体等と協働し、情報発信や啓発活動を実
施している。

津島の特性を生かし、提案事業制度などによる支援や、新
たな協働を生みだすための交流会を開催している。

各コミュニティ
推進協議会

地域課題解決型活動への誘導

交通安全協
会、校区コミュ
ニティ、津島警

察署等

交通ルールの遵守と安全運転意識の向上

防犯協会、校
区コミュニティ、
津島警察署等

防犯意識の向上

市民活動団体 市民活動の活性化



課方針書（令和元年度）

10

9 交通安全対策事業

33428 地域安全運動の推進

3344

各季節の地域安全運動期間に関係団体、津島署と連携
し、地域安全運動を実施する。

交通事故を防止するため、地域の危険個所等について
道路管理者や津島署と連携し改善方法について協議す
る。

1112

3343

コミュニティ団体、地域活動団体等と
の連携の強化

7 交通安全運動の推進

1122

3343

6

4
つしま歴史・文化のまちづくり提案事
業

5
交通安全・防犯教室（講座）開催事
業

津島市まちなか歴史・文化地区における、まちの活力・
にぎわいを創出することを目的に、市民活動団体が行
う、まちづくり、文化、環境保全等、公益性のある事業
を、補助金により支援する。

交通死亡事故の減少を図るための交通安全教室・講
座、犯罪の減少と、市民自ら防犯意識の高揚を図るた
めの防犯教室・講座を開催する。

情報交換会等を通して、地域の課題や問題点を認識
し、活動内容や取組方法を協議することで、レベルアッ
プを図る。

各季節の交通安全運動期間に関係団体、津島署と連携
し、交通安全活動を実施する。

1122

1112

1 がんばる地域応援事業

2
コミュニティ推進協議会の機能強化
を推進

3 市民活動団体人材育成講座事業

地域の拠点としてコミュニティ推進協議会の機能を高め
るため支援する。

市民活動団体等を対象として、円滑な団体運営、問題
解決や活性化のための企画立案手法を習得できる講座
を開催する。

地域の多様な世代が集まる交流の場を生み出し、全て
の世代が相互に助け合いながら活躍できるまちを目指
し、にぎわいを創出する。

施策コード

1122

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・市民、コミュニティ、地域活動団体と行政の協働を推進する。
・地域活動団体、コミュニティ及び町内会の情報交換会を開催し、連携を強化する。
・つしま歴史・文化のまちづくり提案事業により、市民活動を促進し、魅力あるまちづくりを推進する。
・がんばる地域応援事業の推進
・次世代のコミュニティ及びまちづくりリーダーの発掘を支援する。
・交通事故の減少を図る交通安全活動を実施する。
・安全で住みよいまちづくりを目指し、関係団体と連携し、自主防犯意識の高揚を図る防犯事業を実施す
る。
・コミュニティ推進協議会の機能向上のため支援する。

【事務事業一覧】

事業概要
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行政と市民が一体となり、あらゆる場において、人権教育・人権啓
発を行なっていく。
行政と市民が一体となり、さまざまな活動により、男女共同参画社
会を実現していく。

市民 さまざまな人権問題の解消

市民 男女共同参画社会の実現

■課の構成

課長以下９名
人権同和・男女参画グループ　４名
南文化センターグループ　４名

課　名 人権推進課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和元年5月9日

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

偏見や差別を解消し、全ての人の人権が尊重され、誰も
が自分らしく、いきいきと暮らしていける社会が形成され
ている。
性別にかかわらず、あらゆる分野への共同参画が促進
され、男女がともに個性と能力を発揮して、いきいきと暮
らしていける社会が形成されている。
南文化センターが、さまざまな人権問題への関心と理解
を深める情報を発信し、地域の交流事業を進めるなど拠
点施設となっている。

お互いの人権を尊重し合い、明るく安心して暮らせる住みよ
いまちの実現を図る。
男女共同参画をあらゆる分野に促進し、男女共同参画社会
の実現を図る。
人権尊重や男女共同参画社会の実現に向け施策を実行す
る。
人権及び男女共同参画に関する市民の意識等を把握する
ため、意識調査を実施する。
南文化センターが交流拠点となるよう、隣保事業を検討し、
拡充していく。

■課題の認識

早川　進

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

人権施策推進プランに基づき、人権教育・人権啓発など、さまざま
な活動を推進していく。

男女共同参画プランに基づき、意識の高揚・教育の推進など、さま
ざまな活動を推進していく。

隣保事業の拡充を図るため、住民ニーズを把握し、様々な事業を
展開していく。

滞納者への納付指導や臨宅を継続するとともに、回収困難な債権
については、債権回収業務委託も検討し整理する。

さまざまな人権問題の解消

男女共同参画社会の実現

南文化センター隣保事業の拡充

住宅新築資金等貸付金の滞納整理



課方針書（令和元年度）

施策コード

4411

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

津島市人権が尊重されるまちづくり条例の目的を達成するため、津島市人権施策推進審議会で審議した
基本計画等に基づき、人権が尊重されるまちの実現を目指す。
人権施策推進プラン（改訂版）の進捗管理・評価を行う。
人権教育を推進するための講座などを実施し、さまざまな人権施策・啓発に取り組む。
男女共同参画プラン（改訂版）の進捗管理・評価を行う。
男女共同参画を推進するためのセミナーなどを実施し、さまざまな施策に取り組む。
審議会等への女性委員登用率の増加を図る。
人権及び男女共同参画に関する市民の意識等を把握するため、意識調査を実施する。
南文化センターが地域住民の拠点施設となるよう、各種隣保事業や人権に関する情報発信など、積極的
に取り組む。
住宅新築資金等貸付金の回収に取り組む。また、回収困難な債権については、弁護士等専門家の意見を
参考に債権放棄等を進めるとともに、債権回収業務委託についても検討する。

【事務事業一覧】

事業概要

4412

4421

1 人権施策推進プラン推進事業

2 人権教育推進事業

3 男女共同参画プラン推進事業

人権教育の推進や偏見・差別等を解消するために、市民に
学習機会を提供し、啓発活動を行う。

男女共同参画プラン（改訂版）の進捗管理を行い、男女共同
参画社会を実現するために、あらゆる施策を展開していく。
審議会等への女性委員登用率の増加を図る。

人権施策推進プラン（改訂版）の進捗管理を行い、人権を尊
重するまちを実現するために、あらゆる施策を推進していく。

4411・4421

4413

住宅新築資金等貸付金の滞納整理

7

―6

4 市民意識調査事業

5 南文化センター交流、情報発信事業

人権及び男女共同参画に関する市民の意識等を把握
し、今後さらに人権等に関する施策を進めていくため、
意識調査を実施する。

地域住民の福祉や文化の向上を図るため、各種教室、相
談、高齢者世帯訪問などを行う。また、人権などに関する情
報を発信する。

回収に取り組むとともに、回収困難な債権については弁護士
等専門家の意見を参考に債権放棄等にも取り組む。また、費
用対効果も含め債権回収業務委託も検討する。

10

9

8



課方針書（令和元年度）
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個人番号カードの交付率を伸ばす。

協働（市民・関係機関等との連携）

名古屋法務
局津島支局

戸籍・住民基本台帳事務に関する相互支
援を行う。

市民協働
課、警察等

市民協働課、警察等と連携し、町内会等の
支援を行う。

毎月、名古屋法務局津島支局からの指導を受け、海部地域
の自治体間で情報交換をする。

町内会等の活動のための便宜供与を図る。
（神守支所、神島田連絡所）

■課の構成

総職員数　　　23人
課長　　　　　　 1人
市民・戸籍Ｇ　18人（うち、臨時的任用職員5人）
神守支所Ｇ　　 4人

課　名 市民課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

平成31年4月18日課長名

・市民に利便性が高い、効率的・効果的な市民サービス
の体制が構築されている。
・市民満足度が高い、行政サービスが提供されている。
・個人情報の正確な処理をしている。
・各種証明書の不正取得等の防止策が根付いている。
・個人番号カードが普及し、社会基盤が整備されている。

・窓口業務を効率的に行うための手段を検討し、構築する。
・市役所を訪れた、市民のニーズを的確に把握し、親切・迅
速・正確に対応する。
・住民基本台帳ネットワークシステム、戸籍システム等の安
定的な稼働（更新、バージョンアップへの対応）をする。
・各種証明書の不正取得を防止・抑制する、本人通知制度
の普及に努める。
・個人番号カードの円滑な交付に寄与する。

■課題の認識

橋本　薫

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

・窓口業務の在り方について、業務プロセスの見直しを行う
などし、市民の利便性を考慮した、市民サービスの提供体
制の手段を検討し、構築に努める。

・住民基本台帳ネットワークシステム等の定期的な機器・シ
ステムの点検・更新に努める。

・虚偽が疑われる住民票記録等に対し、居住実態の把握に
努め、住民基本台帳の整備をする。
・海部地区戸籍住民基本台帳事務研究会等を通じて、幅広
い知識習得、情報交換を図る。

・本人通知制度の啓発・普及に努める。

・機会を捉えて、個人番号カードの仕組みについての周知に
努める。

・旅券発給事務の正確な運用に努める。

・公共施設等適正化計画に基づき、神守支所、神島田連絡
所の個別施設計画の策定に努める。

行政のスリム化とサービスの質の担保を図るため、
市民の利便性を考慮した、市民サービスの提供体
制を構築する。

住民基本台帳ネットワークシステム等の機器・システ
ムを安定的に確保する。

住民基本台帳事等の正確性を担保する。

各種証明書の不正取得等を防止する。

平成31年4月1日から開始した、旅券発給事務を適
正に遂行する。

公共施設等適正化配置計画に基づく個別施設計画
を策定する。



課方針書（令和元年度）

施策コード

1223

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・市民の利便性を考慮した、窓口業務を効率的に行うための手段を検討し、構築に努める。
・迅速で、正確な事務を担保するため、基幹系システムの自動化（ＡＩ、ＲＰＡ等)について、情報収集し、研
究する。
・公共施設等適正化計画に基づき、神守支所、神島田連絡所の個別施設計画を策定する。
・住民基本台帳ネットワークシステム等の定期的な機器・システムの点検・更新に努める。
・旅券発給事務の正確な運用に努める。
・個人情報の保護に努め、各種証明書の不正取得を防止・抑止する、本人通知制度の普及に努める。
・個人番号カードの交付が円滑に行われるよう努める。

【事務事業一覧】

事業概要

1242

1242

1 市民サービスの向上

2 住民基本台帳事務事業

3 戸籍事務事業

・住民基本台帳ネットワークシステム等の定期的な機
器・システムの点検・更新を推進する。
・居住実態の把握に努め、住民基本台帳の整備をす
る。

・戸籍システム等の定期的な機器・システムの点検・更
新を推進する。
・戸籍事務の正確な運用に努める。

・窓口業務の在り方について、市民の利便性を考慮した
提供体制の充実を図る。（窓口用発券機の導入を検討
し、導入する。）
・基幹系システムの自動化（AI、ＲＰＡ等）について、情報
収集し、研究する。
・公共施設等適正配置計画に基づき、神守支所、神島
田連絡所の個別施設計画を策定する。

1223

1223

個人番号制度

7

12236

4 旅券発給事務事業

5 本人通知制度

・旅券発給事務の正確な運用に努める。

・個人情報の保護に努め、各種証明書の不正取得を防
止・抑止する、本人通知制度の普及に努める。

・個人番号カードの交付が円滑に行われるよう努める。

10

9

8



課方針書（令和元年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

管理者団体として、効率的な管理運営向けた適切な意見等を行
う。

ステーション管理や分別・マナーの向上等、町内と協働で取り組
む。

各コミュニテイでの住民説明会等を開催する。

市民の生活環境保全への意識啓発及び生活環境美化を推進す
る。

海部地区環境
事務組合

ごみ及びし尿処理施設の、円滑かつ効率的な
共同処理

地域コミュニ
ティ・町内会

町内清掃活動の実施
ごみマナーの向上

ごみ処理市民
委員会

ごみの減量・リサイクルの促進
プラスチック製容器包装の分別の徹底

各種団体ボラ
ンティア

ごみゼロ運動の実施

環境基本計画
推進委員会

環境基本計画事業の取組み・進捗管理 計画を実行するに当たり、環境施策の評価結果の確認及び計画
の推進に関する助言等を行う。

■課の構成

生活環境課　20名
　生活環境課長
　　環境保全グループ　 ７名（職員： 7名）
　　環境整備グループ　12名（職員： 5名・再任用： 7名）

課　名 生活環境課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和元年5月8日

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

環境保全と循環型社会の形成
○持続可能な生活環境づくり
　省エネルギーや生物多様性への市民の理解が進み、環境に
配慮して暮らしている。
○資源循環型のまちづくり
　市民、事業者、行政が協働しながら、ごみの減量化と再資源
化に取り組み、循環型社会の形成を意識して暮らしている。
○快適な生活環境を守るまちづくり
　市民の活動により、良好な環境の中で市民が安心して暮らし
ている。
　周辺環境に配慮した斎場施設となっている。

○環境基本計画の実現に向け、身近な自然環境との共生を図り、
緑と水に親しむことができる環境づくりを進める。
○温室効果ガスの排出を抑制するために、再生可能エネルギーの
普及促進及び効率的な利用を進める。
○ごみ処理基本計画の実現に向け、市民との協働により、３Ｒ（リ
デュ－ス、リユ－ス、リサイクル）を推進し、循環型社会の構築を進
める。
○周辺環境に配慮し、安全安心な斎場施設の運営を図りながら、
施設整備等を含めた斎場のあるべき姿について、将来を見据えた
考慮を進める。

■課題の認識

松岡　範将

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

自然環境との共生を図り、緑と水に親しむことができる持続可能な
環境づくりに取り組む。
市民協働により、ごみ処理基本計画及び環境基本計画の実現に
向け取り組む。

地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設の設備更新等を進
め、二酸化炭素排出抑制の促進を図る。

市民、各種団体のボランティアによる市内一斉清掃を実施し、ごみ
ゼロ運動を推進する。
ごみ処理市民委員会による住民説明会、出前講座、市政のひろば
等による啓発を行い、分別収集の徹底を図る。

市民が良好な生活環境を維持するために、公害防止の推進に取
り組む。

施設整備等を含めた斎場のあるべき姿について、将来を見据えた
考慮を進める。

市民の環境意識の浸透

地球温暖化対策の推進

ごみの減量・リサイクルの促進

良好な生活環境の維持

市斎場の老朽化対策・環境整備



課方針書（令和元年度）

施策コード

3211

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○環境基本計画の実行
　市民・事業者・行政が連携・協働して活動することで、環境配慮の意識を高めるしくみづくりを進める。
○斎場の管理運営及び基本構想
　周辺環境に配慮した安全安心な斎場施設の運営を図りながら、施設整備等を含めたあるべき姿について、将来を見据えた考
慮を進める。
○ごみの減量・リサイクルの促進
　ごみの減量と資源の有効利用を図るため、地域の再利用資源回収事業を促進する。
　プラスチック製容器包装の分別収集量を増加させ、資源の有効利用を図る。
　鹿伏兎処分場のリサイクルステーション事業について、更なる市民周知を図る。
○環境意識の向上及び活動の推進
　市民の生活環境保全への意識啓発及び生活環境美化を推進する。（ごみゼロ運動、アダプトプログラム、町内清掃活動等）
　ペット飼い主のマナー向上を促進する。
　災害廃棄物処理計画の策定を進める。
○地球温暖化対策の推進
　国のエネルギー施策の動向を注視し、再生可能エネルギーの利用促進を図るため、住宅用太陽光発電システムの一体的導
入等を行う者に対し補助金を交付する。
　地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設の設備更新等を進め、二酸化炭素排出抑制の促進を図る。

【事務事業一覧】

事業概要

3213

3232

1 環境基本計画の推進

2
地球温暖化対策と公共施設のエネ
ルギー使用の合理化

3 斎場老朽化対策・環境整備事業

地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設の設備更新等を進
め、公共施設の二酸化炭素排出抑制の促進を図る。

斎場施設の適正管理に努めると共に、将来を見据えた地域と共生で
きる周辺環境に配慮した斎場の整備等についての考慮を進める。

市民・事業者・行政が連携・協働して活動することで、環境配慮の意
識を高めるしくみづくりを進める。

3233

3222

ペットによる糞害対策

9 住宅用太陽光発電等設置補助事業

3233

3212

6

4 災害廃棄物処理計画策定の推進

5 ごみ処理業務の効率化

平成30年度に、海部地区環境事務組合を中心に行った環境省のモ
デル事業にて整理した基礎データを基に、災害廃棄物処理計画の策
定を行う。

定員管理計画を踏まえた民間委託化を考慮するとともに、現行委託
事業の安定化を行う。

ペット飼い主へのマナー啓発やペットとの共生を進める広報・啓発事
業を行う。
イエローカード作戦事業の推進に向け、実施手法の見直しを図る。

温室効果ガスの排出を抑制し、再生可能エネルギーの利用促進を
図るため、住宅用太陽光発電システムの一体的導入及び蓄電池を
設置する者に対し、補助金を交付する。

10 合併処理浄化槽普及促進事業

8 ごみゼロ運動推進事業

32317
アダプトプログラム（公共施設の里親
制度）事業

3231

5321

市民と行政との協働における役割を明確にし、市民の周辺環境への
意識を実際の行動に移しやすくなるよう、事業進捗を図る。

公共用水域保全のため、合併処理浄化槽転換費用等の一部を助成
し、家庭より排水される雑排水の水質向上を図る。

ごみ処理市民委員会との協働により、市民と各種団体のボランティ
アによる市内の一斉清掃活動を実施し、市民の生活環境保全の意
識啓発及び環境美化・ごみ散乱の防止を推進する。


