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予算の規模予算編成の基本方針

印南町      記念    町制６０周年     防災司令塔     機能強化はもちろんのこと「やさし
く」、「親しみやすい」印南町のシンボルとしての『新庁舎への移転』が完了        
平成３０年度予算編成   引 続 『安定的かつ強固な財政基盤』 確⽴       重要          

税収等の歳⼊確保になお⼀層努       経費 節減 合理化     費⽤対効果 緊急性等 踏   ⾒
直    ⾒直  伸     伸  『取捨選択：選択と集中』の徹底を図ります。また、「第５次印南町⻑期総
合計画 及 ⼈⼝減少 ⻭⽌                  創⽣印南町総合戦略       計画期間 折 
返し、成果が問われ始める時期でもあります。もちろん、地方創⽣の取組みは、必ずしも⼀朝⼀夕に大きな成果が出
            事業 再検証 ⾏  目的達成    有効性   事業展開 ⾏ 必要      
特  ⼦ 孫    次 世代 暮   次 １００年     も、我がまちへの愛着と誇りを醸成する未来へ

向けた投資を確実に進めていくこととします。

 第５次印南町⻑期総合計画 及           創⽣印南町総合戦略  基   ５ 
の重点施策を設定しました。

１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷     創生    
２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
４．地域産業 輝 豊  交流 郷      創生    
５．ともに築く協働・協創の郷     創生    

５つの重点施策
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予算の比較（当初）

一般会計予算額の推移（当初）

会 計 平成30年度 平成29年度 増 減
⼀般会計 48億7,389万円 51億4,902万円 △2億7,513万円 △5.3％
特別会計 26億6,271万円 29億6,668万円 △3億 397万円 △10.2％
公営企業会計 3億3,091万円 3億3,225万円 △134万円 △0.4％

合 計 78億6,751万円 84億4,794万円 △5億8,043万円 △6.9％
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（単位：億円）

※公営企業会計は、平成29年度 新設

※平成27年度 新庁舎建設事業費計上   大規模予算
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平成３０年度一般会計予算 内訳

歳 入 歳 出

一般会計
歳入総額

4,873,886
（100％）

一般会計
歳出総額

4,873,886
（100％）

（単位：千円）

予算増減の概要
平成30年度⼀般会計予算 総額48億7,389万円で、平成29年度 ⽐較  2億7,513万円の

減額          主 理由  体育    空調設備設置事業 印南駅舎改修事業 終了
したこと、地方債 元利償還⾦ 減額      等      
⼀方で、町道印南山⼝線の拡幅等の各種町道整備、斎場玄関前への屋根設置、４歳児の保育

料無償化 在宅育児世帯 ⽀援 学校図書館司書 設置 防災⽤資機材 整備等 新政策 拡
充事業 予定       詳細 次⾴以降 紹介      



担当課：税務課・住⺠福祉課

事業の概要・目的

①健康づくりの推進
１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷     創生    
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健康づくりの推進のため、健康の⾃⼰管理 推進 ⽣活習慣病予防 推進 介護予防事業 推進 ⼦  
 健康 発達 医療体制 充実 取 組    

⺟⼦保健 推進 ため、町保健セン
ターを拠点に各種事業を実施します。
○妊婦健診
○乳幼児健診
○⺟⼦保健推進員 活動
○はつらつママ教室（⺟親教室）

健康    ⽣活習慣病 予防 早期発⾒ 早期治
療 目的 各種 検診 実施    

○つれもて健診（特定健診）
○各種がん検診
○つれもてドッグ
○健康教室 他

つれもて健診等の推進 35,703千円

⺟子保健事業 推進 9,217千円

各種検査委託事業のうち、平成30年度   
新たに下記の検査について、拡充を図ります。

各種検査委託事業の拡充 513千円

◆肺がんCT検診
◆塩分摂取量検査

平成30年度 国⺠健康保険事業
 安定化   制度 ⾒直  ⾏ 
       国保税率 ⾒直  
⾏     

国⺠健康保険事業 1,280,533千円

◆財政的な責任が県に移管
◆町の保険税率 引 下 



担当課：住⺠福祉課

事業の概要・目的

②生きがいと思いやりの社会福祉Ⅰ
１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷     創生    
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⽣きがいと思いやりの社会福祉推進のため、地域福祉の充実、高齢者福祉の充実、障害児者福祉の充実、
社会保障の充実に取り組みます。

障害者や高齢者の方の外出⽀援として、おでかけ
サポート券（500円券×30枚）を⽀給します。

各種福祉サービスを提供し、地域密着で活動す
 社会福祉協議会 補助⾦ 交付    
○各種福祉事業
○在宅介護⽀援    
○介護サービス
○その他の活動

社会福祉協議会の支援 23,549千円

おでかけサポート券の支給 6,000千円

在宅医療 介護 ⼀体的 提供  
 体制 構築     在宅医療 
ポートセンターを共同設置します。
構成 印南町 御坊市 由良町

日高町・美浜町・日高川町
拠点 日高総合病院内

在宅医療 介護連携 推進 1,720千円

町⾏政 連携  町⺠ 福祉向上 権利擁護 
努  ⺠⽣児童委員 活動 ⽀援    
○各種⺠⽣児童委員活動
○社会福祉協議会との連携
○その他の活動

⺠生児童委員協議会 支援 3,202千円

複数⼈乗⾞時 複数枚利⽤
 可能 （乗⾞⼈数分）



担当課：住⺠福祉課

事業の概要・目的

②生きがいと思いやりの社会福祉Ⅱ
１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷     創生    
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⽣きがいと思いやりの社会福祉推進のため、地域福祉の充実、高齢者福祉の充実、障害児者福祉の充実、
社会保障の充実に取り組みます。

敬⽼会及 ⻑寿訪問等 充実
を進めます。
○敬⽼会 開催
○⻑寿訪問

敬⽼ ⽇記念事業等 拡充 8,331千円

精神通院医療費 ⾃⼰負担分
の助成を⾏    
対象 精神通院医療費 

⾃⼰負担分
内容 全額助成

精神通院医療費の助成 3,600千円

高齢者が⽣き甲斐を持ち、安心
して暮らせる⽣活の実現を活動
目的   印南町⽼⼈   連
合会を⽀援します。

町⽼⼈   連合会 支援 360千円

認知症の方やその家族の方が安心して⽣
活 続      ⽀援 ⾏   。
○認知症カフェ
○出前認知症教室
○啓発活動
○高齢者等地域⾒守       事業

認知症の方と家族の支援 452千円

体育センターの空調整備により
敬⽼会 ９⽉ 開催予定

レクリエーション⽤に
スポーツ吹き矢を整備



担当課：企画政策課 住⺠福祉課

事業の概要・目的

①子育てのしやすい環境整備と定住の促進
２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    
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⼦育て世代の経済的負担軽減のため、乳幼児
     医療費 ⼀部負担⾦ 助成    

内容 医療費 無料化
対象 乳幼児：就学前

こ ど も ：小学⽣ 高校⽣

「⼦育てするなら印南町」推進のため、在
宅 育児 ⾏ 世帯に経済的な⽀援を
⾏    
⽀援内容 月額3万円
⽀援期間 ⽣後10ヵ月間

在宅育児世帯  支援 6,000千円 乳幼児    医療費 無料化 38,200千円

若者定住 推進    各種住宅助成等 取
り組みを推進します。
賃貸住宅 家賃 助成
新築・改築費⽤の助成

若者定住施策 推進 29,388千円

⼦育てのしやすい環境整備と定住促進のため、⼦育て環境の充実や⼦育てに係る経済的負担の軽減、⼦育て
サークル等の育成・⽀援、要保護児童への対応、ひとり親家庭への⽀援の充実等に取り組みます。

助成額：３万円
新規施策   登録 利⽤ 促進平成30年度 家賃助成 予算額 増額

空 家    登録及 利⽤ 促進    
仲介       地元区 助成 ⾏    

空き家登録数 8件（H30.2現在）
空 家利⽤実績 26件（H30.2現在）

空 家    登録 利⽤ 促進 150千円

総額で30万円の支援



事業の概要・目的

②家庭教育・幼児教育・学校教育の充実Ⅰ
２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    
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地域での⼦育て親⼦の交流等を促進するため、
「地域⼦育て⽀援拠点」を整備します。
○ひまわり教室（育児教室）
○⼦育てサークル
○ブックスタート
○その他活動

「地域子育て支援拠点」の整備 3,068千円

「いなみっ⼦未来プラン」に基づき、家庭教育・幼児教育・学校教育の充実に向けて、育児教室や⼦育てサー
クルの⽀援、いなみこども園との連携、学習⽀援員の配置、学校給食の充実等に取り組みます。

担当課：教育課

      園 円滑 機能  保護者    
にきめ細かく対応できるよう⽀援します。
○4・5歳児の義務教育化の⽀援
○延⻑保育：⻑時間保育児 時間外保育
○⼀時預かり：短時間保育児の時間外保育
○その他運営に関する各種の⽀援

いなみこども園の支援 179,723千円
4・5歳児の幼児教育を義務教育と位置付け、
学校・家庭・地域が⼀体となった連続性・系統
性のある教育を推進します。

幼児教育義務教育化の推進 12,765千円

義務教育化   保育料 無償化
これまでの5歳児に加え4歳児も拡充

幼児教育の充実のため、認定こども園いなみ
こども園の施設増築を⽀援します。

内容 保育室の整備
財源 県補助⾦ 他

認定こども園施設増築の支援 22,500千円

幼児教育環境の充実



事業の概要・目的

②家庭教育・幼児教育・学校教育の充実Ⅱ
２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    
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食育を推進するとともに、学校給食（⾃校方式）
の充実を図ります。
○8校全 ⾃校 調理
○安全・安心な給食提供

食育及び学校給食の充実 36,904千円

学校図書室 運営改善 向上 利⽤促進   
図書館司書を配置します。
配置数 １名
対象校 小学校4校 他

学校図書館司書の配置 1,720千円

担当課：教育課

教育委員会を拠点に各校巡回

前年度 続 処遇改善 実施

専門的 技術 体⼒ 向上 目的  部活動
において外部指導員を配置します。
学校 切目中学校予定
部活 柔道部
備考 前年度6月から導⼊

部活動外部指導員の配置 660千円

教員の負担軽減・部活動の充実

小中学校へ学習⽀援員（町単独費⽤）を配
置し、基礎的な学習等をサポートします。
小学校 6.5名
中学校 5.0名

学習支援員の配置 22,838千円

基礎的な学習を中心に支援

「いなみっ⼦未来プラン」に基づき、家庭教育・幼児教育・学校教育の充実に向けて、育児教室や⼦育てサー
クルの⽀援、いなみこども園との連携、学習⽀援員の配置、学校給食の充実等に取り組みます。



事業の概要・目的

③社会教育の充実
２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    
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「印南町読書のまちづくり事業計画」に基づいて、乳幼
児  高齢者  読書 親  事業 ⾏    
○図書システムの活⽤
○おはなし会の開催
○ブックスタート事業
○読み聞かせの派遣

読書のまちづくり推進事業 5,925千円

印南 稲原 切目 切目川 真妻 ５地区 開
催   公⺠館分館活動 ⽀援    
○花いっぱい運動
○クリーンアップ運動
○スポーツ大会
○文化祭
○体験教室

公⺠館分館活動 支援 2,093千円

学校が地域や保護者と連携して、⼦どもたちの登
下校の安全確保に取り組みます。
⼈数 約50名
内容 年６回 ⼀⻫活動

日  々 ⾒守 活動
校区別会議の開催

子どもセーフティガードの活動 107千円

社会教育の充実のため、⽣涯学習機会の拡充、学習グループの育成、読書のまちづくりの推進、学習指導者
 育成 公⺠館活動 充実 ⻘少年 健全育成等に取り組みます。

担当課：教育課

成⼈ 日 記念   成⼈式及び二十歳の集
いを開催します。
日程 成⼈の日前日
内容 式典

交流会（二十歳の集い）

成⼈式・二十歳の集いの開催 922千円

学校司書の配置により連携強化



事業の概要・目的

④⽂化意識 ⾼揚 伝統の継承・⼈権の尊重
２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    
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和歌山県の助成事業を活⽤して、⼈権教育講演
会や各種啓発資材により推進します。

○⼈権教育講演会の開催
○各種啓発資材の作成
○関係機関との連携

町⺠ 文化振興    文化サークルの会の活
動 補助⾦ 交付    

○秋の文化祭の開催
○「かえる座」の開催
○新春の集いの開催

印南町⽂化サークルの会の支援 120千円⼈権啓発事業の推進 688千円

歴史文化活動の推進のため、歴史文化研究会の
活動 補助⾦ 交付    
○研究冊⼦ 刊⾏
○歴史研究会の開催
○現地⾒学会 開催

歴史⽂化活動の支援 700千円

町⺠ 文化向上    文化財保
護事業を推進します。

○研修会の開催
○文化財の維持修繕
○各種啓発活動の実施

⽂化財保護事業の推進 324千円

文化意識 高揚 伝統 育成    文化活動 促進 伝統文化 関  学習機会 提供 伝統文化 継承 保
存等に取り組みます。 また、⼈権尊重    ⼈権意識 高揚 啓発 ⼈権学習 推進に取り組みます。

印南町の歴史研究の充実

担当課：教育課

人権講演会



事業の概要・目的

⑤スポーツ・レクリエーション活動の振興
２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    

12

町⺠ ⽔泳技術 向上  健康 保持 増進 
   夏期 町⺠    開館します。
開館時期 7月 8月
利⽤料⾦ 無料

町⺠プール遊⽔館の開館・運営 6,203千円

健康の保持増進と、ランニングスポーツの振興、地
域の活性化のため、いなみまめダムマラソンを開催
します。
日程 11月第1日曜(予定)
場所 切目川  
部別 4種目11競技

いなみまめダムマラソンの開催 600千円

印南町のスポーツ振興のため、関係団体への補
助⾦ 大会開催 委託 ⾏    

○印南町体育協会の補助
○印南町    少年団 補助
○各種団体への大会委託

各種スポーツ振興の支援 1,170千円

スポーツ・レクリエーション活動の振興のため、社会体育施設の整備、スポーツ・レクリエーション活動の促進、ス
ポーツ指導体制の充実に取り組みます。

担当課：教育課

稲原⻄運動場のトイレを改修します。

目的 利便性の向上
場所 大字南谷
利⽤ ゲートボール等

稲原⻄運動場トイレの改修 3,000千円

運営経費のコスト縮減



担当課：総務課・企画政策課・建設課

事業の概要・目的

①交通・情報通信体系の整備Ⅰ
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
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交通 情報通信体系 整備    道路 交通網 充実 安全管理 情報通信体系 充実 高度情報化
への対応等に取り組みます。

地上デジタルテレビ放送の中継局 適切 維持
管理 ⾏    

○印南中継局（印南）
○印南切目   中継局（島⽥）

   中継局 維持管理 8,453千円

橋梁 定期点検 実施 33,000千円公共交通（バス）の維持 6,409千円

公衆無線LAN環境の整備 996千円

橋梁 定期的 点検  損傷 劣化 有無 必
要な処置について調査します。

対象 2m以上
件数 92橋
備考 第２期点検はＨ30年度 終了

買 物 通院   住⺠ 方 ⽣活   公共
交通の維持を図ります。
○        運⾏

切目川線
○御坊南海バスの⽀援

日裏線

持ち込み端末でインターネット接続
ができるように、公共施設に無線
LAN環境を整備します。
○役場本庁舎
○公⺠館

切目中継局放送設備をオーバーホール 平成30年3⽉に本庁舎に整備

コミバス：縮小 ⇒ お出かけサポート券：拡充



担当課：建設課

事業の概要・目的

①交通・情報通信体系の整備Ⅱ
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
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名称・内容 予算額 概要
町道印南山⼝線 45,000千円 体育    裏  上平医院前   道路 拡幅    
町道印定寺中学校線 5,500千円 印南小   裏  旧藤原農機前   道路拡幅⼯事 着⼿    
町道殿平農免線 50,000千円 本郷⻄ 崎（GS）辺りの国道から廃線敷に抜ける道を整備します。
町道奈良井⽩河線 50,500千円 ⽩河企業団地 北側進⼊路 整備 進    
町道南谷山⼝２号線 39,000千円 稲原駅北側 道路 拡幅    
町道峰ノ段下向い線 13,000千円 樮川にある町道峰ノ段下向い線を拡幅します。
町道崎ノ原軍道線 40,000千円 崎ノ原から軍道に抜ける道を整備します。
町道稲原道成寺１号線 50,000千円 ⽴⽯  日高川町和佐 抜  道 整備    
林道本川⻄神 川線 38,800千円 ⻄神 川  日高川町三佐 抜  道 整備    
林道野々古川⼜線 21,000千円 川⼜から日高川町熊野川に抜ける道を整備します。
沿道の法⾯の安全対策 50,000千円 町道印南⻄ 地線 本郷付近 法⾯ 保護⼯ ⾏    
橋梁 ⻑寿命化対策 72,000千円 効率的 効果的 維持管理    予防的 橋梁 ⻑寿命化 ⾏    

交通 情報通信体系 整備    道路 交通網 充実 安全管理 情報通
信体系の充実 高度情報化  対応等 取り組みます。



担当課：建設課①交通・情報通信体系の整備Ⅲ
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
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町道殿平農免線

林道本川⻄神 川線

町道峰ノ段下向い線

町道南谷山⼝２号線

町道崎ノ原軍道線

町道奈良井⽩河線

町道稲原道成寺１号線

町道印南⻄ 地線

長寿命化工事予定橋 所在

千束橋 津井

津井後橋 津井

下比郷橋２号 印南原

橋免橋 印南原

出合橋 羽六

寺川橋 樮川

横出橋 崎ノ原

青木橋 川又

見指本橋 西ノ地

津井後橋

寺川橋橋免橋

下比郷橋２号

林道野々古川⼜線

千束橋

出合橋

⻘⽊橋

横出橋

⾒指本橋

町道印南山⼝線

町道印定寺中学校線



担当課：建設課・生活環境課

事業の概要・目的

②うるおいのある居住空間の形成
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
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       居住空間 整備    ⼟地利⽤ 合理化 住環境対策 充実 上⽔道等 整備 汚⽔処
理施設等 整備 廃棄物  尿処理対策 充実 取 組    

雨天時の雨よけのため、斎場玄
関前に屋根を整備します。
内容：屋根の設置

印南町斎場施設の整備 13,202千円

⼟地の有効活⽤・保全のため、⼟地
の境界・所有者等を確定します。
事業期間 平成16年 36年(予定)
事業対象 町内全域

※平成29年度   繰越分（47,799千円）
も合わせて進められます。

地籍調査の推進 192,669千円

農業集落排⽔施設 機能強化    膜分離
装置等 更新 ⾏    

平成30年度 古井農集施設
平成31年度 山⼝農集施設

農集排⽔施設の機能強化 72,000千円

合併浄化槽設置の推進の
ため、設置費⽤に対し補
助⾦ 交付    

合併浄化槽設置の推進 14,540千円

住宅改良による５⼈槽の設置について拡充（配管設備）

斎場 利⽤環境 整備 向上



    ⽕災 備  消防⽔利施設 適切 維持
管理 ⾏    
○防⽕⽔槽 101ヵ所
○消⽕栓 263ヵ所
○消防⾞庫 30ヵ所

担当課：総務課

事業の概要・目的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅰ
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
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安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対策の充実、防災・危機管理対策 充実 交通安全 
防犯対策の充実に取り組みます。

災害 発⽣ 警報 発令 備  印南町 防災 
危機管理体制 強化    
○災害警戒対策会議
○職員参集システム
○各種訓練・職員研修

防災 危機管理体制 強化 4,520千円

消防⽔利施設 維持管理 3,801千円

消防団 活動 必要 消防⾞両 資機
材 整備 ⾏    
○小型動⼒   

地方・津井
樮川・本部

消防⾞両 資機材 整備 8,756千円

映像伝送装置導入   情報収集⼒ 強化（H30.2）

平成30年度 消防⾞庫 修繕

⽕災・⽔害・地震の際、消⽕や避難誘導・救助活動
等にあたる消防団を⽀援します。
構成 本部及び５分団
定数 225名
⾞両 31台

印南町消防団の支援 36,260千円

団員の処遇改善・県ポンプ操法大会に出場



県防災ヘリコプター運航連絡協議会への参加により、
町内での緊急時にも必要に応じて出動します。
○⾏方不明者捜索
○救急患者の搬送
○山林⽕災 消⽕
○その他

担当課：総務課

事業の概要・目的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅱ
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    

18

安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対策の充実、防災・危機管理対策 充実 交通安全 
防犯対策の充実に取り組みます。

県防災      運航負担⾦ 778千円

負担⾦ より、日高広域消防事務組合の活動を
⽀援します。
構成 印南町 由良町 日高町

美浜町・日高川町・みなべ町
拠点 消防署1・出張所3
定数 92名

⽇⾼広域消防事務組合の支援 150,038千円

防災対策や災害時のドローン活⽤について
研究等を⾏    
○活⽤方法の研究
○操作訓練
○研修会の開催

ドローン活⽤の研究・推進 389千円

全国瞬時警報システム：Ｊアラート
４ 更新       機能強化 
図ります。
○起動時間の短縮
○登録音声の充実
○その他機能強化

Ｊ         更新 2,767千円

⾞両（印南等） 指令台 更新



担当課：総務課 住⺠福祉課

事業の概要・目的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅲ
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
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安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対策の充実、防災・危機管理対策 充実 交通安全 
防犯対策の充実に取り組みます。

災害の発⽣に備えて防災⽤資機材の整備
 ⾏    
○エッジポインタ
○ライフジャケット
○バルーン投光器
○救護資機材 他

防災⽤資機材の整備 2,858千円

災害時に備えて整備した備蓄食
料 更新 ⾏    
○パン・フードバー
○アルファ米
○保存⽔ 他

防災備蓄食料 整備 4,536千円

アルファ米：15,000食を整備

平成26年度 作成    地域防災計画   現
在 状況 応   職員 配備体制 各種法令 
 適合性等     ⾒直    
○役場庁舎の移転
○印南避難センターの設置
○避難道・避難階段の整備
○橋梁 耐震化 他

 地域防災計画  更新 5,007千円

災害発⽣時に迅速 避難 ⾏        避
難誘導灯の設置を進めます。
印南地区19基・切目地区12基
稲原地区4基・切目川地区5基
真妻地区4基

ソーラー避難誘導灯の設置 8,120千円

平成30年度 8基を設置



担当課：総務課

事業の概要・目的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅳ
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
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安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対策の充実、防災・危機管理対策 充実 交通安全 
防犯対策の充実に取り組みます。

防犯対策 交通安全    ⾒守    
を設置します。
○⾒守     新設：2ヵ所
○維持管理
○関係機関との連携

⾒守     設置 維持管理 3,009千円

大規模地震 備   住宅 耐震診断 
改修等 補助⾦ 交付    

○耐震診断
○耐震補強設計
○耐震改修

住宅耐震化 促進 5,135千円

家庭の身近な減災対策として、家具固定・ブロック塀
補強 感震     設置 補助⾦ 交付    
○家具固定
○ブロック塀の補強
○感震ブレーカーの設置
○耐震ベッド・シェルター

家庭    防災⼒ 向上 2,448千円

町内に48ある⾃主防災組織の活動を⽀援します。
○連絡協議会の⽀援
○各組織の運営費補助
○資機材購⼊の補助
○避難路整備 補助

自主防災組織の支援 4,700千円

既設分と合わせて、４小学校前と
印南駅前 体育    裏 整備



担当課：建設課・産業課

事業の概要・目的

①農林⽔産業 振興Ⅰ
４．地域産業 輝 豊  交流 郷      創生    
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農林⽔産業 振興    農業基盤 整備促進 有害⿃獣害対策 推進 林業基盤 整備 資源管理
型漁業 推進 漁業施設等 維持管理 担 ⼿ 後継者 育成等 取 組    

⿃獣害防⽌対策として、さまざまな取り組み
を推進します。
○猟銃   ⼀⻫捕獲
○防護柵の設置補助
○捕獲者  報奨⾦
○狩猟免許の取得補助 他

鳥獣害対策の推進 18,267千円
野菜・花き産地として事業の拡大・活性化に取
り組む団体に対し、施設整備に要する経費を助
成します。
○       高度化
○循環送風機の導⼊
○ヒートポンプの導⼊ 他

野菜花き産地の強化支援 26,004千円

災害発⽣に備えて、警戒が必要なため池の改修や
機能 強化 ⾏    
○⻲尾池 県営事業
○踊谷池 ネクスコ負担

※平成29年度 繰越事業
（繰越額 75,088千円）

危険ため池の改修・機能強化 905千円

前年度 引き続き予算額を増額

農地の利⽤関係の調整等、農業委員会の業務を
推進します。
○農地の売買・貸借の許可
○農地転⽤案件  意⾒具申
○遊休農地に関する措置 他

農業委員会業務の推進 3,729千円

制度改正   中⽴委員 設置



事業の概要・目的

①農林⽔産業 振興Ⅱ
４．地域産業 輝 豊  交流 郷      創生    
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農林⽔産業 振興    農業基盤 整備促進、⿃獣害対策 推進 林業基盤 整備 資源管理型漁
業 推進 漁業施設等 維持管理 担 ⼿ 後継者の育成等に取り組みます。

畑地    ⽤⽔ 利⽤ 6,027千円

日高川を⽔源とした畑地かんがい⽤⽔を農業
⽤⽔   利⽤    
○名⽥畑かん 3,539千円

名⽥を経由し津井・地方に給⽔
○川辺畑かん 2,500千円

稲原を経由し島⽥にかけて給⽔

担当課：産業課

千両栽培の振興のため、栽培施設整備に要す
る経費を助成します。
対象経費 補修の資材費

(上限：100万/10a)

補助⾦額 対象経費の2/3

千両栽培施設整備の支援 1,000千円林業振興 支援 5,500千円
紀中森林組合 助成⾦ 交付        
林業 振興 ⽀援    
○間伐強化対策助成
○社会保障費助成

森林整備地域活動支援交付⾦事業助成を拡充

各種農業関係団体 ⽀援    補助⾦ 交
付します。
○印南町産業振興協議会
○印南町4Ｈクラブ
○印南町農業士会
○印南町花き連合会
○⽣活営農改善グループ連絡協議会

各種農業関係団体の支援 740千円



事業の概要・目的

①農林⽔産業 振興Ⅲ
４．地域産業 輝 豊  交流 郷      創生    

23

農林⽔産業 振興    農業基盤 整備促進、⿃獣害対策 推進 林業基盤 整備 資源管理型漁
業 推進 漁業施設等 維持管理 担 ⼿ 後継者 育成等 取 組    

食の加⼯品開発を進め、サービスエリアやインター
ネットを通して、「地産外商」を展開することで、「い
なみの食」のブランド形成を図る。
○加⼯品の研究
○県外でのPR活動 他

魅⼒発信！ 地産外商       4,317千円

「山の恵み」活⽤事業の推進 997千円

山村資源を活⽤した地域産業の振興及び担い
⼿育成を図る   対象   事業 補助⾦ 
交付します。
事業内容 わさび⽥防護柵

千両小屋新設
補 助 率 事業費の1/2

担当課：産業課

平成30年度        素 完成

主要産業の漁業の振興の取り組みを⽀援します。
○漁業後継者の育成
○稚⾙ 稚⿂放流 ⽀援
○保険料等 補填
○その他取り組みを⽀援

漁業振興の取り組みを支援 14,571千円

平成30年度 漁業振興対策事業補助⾦ 
うち下記の事業について拡充を図っています。

漁業振興の取り組みを支援 3,600千円

◆運搬⽤⾞両 購入
◆漁船燃油の補填 他



担当課：産業課

事業の概要・目的

②商工業の振興・観光の振興
４．地域産業 輝 豊  交流 郷      創生    
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商⼯業 振興    商業者 意識向上 商業拠点 整備 企業誘致 推進等 取 組    
また、観光の振興として、観光情報の発信、地域イベントの充実等に取り組みます。

観光⾏政の推進のため、観光案内資材の再整
備を進めます。
○パンフレットの増刷
○看板等の補修
○その他

観光案内資材等の再整備 1,005千円印南町活性化イベントの開催 2,500千円

印南町商工会の支援 6,500千円

ゴルフの町のＰＲと町内３ゴルフ場の活性化を図る
   年２回印南町   杯 開催    

○いなみカントリークラブフジ
○ラ・グレースゴルフ倶楽部
○紀南カントリークラブ

ゴルフの町のＰＲ推進 1,000千円

印南町商⼯会に補助⾦ 交付    
○通常の運営補助分 4,500千円
○プレミアム商品券分 1,000千円

平成30年度 新商品開発分 追加 1,000千円

特産品ＰＲの機会として、印南町活性化イベ
ントの開催を⽀援します。
○いなみかえるのフェスティバル
○軽トラ市
○その他
平成30年度 節目 第１０回       



事業の概要・目的

①住⺠参加        
５．ともに築く協働・協創の郷     創生    
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町外からの合宿を誘致することにより、印南町のＰ
Ｒ ⺠宿 旅館業 活性化 推進    
○⺠宿 印南崎
○さつき旅館
○今⼜旅館
○辻井旅館

町内合宿誘致の推進 3,100千円県知事・県議選挙の委託 11,663千円

印南町区⻑連絡協議会 支援 3,660千円

地域住⺠ よる⾃治総合センターのコミュニティ助成
事業の活⽤を推進します。
○集会施設の整備
○祭礼⽤具の修繕
○その他の事業

コミュニティ助成事業の推進 2,500千円

⾏政 連携  住⺠福祉 増進 ⺠⽣ 安定
 寄与  印南町区⻑連絡協議会 活動 
⽀援します。
○⾃治会間の連絡調整
○研修会の開催
○町⾏政  協⼒

平成30年度 平成31年度    
和歌山県知事選挙と和歌山県議会
議員選挙が実施される予定です。
○知事選 平成30年11・12月頃
○県議選 平成31年4月

住⺠参加            住⺠参加⾏政 推進 広報公聴活動等 推進       活動 推進等 
取り組みます。

担当課：総務課・企画政策課



担当課：総務課

事業の概要・目的

②時代    ⾏財政運営 健全 ⾏財政運営Ⅰ
５．ともに築く協働・協創の郷     創生    
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総務大臣通知に基づいて、統⼀的な基準による
財務書類を作成します。
目的 説明責任 履⾏

財政 効率化 適正化
内容 貸借対照表 ⾏政   計算書

純資産変動計算書 資⾦収⽀計算書

新地方公会計の整備 3,022千円職員健康管理 推進 942千円

⼈事評価制度 推進 2,462千円

経験年数や役職、担当業務に応じた職員研修を実
施、印南町職員としての⼈材を育成します。
○新採職員研修
○若年職員研修
○中堅職員研修
○管理職研修 他

職員研修の推進 864千円

職員のやる気の向上や組織の活性化を図るた
め⼈事評価を実施します。

○業績を評価
○能⼒ 評価
○⼀部⼿当に反映

健康診断やストレスチェックにより、
職員 健康管理 推進    
○健康診断
○ストレスチェック
○⼈間ドック（共済組合）
○その他

時代    ⾏財政運営    職員 意識改⾰ 能⼒開発 ⾏政事務 簡素化 効率化等 取 組  
す。 また、健全 ⾏財政運営    ⾏政経費 縮減 ⾃主財源 確保等 取 組    



担当課：総務課・企画政策課

事業の概要・目的

②時代    ⾏財政運営 健全 ⾏財政運営Ⅱ
５．ともに築く協働・協創の郷     創生    
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各種監査業務に係る監査委員の
職務についての事務を推進します。
○定例監査
○例月出納検査
○決算審査
○その他の業務

監査委員事務の推進 396千円子育てワンストップサービスの推進 519千円

ふるさと納税の推進 794千円

⾏政経費 縮減 ⾃主財源 確保等 健全 ⾏
財政運営の推進に努めます。
○物品⼀括購⼊
○文書配付経費の削減
○町有地の売却 他

健全 ⾏財政運営 推進 6,053千円

     納税    寄付⾦ 募  
返礼として特産品を贈呈します。
○干物セット
○ミニトマト詰め合わせ
○小玉スイカ
○特産セット 他

マイナポータルを活⽤して、⼦育てワンストップ
    等 利⽤ 推進    

○児童⼿当
○妊娠届
○保育園⼊所 他

時代    ⾏財政運営    職員 意識改⾰ 能⼒開発 ⾏政事務 簡素化 効率化等 取 組  
す。 また、健全 ⾏財政運営    ⾏政経費 縮減 ⾃主財源 確保等 取 組    

平成30年度 ⽂書配付経費 削減



《主要事業一覧》

区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 健康増進事業（各種検診・健康教室） 19,895 住⺠
福祉課

壮年期   健康    ⽣活習慣病 予防、早期発⾒・早期治療 目
的に、各種の検診事業・健康教室を実施する。

－ 小児個別予防接種委託事業 15,640 住⺠
福祉課 小児を対象とした定期予防接種を実施する。

－ 各種予防接種委託及び助成事業 16,436 住⺠
福祉課

感染症予防のため、風疹・インフルエンザ・成⼈肺炎球菌等の予防接種を
委託及び助成にて実施する。

－ つれもてドック委託事業 7,976 住⺠
福祉課

国⺠健康保険被保険者 対象   、⼈間ドックの検査機関への委託を
⾏ 。

増額 特定健診事業（つれもて健診） 7,835 住⺠
福祉課

国⺠健康保険被保険者 対象   、地域巡回で健康診断を実施する。
平成30年度 検査項目 拡充。

－ ⺟⼦保健事業 9,217 住⺠
福祉課

⺟⼦ 健康 保持・増進を目的に、妊婦健診、乳幼児健診、⺟⼦保健
推進員活動等の事業を実施する。

－ いなみ⼦宝サポート事業 1,750 住⺠
福祉課

不妊治療 受    方 対象 、⼀般不妊治療及 特定不妊治療 
 助成 ⾏ 。

－ 養育医療（⺟⼦保健事業） 120 住⺠
福祉課 ⺟⼦保健法 基   、未熟児 養育 必要 医療 給付  。

増額 病院経営事務組合負担⾦ 60,969 住⺠
福祉課

国保日高総合病院 経営事務組合 負担⾦。平成30年度  、⼟地・
建物 係 負担割合 変更   増額。

新規 肺がんCT検診委託事業 305 住⺠
福祉課 町内 死亡率 高 肺   対策   実施  。

新規 塩分摂取量検査委託事業 208 住⺠
福祉課

高⾎圧・⼈⼯透析抑制等の対策として、尿中 塩分摂取量検査 実施
する。

改正 国⺠健康保険事業（特別会計） 1,280,533 住⺠
福祉課

国⺠健康保険事業 運営 ⾏ 。平成30年度  運営主体 県 移管。
また、町 保険税率 引 下  実施。

１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷     創生    
① 健康づくりの推進
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町社会福祉協議会補助事業 23,549 住⺠
福祉課

印南町内において各種福祉サービスを提供し、地域密着 活動 ⾏ 印
南町社会福祉協議会 補助⾦ 交付  。

－ 印南町⺠⽣児童委員協議会助成事業 3,202 住⺠
福祉課

町⾏政 連携 、町⺠ 福祉向上、権利擁護 努  印南町⺠⽣児童
委員活動を⽀援する。

－ 印南町⺟⼦福祉連合会補助事業 45 住⺠
福祉課 印南町⺟⼦福祉連合会 運営    、補助⾦ 交付  。

新規 印南町更⽣保護⼥性会補助事業 20 住⺠
福祉課 印南町更⽣保護⼥性会 運営    、補助⾦ 交付  。

－ 地域⾒守活動協⼒員事務事業 345 住⺠
福祉課

日常⽣活の中で、高齢者等 ⾒守  声     活動 ⾏ 地域⾒守
 協⼒員 係 事務 ⾏ 。

－ 在宅介護⽀援    委託事業 15,821 住⺠
福祉課

高齢者   家族 在宅介護等 関  相談 受 、相談者が必要な
     受      関係機関 連絡調整 ⾏ 。

新規 在宅医療・介護連携推進事業 1,720 住⺠
福祉課

在宅医療・介護を⼀体的に提供できる体制を構築するため、在宅医療 
ポートセンターを共同設置する。

－ 家族介護継続⽀援事業（いきいきサ
ポート券） 9,848 住⺠

福祉課
在宅 要介護者 介護    家族 経済的負担等軽減   、月額
3,000円分の介護⽤品引き換え券を給付する。

拡充 福祉外出⽀援助成事業（おでかけサ
ポート券） 6,000 住⺠

福祉課
重度心身障害児者 在宅高齢者等     及    利⽤料⾦ 助成 
ることにより、外出 ⽀援 ⾏ 。平成30年度  利⽤条件 緩和。

－ 倒れんジャー開催事業 252 住⺠
福祉課 高齢者の介護予防教室「倒れんジャー」を開催する。

－ 緊急通報体制等整備事業 520 住⺠
福祉課

緊急通報装置を貸与することにより、急病 災害時 迅速  適切 対
応を図る。

－ ⽣活管理指導員等派遣事業 4,617 住⺠
福祉課

⼀⼈暮   高齢者 高齢者世帯 在宅⽣活維持   、⽣活管理指
導員により、日常⽣活 必要 指導 ⽀援 ⾏ 。

－ 認知症総合⽀援事業 452 住⺠
福祉課

認知症の方やその家族への⽀援として、認知症カフェや出前認知症教室
等を開催する。
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② 生きがいと思いやりの社会福祉



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 高齢者⾒守 ⽀援事業 986 住⺠
福祉課

「みまもりでんわサービス」等により、⼀⼈暮   高齢者等 ⾒守  ⽀援
 ⾏ 。

－ 高齢者の⽣きがいと健康づくり推進事業
（いなみシニア学園） 1,815 住⺠

福祉課
高齢者の⽣きがいと健康づくりのため、いなみシニア学園を開催し、高齢者
の社会参加の機会を提供する。

拡充 印南町⽼⼈   連合会⽀援事業 2,130 住⺠
福祉課

高齢者が⽣き甲斐を持ち、安心して暮らせる高齢者⽣活の実現を活動目
的   印南町⽼⼈   連合会 ⽀援  。

拡充 敬⽼ 日記念事業及 ⻑寿記念事業 8,331 住⺠
福祉課

敬⽼会 開催、95歳以上及び100歳⻑寿訪問等 実施  。平成30
年度 敬⽼会 開催日 ⾒直 等 実施。

－ 重度心身障害児者医療費助成事業 18,460 住⺠
福祉課

保健福祉の増進のため、重度心身障害児者 対 医療費 ⼀部を助成
する。

－ 重度心身障害児者福祉年⾦⽀給事業 1,052 住⺠
福祉課

日常⽣活    常時介護 必要   状態   重度心身障害者及 
心身障害児 福祉年⾦ ⽀給  。

－ 相談⽀援事業委託事業 4,841 住⺠
福祉課

相談⽀援事業所への委託により、障害者⽀援として相談⽀援事業を実施
する。

－ 心身障害児者⽗⺟ 会助成事業 135 住⺠
福祉課

障害児者 権利擁護 、会員 交流 図    活動 ⾏ 印南町障害
児者⽗⺟ 会 運営 ⽀援  。

－ 紀南障害者就業・⽣活⽀援    負担⾦ 300 住⺠
福祉課 紀南障害者就業・⽣活⽀援     利⽤ 係 負担⾦。

－ 地域活動⽀援センター委託事業 1,668 住⺠
福祉課 御坊・日高地域活動⽀援     利⽤ 係 委託料。

新規 精神通院医療費助成事業 3,600 住⺠
福祉課 精神通院医療費 ⾃⼰負担分 助成 ⾏ 。

減額 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 9,791 住⺠
福祉課

御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 負担⾦。施設整備 終了   、負
担⾦ 減額。

－ 後期高齢者医療保険事業（特別会計） 214,462 住⺠
福祉課 後期高齢者医療保険事業 運営 ⾏ 。

－ 介護保険事業（特別会計） 1,005,049 住⺠
福祉課 介護保険事業の運営 ⾏ 。

30※主要事業の紹介ページでは、上記一覧の事業をまとめて紹介しているものもあります。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

増額 若者定住賃貸住宅等家賃助成事業 14,388 企画
政策課

町内 賃貸住宅 居住  若者世帯 家賃 ⼀部 助成 、若者定住
を促進する。平成29年度  交付条件 緩和。

－ 若者定住新築住宅等取得助成事業 15,000 企画
政策課

町内 住宅 新築、購⼊、または改築した者の費⽤の⼀部を助成し、若
者定住を促進する。平成29年度  交付条件 緩和。

新規 印南町空き家バンク登録促進助成事業 150 企画
政策課 空 家    登録及 利⽤ 仲介  地元区 助成 ⾏ 。

－ 印南町⽣活スタートセットの提供 200 企画
政策課

移住・定住者⽀援として、転⼊者に印南町に住むにあたって必要な情報等
を詰め合わせたパックを提供する。

－ 乳幼児医療費助成事業 10,250 住⺠
福祉課

乳幼児の健康と健やかな育成を図るため、保険診療   医療費 ⼀部
負担⾦ 助成  。

－    医療費助成事業 27,950 住⺠
福祉課

保護者の経済的負担の軽減や、⼦どもの健康の保持・増進を目的に、保
険診療   医療費 ⼀部負担⾦ 助成  。

－ ⼦育て短期⽀援事業 88 住⺠
福祉課

保護者の疾病等により、家庭で児童を養育することが⼀時的に困難となっ
た場合、⼀定期間、児童養護施設等で保護する。

－    親家庭医療費助成事業 5,880 住⺠
福祉課

医療保険 加⼊       親家庭の方が、病気    医療機関 受
診した場合、医療費 ⼀部 助成  。

新規 在宅育児⽀援事業 6,000 住⺠
福祉課 在宅 育児 ⾏ 世帯 経済的⽀援 ⾏ 。

－ 広域保育園園児委託事業 2,388 教育課 町外 保育施設 保育委託 ⾏      、保護者の保育ニーズにきめ
細かく対応する。

－ 地域⼦育て⽀援拠点事業 3,068 教育課 ⼦育て⽀援拠点により、地域の⼦育て⽀援機能の充実を図り、⼦どもの健
やかな育ちを⽀援する。

－ 要保護・準要保護就学援助事業 2,480 教育課 経済的理由   就学困難 児童⽣徒 保護者 対  必要 援助 
⾏ 、義務教育 円滑 実施 資  。

２．豊かな心を育む子育て・教育の郷     創生    
① 子育てのしやすい環境整備と定住の促進
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 教育委員会事務事業 5,574 教育課 教育委員会会議 開催及 教育委員 各種活動     事務 ⾏ 。

－ 教育委員会評価実施事業 63 教育課 教育委員会 適切 事務執⾏等 図   、教育委員会評価委員によ
 事務事業 点検評価 ⾏ 。

－ 地域⼦育⽀援拠点事業（再掲） 3,068 教育課 ⼦育て⽀援拠点により、地域の⼦育て⽀援機能の充実を図り、⼦どもの健
やかな育ちを⽀援する。

－ 放課後⼦ども教室運営事業 2,214 教育課 地域の中で、⼦どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりとして、各学
校区で放課後⼦ども教室を開催する。

－ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 9,322 教育課 放課後や学校の休業日に、児童の安全な居場所の確保と健全な育成を
図るため、学童保育を開催する。

－ ⼦どもの居場所づくり運営事業 628 教育課 地域の方の参画を得て、学習習慣          ⼒ 向上   、放
課後 学習 交流活動 機会 提供  。

－ 認定こども園運営⽀援事業 176,954 教育課 認定   園 円滑 機能 、保護者の幼児教育に関するニーズにきめ細
かく対応できるよう⽀援する。

－ 認定   園延⻑保育委託事業 1,186 教育課 ⻑時間保育児 時間外保育（延⻑保育）により、保護者の保育ニーズ
にきめ細かく対応する。

－ 認定こども園⼀時預かり委託事業 1,583 教育課 短時間保育児の時間外保育（⼀時預かり）により、保護者の保育ニーズ
にきめ細かく対応する。

拡充 4・5歳児義務教育化事業 12,765 教育課 4・5歳児の幼児教育を義務教育と位置付け、学校・家庭・地域が⼀体と
なった連続性・系統性のある教育を推進する。

－ 広域保育園園児委託事業（再掲） 2,388 教育課 町外 保育施設 保育委託 ⾏      、保護者の保育ニーズにきめ
細かく対応する。

新規 認定こども園増築整備補助事業 22,500 教育課 認定   園      園 施設増築 補助 ⾏ 。平成30年度 保育
室の増設等を実施。

－ 就学時健康診断実施事業 227 教育課 翌年度⼊学予定者 対象 、健康管理上必要 指導・助⾔ ⾏    
より、適正 就学 向  ⽀援 ⾏ 。
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② 家庭教育・幼児教育・学校教育の充実



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 学校関係者評価実施事業 132 教育課 教職員 地域住⺠等 学校運営 現状 課題    、共通理解   
協⼒       学校運営 改善 図 。

－ 標準学⼒調査実施事業 511 教育課 確  学⼒向上 向  取 組  効果的        、学⼒ 実態
や課題を捉え、授業の⼯夫改善を図る。

－ 全国体⼒運動能⼒等調査実施事業 139 教育課 児童⽣徒の体⼒・運動能⼒ 状況 課題 把握 、学校における体育・
健康に関する指導の改善に活⽤する。

－ 学級集団づくり⽀援事業（児童⽣徒⾃
⼰認識調査） 384 教育課 児童⽣徒⼀⼈⼀⼈の学校における状況や学級集団の状態を把握し、学

級経営等に活⽤する。

－ 児童⽣徒知能検査実施事業 98 教育課 指導方向性や⼯夫を検討することを目的に、児童⽣徒の知能発達の状態
を把握する。

継続 学習⽀援員配置事業 22,838 教育課 学習規律 確⽴ 学習意欲 向上 目的 、小中学校へ学習⽀援員を
配置し、基礎的な学習等をサポートする。

新規 学校図書館司書配置事業 1,720 教育課 学校図書室の運営改善や向上、利⽤促進   、学校図書館司書を配
置する。

－ ＩＣＴ教育推進事業 12,112 教育課 ⽣徒⽤パソコン・タブレット・デジタル教科書等のＩＣＴの活⽤により、確か
 学⼒ 効果的 育成  。

拡充 運動部活動推進事業 660 教育課 専門的 技術 体⼒向上 目的 外部指導員 配置  。平成29年度
の補正予算により導⼊。

－ 実践的安全教育総合⽀援事業 1,029 教育課 『防災「いなみっ⼦」未来プロジェクト』として、教育委員会及び学校、いなみ
こども園において、防災教育を推進する。

－ 通学路安全対策事業 100 教育課 通学路 安全対策   、標識等 設置 ⾏ 。

－ 外国⻘年招致事業 4,943 教育課 外国語指導助⼿を任⽤し、外国教育 充実及 国際交流 推進 図 。

－ 印南町教育研究会補助事業 450 教育課 印南町教育研究会 活動    補助⾦ 交付  。

－ 親と教師の連携事業 70 教育課 ⼦     健全 成⻑ 図   、印南町ＰＴＡ連絡協議会の活動に
ついて、補助⾦ 交付  。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

拡充 学校施設維持管理事業 29,194 教育課 安全 充実  学校運営 ⾏    学校施設 適切 維持管理 ⾏ 。

－ 学校   管理事業 247 教育課 学校       児童 衛⽣的 安全 使⽤     管理 ⾏ 。

－ 小中学校遠距離通学      運⾏事業 12,789 教育課 遠距離通学   児童⽣徒 負担軽減 図   、安全 適切    
   運⾏ ⾏ 。

－ 小中学校校外活動等      運⾏事業 3,200 教育課 校外学習活動の推進を図るため、校外移動        運⾏  。

－ 特色ある学校づくり実践研究事業 4,210 教育課 地域に開かれた信頼ある学校づくりを目指し、それぞれの特色を⽣かした創
意⼯夫 富  学校    ⾏ 。

－ 芝⽣運動場管理事業 300 教育課 屋外運動場 利⽤ 増加   体⼒向上、保護者 地域住⺠ 協同 
取組による学校とのつながり強化を図る。

－ 紀の国緑育推進事業 472 教育課 森林 ⽣態 ⾃然体験学習 通  、環境保全 再認識  。

－ 教育⽀援委員会事務事業 45 教育課 児童・⽣徒 適切 就学 図   、教育⽀援委員会により指導・助⾔を
⾏ 。

－ 特別⽀援教育就学奨励事業 209 教育課 特別⽀援学級に就学する児童⽣徒の保護者の経済的負担を軽減し、児
童⽣徒の就学を奨励するため奨励⾦を⽀給する。

－ 通級指導教室運営事業 109 教育課 児童が抱える課題に対し、通級指導教室   特別 指導 ⾏ 。

拡充 食育推進及 学校給食調理事業（⾃
校方式） 38,875 教育課 学校給食を⽣きた教材として食育を推進するとともに、⾃校方式により安全・安

心な学校給食を提供する。平成30年度 調理員 処遇改善 実施。

－ 各種学校運営補助事業 2,375 教育課 各種学校運営に係る活動費等に対して補助し、児童⽣徒の教育環境及
び活動の充実を図る。
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③ 社会教育の充実
区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 社会教育委員事務事業 360 教育課 社会教育法に基づいて設置される印南町社会教育委員の活動に関する
事務 ⾏ 。

－ 成⼈式及び二十歳の集い実施事業 922 教育課 新成⼈の新たな門出を祝うとともに、互  成⻑ 将来    語 交流 
深め、成⼈としての⾃覚を高める。

－ 市⺠教養講座運営委員会負担⾦ 200 教育課 御坊市⺠文化会館 開催   市⺠教養講座運営委員会 負担⾦。

－ 社会教育施設維持管理事業 6,143 教育課 印南町公⺠館及 真妻社会教育施設 適切 維持管理 ⾏ 。

－ 社会教育・体育施設貸館事業 972 教育課 印南町公共施設案内・予約システムにより各種社会教育・社会体育施設
 貸館 ⾏ 。

－ 読書のまちづくり推進事業 5,925 教育課 「印南町読書のまちづくり事業計画」に基づいて、幼児から高齢者まで、読
書に親しむ事業を実施する。

－ 公⺠館本館活動事業 863 教育課 コンサート等季節感を楽しむ機会や交流等を図る。

－ 公⺠館分館活動事業 2,093 教育課 地域 ⾃主的 公⺠館活動   、町内５地区    公⺠館分館事
業を実施する。

－ ⼦どもセーフティガード事業 107 教育課 登下校中の⼦どもたちの安全確保のため、学校が地域や保護者と連携して、
安全管理 関  取 組  ⾏ 。

－ 教育相談事業 664 教育課 教育相談員により、学校や家庭、社会⽣活において悩みを持つ児童⽣徒
の相談に応じる。

－ 印南町⻘少年健全育成事業 616 教育課 印南町⻘少年健全育成町⺠会議  補助⾦、及 日高地方⻘少年育
成県⺠運動推進連絡協議会 負担⾦。

－ ⻘少年非⾏防⽌事業 2,609 教育課 ⻘少年補導     負担⾦、及び印南町補導委員連絡協議会への補
助⾦。
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④ ⽂化意識の⾼揚と伝統の継承
区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町文化サークルの会補助事業 120 教育課 印南町文化協会文化活動連絡会 活動    補助⾦ 交付  。

－ 印南町歴史文化研究会補助事業 700 教育課 印南町歴史文化研究会 活動    補助⾦ 交付  。

縮小 文化財保護事業 324 教育課 印南町の文化財について、保存及 活⽤   必要 事業 ⾏ 、町⺠
の文化向上に資する。平成30年度 維持修繕費 縮小。

区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ ⼈権啓発事業 688 教育課 和歌山県⼈権啓発市町村助成事業を活⽤し、⼈権教育講演会の開催
や各種啓発資材の作成・配布   啓発 ⾏ 。

－ ⼈権教育総合推進事業 120 教育課 ⼈権問題     理解 認識 深 、問題解決を図るため、小学校の保
護者を対象に⼈権問題について学習する。

⑥ スポーツ・レクリエーション活動の振興
区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 社会体育施設維持管理事業 7,386 教育課 町⽴運動場・町⽴体育    ・町⽴武道館等 各種社会体育施設 
適切 維持管理 ⾏ 。

新規 稲原⻄運動場   改修事業 3,000 教育課 稲原⻄運動場     改修  。

－ 和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走
大会出場事業 830 教育課 印南町     振興 ⻘少年 健全育成、印南町の活性化のため、ジュ

ニア駅伝大会に印南町選⼿団として出場する。

－ スポーツ振興事業 450 教育課 印南町の⽣涯スポーツの振興及び指導者の育成を図るため、印南町体育
協会 活動    補助⾦ 交付  。

⑤ ⼈権の尊重
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 少年    振興事業 260 教育課 印南町 少年     振興及 ⻘少年 健全育成 図   、印南町
    少年団 補助⾦ 交付  。

－ 各種スポーツ大会委託事業 460 教育課 印南町体育協会・印南町    少年団  委託   、各種スポーツ大
会を開催する。

－ マラソン運営事業 600 教育課 健康の維持増進とランニングスポーツの振興、地域の活性化を目的として、
いなみまめダムマラソンを開催する。

改善 町⺠   遊⽔館開館事業 6,203 教育課 町⺠ ⽔泳技術 向上 、健康の保持・増進のため、夏期 町⺠    
開館する。平成30年度  ⽤地 借地料 縮減。

－ スポーツ推進委員事務事業 286 教育課 スポーツ基本法に基づいて設置された印南町スポーツ推進委員の活動に関
  事務 ⾏ 。

－ 印南町スポーツ賞表彰事業 182 教育課 各種スポーツ競技において、優秀な成績を収めた者等を表彰することにより、
印南町のスポーツの発展を図る。

⑦ 男⼥共同参画社会 推進
区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 認定こども園運営⽀援事業（再掲） 176,954 教育課 認定   園 円滑 機能 、保護者の幼児教育に関するニーズにきめ細
かく対応できるよう⽀援する。

－ 認定   園延⻑保育委託事業（再掲） 1,186 教育課 ⻑時間保育児 時間外保育（延⻑保育）により、保護者の保育ニーズ
にきめ細かく対応する。

－ 認定こども園⼀時預かり委託事業（再掲） 1,583 教育課 短時間保育児の時間外保育（⼀時預かり）により、保護者の保育ニーズ
にきめ細かく対応する。

－ 広域保育園園児委託事業（再掲） 2,388 教育課 町外 保育施設 保育委託 ⾏      、保護者の保育ニーズにきめ
細かく対応する。

－ 放課後児童健全育成事業（学童クラ
ブ）（再掲） 9,322 教育課 放課後や学校の休業日に、児童の安全な居場所の確保と健全な育成を

図るため、学童保育を開催する。
※主要事業の紹介ページでは、上記一覧の事業をまとめて紹介しているものもあります。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

縮小     運⾏委託事業（制度変更） 2,009 企画
政策課

交通弱者の移動⼿段の確保のためコミュニティバス 運⾏委託 ⾏ 。平
成30年度  稲原    廃⽌及 切目川    減便 実施。

－ 地方  路線維持対策事業（⽣活交
通対策事業） 4,400 企画

政策課
不採算路線   御坊南海  日裏線    、事業者を補助することに
  路線 維持・確保 ⾏ 。

－ 国道425号改良促進協議会補助事業 200 建設課 国道425号改良促進協議会 活動    、補助⾦ 交付  。

増額 橋梁⻑寿命化修繕事業 72,000 建設課 効率的・効果的 橋梁 維持管理   、『印南町橋梁⻑寿命化修繕
計画』に基づき、予防的 ⻑寿命化 ⾏ 。

－ 道路維持補修事業 27,500 建設課 急  必要 ⽣  町道 維持補修 ⾏ 。

－ 避難道整備補修事業 2,000 建設課 災害時 避難道   使⽤   ⽣活道路等 整備補修 ⾏ 。

増額 橋梁定期点検事業 33,000 建設課 橋梁 適切 維持管理   、損傷 劣化 有無・状況を把握するため
 点検 ⾏ 。

新規 トンネル点検事業 4,000 建設課 トンネル 適切 維持管理   、損傷 劣化 有無・状況を把握するた
  点検 ⾏ 。町内では古屋トンネルが対象となる。

－ 町道草刈・美化活動等⽀援事業 2,500 建設課 地域で実施される草刈・美化活動に対して、助成⾦ 交付  。

拡充 道路新設改良事業 190,000 建設課 町道 新設及 改良事業 実施  。平成30年度については、継続3件、
新規2件の事業を実施する。

－ 道路新設改良事業（辺地対策） 53,000 建設課 辺地対策事業として、町道 新設及 改良事業 実施  。平成30年
度については、継続2件事業を実施する。

－ 町道稲原道成寺1号線改良事業（防
災安全交付⾦） 50,000 建設課 防災安全対策として、町道稲原道成寺1号線 改良事業 ⾏ 。

増額 沿道法⾯対策事業（防災安全交付⾦） 50,000 建設課 町道等の安全対策として、崩落 危険性   沿道 法⾯ 保護⼯ 実
施する。

３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷     創生    
① 交通・情報通信体系の整備
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

増額 林道本川⻄神 川線整備事業 38,800 建設課 ⻄神 川 日高川町三佐 結 林道本川⻄神 川線 整備 ⾏ 。

新規 林道野々古川⼜線整備事業 21,000 建設課 川⼜ 日高川町熊野川 結 林道野々古川⼜線 整備 ⾏ 。

増額        中継局維持管理事業 8,453 総務課 町内沿岸部を中心に、地上       放送 中継 ⾏ 印南町   
    放送中継局施設 維持管理 ⾏ 。

拡充 公衆無線LAN環境整備事業 996 総務課 役場本庁舎や公⺠館において、来庁者が持ち込み端末をインターネットに
接続できるよう公衆無線LAN環境を整備する。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 公共施設維持管理事業 32,445 総務課 庁舎、避難センター、小公園、公衆トイレ、  他公共施設 適切 維持
管理 ⾏ 。

増額 町有地管理事業 640 総務課 普通財産   町有地 適切 管理 ⾏ 。

－ 印南町集会所等⻑寿命化改修促進事業 8,000 総務課 各区 集会所等 ⻑寿命化 図   、区が実施する改修事業に対して
補助⾦ 交付  。

増額 地籍調査事業 192,669 建設課 ⼟地の有効活⽤・保全のため、⼟地の境界・所有者の確定し、成果物とし
て地籍図・地籍簿を作成する。

－ 新規事業調査事業 3,000 企画
政策課

住宅・宅地整備 基本計画 進 、必要な事務事業について調査・研究
する。

増額 町営住宅維持管理事業 8,394 建設課 町内 所在  町営住宅 維持管理 ⾏ 。

－ 上道改良住宅建替事業 256,640 建設課 昭和47年  51年頃 建設  、⽼朽化 進    上道改良住宅 
建 替  ⾏ 。

移管 切目川  管理負担⾦ 865 ⽣活
環境課 切目川   管理 要  経費 負担⾦（経費の1％負担）。

② うるおいのある居住空間の形成



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町⽔道事業 330,911 ⽣活
環境課

⽣活⽤⽔  他 浄⽔ 町⺠ 供給  。平成29年度   公営企業
会計 移⾏    。

新規 ⽔道事業会計経営戦略策定事業 3,996 ⽣活
環境課

企業会計としての、中⻑期的 経営 基本計画   「経営戦略」を策定
する。

－ 滝ノ岡専⽤⽔道事業（特別会計） 9,776 ⽣活
環境課 滝ノ岡地域の⼀部と、紀 郷 別荘地 給⽔ ⾏ 。

拡充 浄化槽事業補助⾦ 14,540 ⽣活
環境課

家庭  尿 ⽣活排⽔   ⽔質汚濁 防⽌    、合併処理浄化槽
 設置費⽤ 補助 ⾏ 。

－ 農業集落排⽔事業（特別会計） 151,709 ⽣活
環境課

山⼝・古井・共栄地区 農業集落排⽔施設 適切 運営及 維持管理
 ⾏ 。

拡充 農業集落排⽔施設機能強化事業 72,000 ⽣活
環境課 農業集落排⽔施設 機能強化   、膜分離装置等 更新 ⾏ 。

－ ごみ集積施設設置整備事業 200 ⽣活
環境課 公衆衛⽣の保全と環境美化を目的に、  集積施設 設置 助成 ⾏ 。

－ 家庭⽤⽣  処理機等購⼊費補助事業 60 ⽣活
環境課 家庭 排出   ⽣   堆肥    再利⽤ 奨励 、減量化 資  。

－ 資源ゴミ回収奨励事業 1,000 ⽣活
環境課

資源ゴミのリサイクル活動の活発化と、  減量化 推進 図   、資源
  回収 取 組  ⾏ 者 奨励費 交付  。

－ 斎場運営及 維持管理事業 4,377 ⽣活
環境課 印南町斎場 運営及 適切 維持管理 ⾏ 。

拡充 斎場施設整備事業 13,202 ⽣活
環境課 雨天時の雨よけのため斎場玄関前に屋根を設置する。

増額 御坊        運営費負担⾦ 31,419 ⽣活
環境課

御坊広域⾏政事務組合 運営  御坊         負担⾦。平成
30年度 施設整備等   増額。

増額 御坊広域清掃    運営費負担⾦ 94,915 ⽣活
環境課

御坊広域⾏政事務組合 運営  御坊広域清掃     負担⾦。平
成30年度 施設改修等   増額。

－   収集運搬委託料 26,470 ⽣活
環境課 町内の⼀般廃棄物の収集、運搬及 廃棄業務 業者委託 ⾏ 。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

拡充 印南町消防団活動事務事業 36,260 総務課 消防組織法 基  設置   印南町消防団 活動 関  事務 ⾏ 。

拡充 消防⾞両及 資機材等整備事業 8,756 総務課 印南町消防団 活動 要  消防⾞両及 資機材等 整備 ⾏ 。平
成30年度    4台 更新。

拡充 消防⽔利施設等維持管理事業 3,801 総務課 消防⽔利施設等 適切 維持管理 ⾏ 。

拡充 日高広域消防事務組合負担⾦ 150,038 総務課 日高広域消防事務組合 負担⾦。平成30年度 ⾞両及 指令台 更
新等により増額。

－ 県防災      運航連絡協議会負担⾦ 778 総務課 県防災      運航連絡協議会 負担⾦。

－ 災害・緊急時等対応事業 4,520 総務課 災害発⽣時 警報発令時、その他緊急時の対策本部を中心とした対応。

拡充 防災⽤資機材整備事業 2,858 総務課 各種災害の発⽣に備えた防災⽤資機材・救護資機材の整備 ⾏ 。

拡充 備蓄食糧整備事業 4,536 総務課 災害時 備  整備  備蓄食糧 更新 ⾏ 。

－ 防災         維持管理事業 464 総務課 町内に設置された読売テレビや県河川監視カメラと共⽤の防災ネットワーク
カメラ等の維持管理 ⾏ 。

拡充     伝送装置管理運⽤事業 220 総務課 災害時の映像伝達⼿段として、    伝送装置 管理運⽤ ⾏ 。伝
送装置は平成30年2月に整備。

－ 防災⾏政無線局管理運⽤事業 8,542 総務課 災害時の情報伝達⼿段として、防災⾏政無線局 整備及 管理運⽤ 
⾏ 。（携帯無線関係含む）

－ 各種防災情報    管理運⽤事業 2,642 総務課 災害時の情報収集及び連絡⼿段として、各種防災情報システムや通信シ
    整備及 管理運⽤ ⾏ 。（県防・各種電話）

－ LED避難誘導灯及 制御    改良事業 3,074 総務課 町内 避難経路   古 防犯灯 LED 蓄電池付誘導灯 改良  
ことにより、停電時 避難⾏動 円滑化 図 。

③ 安全に暮らせる生活環境の整備



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 住宅耐震化促進事業 5,135 総務課 南海トラフ地震等の大規模地震に備えて、個⼈住宅 耐震診断・改修等
 補助 ⾏ 。

－ 耐震ベッド・耐震シェルター設置⼯事補助
⾦ 532 総務課 平成12年以前 建築   ⽊造住宅 、⼀定 基準以下 住宅  耐

震ベッド・     設置⼯事 補助⾦ 交付  。

－ 家庭    防災⼒向上促進事業 1,916 総務課 家庭の身近な減災対策として、家具の固定やブロック塀の補強、感震ブ
レーカーの設置等 補助 ⾏ 。

－ ⾃主防災組織育成⽀援事業 4,700 総務課 住⺠ ⾃主的 防災意識 向上 図 、地域が⼀体となった⾃主防災体
制の強化を図る。

－ ドローン活⽤研究事業 389 総務課 防災や災害時におけるドローン活⽤について、研究 ⾏ 。

拡充 地域防災計画修正事業 5,007 総務課 平成26年度 策定   地域防災計画 現在 状況 応  修正  。

拡充 J        更新事業 2,767 総務課 Jアラート4への更新   起動時間 短縮 登録音声 充実  機能強
化を図る。

拡充 ソーラー避難誘導灯設置事業 8,120 総務課 災害発⽣時 迅速 避難 ⾏        、ソーラー避難誘導灯を設
置する。

－ 避難道整備補修事業（再掲） 2,000 建設課 災害時 避難道   使⽤   ⽣活道路等 整備補修 ⾏ 。

増額 沿道法⾯対策事業（再掲） 50,000 建設課 町道等の安全対策として、崩落 危険性   沿道 法⾯ 保護⼯ 実
施する。

－ 町道稲原道成寺1号線改良事業（再掲） 50,000 建設課 防災安全対策として、町道稲原道成寺1号線 改良事業 ⾏ 。

－ 切目川下流域河川改修促進協議会事業 200 建設課 切目川下流域河川改修促進協議会 活動    、補助⾦ 交付  。

－ 印南町交通指導員事務事業 1,390 総務課 道路交通 秩序及 安全 保持     設置   印南町交通指導
員 活動 関  事務 ⾏ 。

－ 印南町交通安全協会分会連絡協議会事業 150 総務課 交通安全のための指導・啓発・安全施設の点検・整備等を実施する。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 公⽤⾞安全運⾏及 維持管理事業 5,771 総務課 公⽤⾞ 安全運⾏ 関  指導、及 公⽤⾞ 適切 維持管理 ⾏ 。

増額 防犯灯整備及 維持管理事業 8,391 総務課 防犯対策や災害時の避難に備えて設置される防犯灯の整備及び維持管
理 ⾏ 。

拡充 ⾒守    設置及 維持管理事業 3,009 総務課 防犯対策や交通安全のため、⾒守     設置及 維持管理 ⾏ 。

－ 町道交通安全施設整備事業 2,400 総務課
建設課

町道の交通安全対策のため、ガードレールやラバーポール、カーブミラーなど、
⽼朽施設 更新 新設整備 ⾏ 。

拡充 森林病害⾍等防除対策事業 2,312 産業課 ⽥尻防潮林 島⽥防潮林 松  ⾍等 防除・駆除、またナラ枯れ対策と
して、カシノナガキクイムシの駆除を町内各所で実施する。

－ 日高地域消費⽣活相談窓⼝設置事業 609 住⺠
福祉課 消費⽣活相談窓⼝を日高地域の市町共同で設置する。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 農業⽤施設整備事業補助⾦ 3,000 建設課 農業⽤施設 改良、改修、維持修繕、小規模災害 復旧等 ⾃主的 
事業の経費について、補助⾦ 交付  。

－ 小規模⼟地改良事業作業委託 10,000 建設課 地域住⺠型直営施⼯   、農道 農業⽤排⽔路等 簡易 整備を委
託する。

増額   池等整備事業負担⾦（⻲尾池） 905 建設課 災害予防・減災のための基盤づくりとして、県 実施  ⻲尾池整備事業
 負担⾦（事業費の5％）。

改正 農業委員会事務事業 3,729 産業課 農地等 利⽤関係 調整、農地の交換分合等、農業委員会の職務に係
 事務 ⾏ 。

増額 野菜花き産地強化⽀援事業 26,004 産業課 野菜・花き産地として事業の拡大・活性化に取り組む団体に対し、施設整
備等 要  経費 助成 ⾏ 。

拡充 農産物出荷施設改修等事業補助⾦ 337 産業課 川辺選果場          更新 係 補助⾦。平成29年度補正予
算と平成30年度当初予算   実施。

－ 中山間地域等直接⽀払交付⾦事業 15,830 産業課 ⽣産条件 不利 中山間地域    、集落等 単位   農⽤地 維
持管理等 取 組  ⼀定額 交付  。

－ ⿃獣被害防⽌対策事業 720 産業課 ⿃獣被害防⽌対策として、町⻑ 委嘱  銃猟免許所持者   町内 
⼀⻫捕獲 実施する。

増額 防護柵等設置⽀援事業 2,016 産業課 ⿃獣被害防⽌対策として、防護柵設置事業 対  補助⾦ 交付  。

増額 有害⿃獣捕獲報奨⾦事業 14,203 産業課 有害⿃獣による被害防⽌対策として、捕獲者に対し種類、頭数、捕獲方
法に応  報奨⾦ ⽀給  。

－ 印南町⿃獣被害防⽌対策協議会事業 1,000 産業課 印南町⿃獣被害防⽌対策協議会の活動について、補助⾦ 交付  。

減額 狩猟免許取得助成事業 328 産業課 狩猟免許取得に対して、補助⾦ 交付  。

－ 多⾯的機能⽀払交付⾦事業 9,461 産業課 農業・農村の多⾯的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動や地
域資源 適切 保全管理活動等 交付⾦ ⽀給  。

４．地域産業 輝 豊  交流 郷      創生    
① 農林⽔産業 振興
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

減額 印南町産業振興協議事業 160 産業課 町内の産業振興関係団体によって構成される印南町産業振興協議会へ
補助⾦ 交付  。平成30年度 交付額 ⾒直  実施。

－ 印南町農業士会補助事業 200 産業課 町内 農業士 組織   印南町農業士会 補助⾦ 交付  。

減額 印南町花き連合会補助事業 50 産業課 町内の花き⽣産者 組織   印南町花 連合会 補助⾦ 交付  。
平成30年度 交付額 ⾒直  実施。

減額 印南町４Hクラブ補助事業 180 産業課 町内 若⼿農業後継者 組織   印南町４H    補助⾦ 交付 
る。平成30年度 交付額 ⾒直  実施。

減額 印南町⽣活営農改善グループ補助事業 150 産業課 町内の⽣活・営農グループで組織された印南町⽣活営農改善グループへ
補助⾦ 交付  。平成30年度 交付額 ⾒直  実施。

－ 経営所得安定対策事業 959 産業課 経営所得安定対策等交付⾦に係る事務費として、印南町地域農業再⽣
協議会 補助⾦ 交付  。

－ 日高川畑  負担⾦ 2,500 産業課 日高川畑地    ⽤⽔ 利⽤ 係 負担⾦。

－ 名⽥畑  負担⾦ 3,539 産業課 名⽥畑地    ⽤⽔ 利⽤ 係 負担⾦。      更新分。

－     応援寄附⾦事業 794 企画
政策課

印南町        賛同者 寄附⾦ 募 。寄附者へは特産品を贈呈
する。平成30年度         拡充 検討。

増額 林道本川⻄神 川線整備事業（再掲） 38,800 建設課 ⻄神 川 日高川町三佐 結 林道本川⻄神 川線 整備 ⾏ 。

新規 林道野々古川⼜線整備事業（再掲） 21,000 建設 川⼜ 日高川町熊野川 結 林道野々古川⼜線 整備 ⾏ 。

新規 林地台帳管理    導⼊事業 1,599 産業 林野庁     連携  林地台帳管理     導⼊  。

－ 「山の恵み」活⽤事業 997 産業課 山村資源を活⽤した地域産業の振興及び担い⼿育成を図るため、山村地
域における「山の恵み」活⽤事業 補助⾦ 交付  。

－ 千両施設整備緊急対策事業 1,000 産業課 印南町 花   千両 栽培効率 向上 、高品質安定⽣産を図るため、
栽培施設 補修 対 補助⾦ 交付  。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

新規 間伐推進強化対策事業 2,000 産業課 健全 森林育成及 良質材⽣産 目的 、期中森林組合 実施  除
間伐施業について、補助⾦ 交付  。

新規 森林整備地域活動⽀援交付⾦事業補
助⾦ 3,000 産業課 紀中森林組合 実施  森林経営計画策定事業 作業道整備事業 

補助⾦ 交付  。

－ 林業担 ⼿社会保障制度充実対策事業 500 産業課 林道労働者 社会保障充実   、紀中森林組合 補助⾦ 交付  。

－ 漁港施設維持管理事業 3,000 建設課 漁業 振興   漁港施設 適切 維持管理 ⾏ 。

－ 漁業後継者対策事業 160 産業課 後継者の育成を目的として、紀州日高漁業協同組合印南町⽀所⻘年部
 稚⿂放流 清掃活動等 補助⾦ 交付  。

－ 幼稚⾙放流事業（アワビ） 330 産業課     安定⽣産 向  稚⾙ 放流 効果調査 補助⾦ 交付  。

－ 切目川漁業協同組合補助⾦事業 400 産業課 切目川流域    ⽔産資源 保護 、漁業の⽣産性向上等を目的とし
 切目川漁業協同組合  補助⾦交付。

－ 印南町漁業振興対策協議会補助⾦事業 1,000 産業課 ⽔産物 消費宣伝 稚⿂ 放流等 活動 ⾏ 印南町漁業振興対策
協議会 補助⾦ 交付  。

－ 磯根漁場再⽣事業 600 産業課 藻場の移植、造成及び育成を図ることにより、沿岸域  良漁場 再⽣ 
るとともに、根付資源 回復 図 。

拡充 漁業振興対策事業補助⾦事業 12,000 産業課 漁業振興対策として、稚⿂   放流・稚⾙    放流・漁船保険料補
填・磯場維持・燃油補填等 補助⾦ 交付  。

－     魅⼒発信！『地産外商』プロジェ
クト事業 4,317 産業課 食 加⼯品開発 ⾏     、ＳＡやインターネットを通じて情報発信する

ことで「いなみの食」のブランド形成を図る。

減額 いなみかえるの宿補助事業 560 産業課 町内  農林業家⺠泊 推進  「いなみかえるの宿」 補助⾦ 交付 
る。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

拡充 商⼯会組織⽀援事業 6,500 産業課 印南町商⼯会組織 強化 経営⽀援 充実 図   補助⾦ 交付 
る。平成30年度 新商品開発分1,000千円を追加。

－ シルバー⼈材センター⽀援事業 3,000 産業課 高齢者の⽣きがいづくりと地域社会貢献を目的とした印南町シルバー⼈材
     補助⾦ 交付  。

区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町活性化イベント事業 2,500 産業課 印南町内の各種団体等がそれぞれの特産品等のPRする場としてのイベント
を開催し、産業振興及び活性化を図る。

－ ゴルフの町ＰＲ事業 1,000 産業課 印南町のＰＲ・交流 印南町内 ３   場 活性化 目的 、印南町
かえる杯（ゴルフコンペ）を開催する。

拡充 観光案内パンフレット増刷事業 505 産業課 既存 観光案内      類 増刷 ⾏ 。

拡充 観光案内看板維持補修事業 500 産業課 既設 観光案内看板等 補修 ⾏ 。

－ 印南町の観光資源保存と活⽤事業 150 産業課 印南町の地域づくり・町づくりを考え、交流⼈⼝ 増加     活動 ⾏
 印南町観光協会 補助⾦ 交付  。
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③ 観光の振興

※主要事業の紹介ページでは、上記一覧の事業をまとめて紹介しているものもあります。

② 商工業の振興



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町区⻑連絡協議会⽀援事業 3,660 企画
政策課

町及び官公庁等との連携並びに町内会同士の連絡協調を図り、住⺠福
祉 増進 ⺠⽣ 安定 寄与  。

改善 文書配布事務事業 2,793 企画
政策課

町内全⼾ 対象   、町広報誌 町広告紙等 配布 ⾏ 。平成30
年度  配付方法・回数 ⾒直 。

－ コミュニティ助成事務事業 2,500 企画
政策課

地域の集会所や祭礼⽤具の修繕について、⾃治総合センターのコミュニティ
助成事業 係 事務 ⾏ 。

－ 若者    郷推進協議会事業（合宿誘
致） 3,100 企画

政策課
合宿誘致事業を継続し、交流 核   町のＰＲと⺠宿・旅館業の活性
化を図り、宿泊者数の増加を図る。

－ 和歌山県知事・県議会議員⼀般選挙県委
託事業 11,663 総務課 平成30年11 12月実施予定の和歌山県知事選挙及び平成31年4月

実施予定 和歌山県議会議員⼀般選挙 投開票事務 ⾏ 。

５．ともに築く協働・協創の郷     創生    
① 住⺠参加        
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② 時代にあった⾏財政運営
区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ ⼈事管理事務事業 268 総務課 職員定数 適正管理 、新規職員採⽤事務等 ⾏ 。

－ 職員研修推進事業 864 総務課 印南町職員としての⼈材を育成するため、各種研修を実施する。

－ ⼈事評価事業 2,462 総務課 職員のやる気の向上や組織の活性化を図るため⼈事評価を実施する。

－ 職員健康管理推進事業 942 総務課 健康診断やストレスチェックにより、職員 健康管理 推進  。

増額 新制度対応⽀援業務委託事業 8,208 総務課 各種 国 制度改正等 係  必要 対応    ⽀援 受  。

－ ⼦育てワンストップサービス管理運⽤事業 519 総務課 ⼦育てワンストップサービス 適切 管理運⽤ ⾏ 。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町例規集管理事業 206 総務課 各課室及 関係機関 設置    印南町例規集 更新・管理 ⾏ 。

③ 健全 ⾏財政運営
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④ 情報化社会への対応
区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ ⾃治体        共同利⽤事業 38,320 総務課 クラウド技術により、情報     集約 他町  共同利⽤ ⾏    
よって、経費節減 住⺠     向上 図 。

－ 各種電⼦計算    維持管理事業 25,838 総務課 各種電算システムを整備・運⽤することにより、業務 合理化・効率化、情
報の共有化を図る。

区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 物品等⼀括購⼊推進事業 2,620 総務課 会計事務 効率化 経費節減 図   、物品等の⼀括購⼊を推進す
る。

－     応援寄附⾦事業（再掲） 794 企画
政策課

印南町        賛同者 寄附⾦ 募 。寄附者へは特産品を贈呈
する。平成29年度 返礼品 充実 図 。

－ 新地方公会計整備事業 3,022 総務課 総務大臣通知「統⼀的な基準による地方公会計の整備促進について」に
基づいて、統⼀的な基準による財務書類を整備する。

－ 公共施設等適正管理事業 1,647 総務課 「公共施設等総合管理計画」に基づいて、公共施設 適正管理 推進 
る。

増額 町有地管理事業（前掲） 640 総務課 普通財産   町有地 適切 管理 ⾏ 。

－ 固定資産評価更新事業 6,095 税務課 平成30年度 固定資産 評価替  向  、再評価業務 ⾏ 。

－ 監査委員事務事業 396 総務課 各種監査業務 係 監査委員 職務     事務 ⾏ 。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 広報公聴推進事業 3,647 企画
政策課

広報誌やホームページを通して、町政情報を発信するとともに、よりよいまち
       町政  意⾒ 聴収  。

－ 各種統計調査事務事業 1,407 企画
政策課 県  委託   各種統計調査事務 ⾏ 。

⑤ 広域⾏政施策 連携 効率化
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 広域圏組合総括管理費分担⾦事業 14,662 企画
政策課 御坊広域⾏政事務組合総括管理費の分担⾦。

増額 御坊クリーンセンター運営費負担⾦（再掲） 31,419 ⽣活
環境課

御坊広域⾏政事務組合 運営  御坊         負担⾦。平成
30年度 施設整備等   増額。

増額 御坊広域清掃センター運営費負担⾦（再掲） 94,915 ⽣活
環境課

御坊広域⾏政事務組合 運営  御坊広域清掃     負担⾦。平
成30年度 施設改修等   増額。

－ 日高広域消防事務組合負担⾦（再掲） 150,038 総務課 日高広域消防事務組合 負担⾦。平成30年度 ⾞両及 指令台 更
新等により増額。

増額 病院経営事務組合負担⾦（再掲） 60,969 住⺠
福祉課

国保日高総合病院 経営事務組合 負担⾦。平成30年度  、⼟地・
建物 係 負担割合 変更   増額。

減額 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合（再掲） 9,791 住⺠
福祉課

御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 負担⾦。施設整備 終了   、負
担⾦ 減額。

※主要事業の紹介ページでは、上記一覧の事業をまとめて紹介しているものもあります。


