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予算の規模予算編成の基本方針
印南町において、平成３１年度は「実感できる５つのまちづくり
計画：後期基本計画」は４年目、⼈⼝減少に⻭⽌めをかける
目の最終年度であり、成果が問われる時期となります。
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
成のために有効性のある事業の展開を⾏う必要があります。特に
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
併せて 『予算は自治体の政策決定である』ことを肝に銘じ 職併せて、『予算は自治体の政策決定である』ことを肝に銘じ、職
対応するとともに、『住んでよかった印南町』の実現を目指し、新
ば『チャレンジする印南町』でなければなりません。
そのためには、⾏財政改⾰を引き続き着実に推進するとともに、
展に資すると考えられる政策の具現化を「スピード感」を持って実
トーに、真に必要な事業を厳選し、『チャレンジとスピードアップの

「第５次印南町⻑期総合計画」及び「まち・ひと
重点施策 定

５つの重点施策

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
２ 豊かな心を育む子育て・教育の郷

ま ち

２．豊かな心を育む子育て・教育の郷
３．豊かな自然と暮らしが調和した安全
４．地域産業が輝き豊かな交流の郷 〜

ま ち

５．ともに築く協働・協創の郷 〜まちの
ま ち

り」の総仕上げの年度です。同時に、「第５次印南町⻑期総合
ための「まち・ひと・しごと創⽣印南町総合戦略」については５年

成果が出るものではありませんが、事業の再検証を⾏い、目的達
に、子や孫といった次の世代が暮らす「次の１００年」において
実に進めていくこととします。
職員⼀⼈ひとりが 時代の変化や新たな課題に柔軟かつ適切に職員 ⼈ひとりが、時代の変化や新たな課題に柔軟かつ適切に
新たなる挑戦を重ね、機動的かつ効果的な施策を展開する、いわ

的確に事業を取捨選択する「選択と集中」を徹底し、本町の発
実⾏することが必要です。すなわち、『安かろう、よかろう』をモッ
の印南町：実感できるまちづくり』を推し進めることとします。

と・しごと創⽣印南町総合戦略」に基づいて５つ

の郷 〜まちの創生として〜
〜ひとの創生として〜

ま ち

〜ひとの創生として〜
全・安心の郷 〜まちの創生として〜
〜しごとの創生として〜

ま ち

の創生として〜
1



予算の比較（当初）

会 計 平成31年度 平成
⼀般会計 50億2,050万円 48億7,
特別会計 26億8,229万円 26億6
公営企業会計 3億4,578万円 3億3

合 計 80億4,857万円 78億6

一般会計予算額の推移（当初）
（単位：億円）
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模予算
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平成３1年度一般会計予算の内訳

歳 入

一般会計般会計
歳入総額
5,020,495
（ ）（100％）

予算増減の概要
平成31年度⼀般会計予算は総額50億2,050万
となっています。この主な理由は、プレミアム付商品券
また、⺟子保健事業の拡充、おでかけサポート券の拡
歳児の保育料無償化〔義務教育12ヶ年〕、切目橋架無 〔 〕
業の開始等、その他新政策や拡充事業によるもので

歳 出 （単位：千円）

一般会計一般会計
歳出総額
5,020,495
（100％）

万円で、平成30年度と⽐較して1億4,661万円の増額
券事業の開始、切目駅舎リノベーション事業の開始、
拡充、子育て世代包括支援センター事業の開始、３
架替に向けた調査設計の実施、印南町未来投資事
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けた 計
す。詳細は次⾴以降で紹介しています。



１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷 〜まちの創生と

事業 概 的

①健康づくりの推進

事業の概要・目的
健康づくりの推進のため、健康の自己管理の推進、⽣活
の健康と発達、医療体制の充実に取り組みます。健康 発達、医療体制 充実 取り組み す。

いなみ子宝サポート事業 1,500千円

⼦どもを産み育てたいと願うも⼦どもを産み育てたいと願うも、
不妊や不育に悩んでいるご夫
婦を対象に、⼀般不妊治療
及び特定不妊治療への助成及び特定不妊治療 助成
を⾏います。

各種予防接種の推進 16,229千円

感染症予防を目的に、風しん・インフル
エンザ 成⼈肺炎球菌等の予防接種のエンザ・成⼈肺炎球菌等の予防接種の
委託や助成を⾏います。
平成３１年度から
３９歳〜５６歳の男性の風しん抗体３９歳 ５６歳の男性の風しん抗体
検査も対象となります

して〜

担当課：住⺠福祉課

活習慣病予防の推進、介護予防事業の推進、⼦ども

つれもて健診等の推進 35,071千円

健康づくりと⽣活習慣病の予防、早期発⾒・早期治健康づくりと⽣活習慣病の予防、早期発⾒ 早期治
療を目的に各種の検診を実施します。
○つれもて健診（特定健診）
○各種がん検診

グ○つれもてドッグ
○健康教室 他

⺟⼦保健の推進のため、各種事業を実
施します

⺟子保健事業の推進 11,416千円

施します。
○妊婦健診
○乳幼児健診
○⺟⼦保健推進員の活動
○はつらつママ教室（⺟親教室）
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○はつらつママ教室（⺟親教室）
平成３１年度は新生児聴覚検査助成を追加



１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷 〜まちの創生と

事業 概 的

②生きがいと思いやりの社会福祉Ⅰ

事業の概要・目的
⽣きがいと思いやりの社会福祉推進のため、地域福祉の
社会保障の充実に取り組みます。社会保障 充実 取り組み す。

障害者や高齢者の⽅の外出支援として、おでかけ

おでかけサポート券の支給 6,145千円

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×４0枚）を支給します。

支給枚数を３０枚⇒４０枚に増加
７５歳以上の方に加え７０歳以上の
免許返納者も支給対象となります

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 在宅医療サ

在宅医療・介護連携の推進 1,322千円

る体制を構築するため、在宅医療サ
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・日高川町日高町 美浜町 日高川町
拠点 日高総合病院内

して〜

担当課：住⺠福祉課

の充実、高齢者福祉の充実、障害児者福祉の充実、

町⾏政と連携し、町⺠の福祉向上、権利擁護に努める

⺠生児童委員協議会の支援 3,902千円

町⾏政と連携し、町⺠の福祉向上、権利擁護に努める
⺠⽣児童委員の活動を支援します。
○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○その他の活動
３年に１回の⺠生委員の改選が⾏われます

各種福祉サービスを提供し、地域密着で活動す
る社会福祉協議会を支援します

社会福祉協議会の支援 24,431千円

る社会福祉協議会を支援します。
○各種福祉事業
○在宅介護支援センター
○介護サービス
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○介護サ ビス
○その他の活動



１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷 〜まちの創生と

事業 概 的

②生きがいと思いやりの社会福祉Ⅱ

事業の概要・目的
⽣きがいと思いやりの社会福祉推進のため、地域福祉の
社会保障の充実に取り組みます。社会保障 充実 取り組み す。

社会的ひきこもり者の支援 245千円

社会的ひきこもり者に対し 支援社会的ひきこもり者に対し、支援
を⾏うことにより、早期社会復帰
を目指します。
１５歳〜５９歳の１５歳〜５９歳の
ひきこもり者が対象

⾼齢者の生きがいと健康づくり事業 1,796千円

いなみシニア学園を開催
し 高齢者の社会参加のし、高齢者の社会参加の
機会を提供しています。

⾼齢者の生きがいづくりを支援

して〜

担当課：住⺠福祉課

の充実、高齢者福祉の充実、障害児者福祉の充実、

認知症の⽅やその家族の⽅が安心して⽣
認知症の方と家族の支援 1,274千円
認知症の⽅やその家族の⽅が安心して⽣
活が続けられるよう支援を⾏います。
○認知症カフェ
○出前認知症教室
○啓発活動
○高齢者等地域⾒守りネットワーク事業

社会的

敬⽼会及び⻑寿訪問等の
充実を進めます

敬⽼の⽇記念事業等の実施 9,019千円

充実を進めます。

○敬⽼会の開催
○⻑寿訪問
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２．豊かな心を育む子育て・教育の郷 〜ひとの創生として〜

事業 概 的

①子育てのしやすい環境整備と定住の

事業の概要・目的
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
サークル等の育成・支援、要保護児童への対応、ひとりサ ク 等 育成 支援、要保護児童 対応、ひ り

子育て世代包括支援センター事業 5,110千円

庁舎内にセンターを設置 保健師庁舎内にセンターを設置、保健師
等の配置を⾏い、妊産婦・乳幼
児等の状況を継続的・包括的に
把握し、必要な支援を⾏います。
産後ケア・産婦健診・新生児訪問等の推進
お⺟さんの育児・心⾝の不安等をサポート

「⼦育てするなら印南町」推進のため、
在宅で育児を⾏う世帯を支援します

在宅育児世帯への支援 5,820千円

在宅で育児を⾏う世帯を支援します。
支援内容 月額3万円
支援期間 ⽣後10ヶ月間
総額で30万円の支援総額で30万円の支援

〜

担当課：企画政策課・住⺠福祉課の促進

境の充実や⼦育てに係る経済的負担の軽減、⼦育て
り親家庭への支援の充実等に取り組みます。

親が共働き等で 看病することが困難な⼦どもの

り親家庭 支援 充実等 取り組み す。

病児・病後児保育事業 500千円

親が共働き等で、看病することが困難な⼦どもの
⼀時保育を⾏います。
○場所 ：北出病院
○参加市町：印南町・御坊市・日高町・○参加市町：印南町 御坊市 日高町

由良町・日高川町・
美浜町

若者定住の推進のため、各種住宅助成等の取
り組みを推進します

若者定住施策の推進 27,428千円

り組みを推進します。
〇賃貸住宅の家賃の助成
〇新築・改築費用の助成
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２．豊かな心を育む子育て・教育の郷 〜ひとの創生として〜

事業 概 的

②家庭教育・幼児教育・学校教育の

事業の概要・目的
「いなみっ⼦未来プラン」に基づき、家庭教育・幼児教育
クルの支援、いなみこども園との連携、学習支援員の配ク 支援、 なみ も園 連携、学習支援員 配

こども園保育教諭と学校教職員を対象
教育・保育の質の向上を推進 350千円

とする研修会を実施し、園小連携・相
互理解を深め、教育の質の向上を目
指します。
年間５回（４月・５月・８月・１０月・
１１月）の研修を予定

いなみこども園が円滑に機能し、保護者のニーズ
にきめ細かく対応できるよう支援します

いなみこども園の支援 100,360千円

にきめ細かく対応できるよう支援します。
○延⻑保育：⻑時間保育児の時間外保育
○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○その他運営に関する各種の支援

〜

の充実Ⅰ 担当課：教育課

育・学校教育の充実に向けて、育児教室や⼦育てサー
配置、学校給食の充実等に取り組みます。

子ども・子育て支援事業計画の策定 3,765千円

配置、学校給食 充実等 取り組み す。

現⾏計画の評価・検証を現⾏計画の評価 検証を
⾏い、第４期『みんなが輝く
「いなみっ⼦」未来プラン』の
策定を⾏います。
第４期はH32〜H36年度
までの５ヶ年となっています

3歳児以降の幼児教育を義務教育と位置付け、
国の無償化（10月から）より前倒し（4月から）

幼児教育義務教育化の推進 96,669千円

国の無償化（10月から）より前倒し（4月から）
で実施します。〔義務教育12ヶ年〕

これまでの４・5歳児に加え３歳児も拡充
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義務教育化により保育料が無償化



２．豊かな心を育む子育て・教育の郷 〜ひとの創生として〜

事業 概 的

②家庭教育・幼児教育・学校教育の

事業の概要・目的
「いなみっ⼦未来プラン」に基づき、家庭教育・幼児教育
クルの支援、いなみこども園との連携、学習支援員の配ク 支援、 なみ も園 連携、学習支援員 配

IＣＴ教育推進事業 18,076千円

児童・⽣徒用パソコン・タブレット・デジタル教科児童 ⽣徒用パソコン タブレット デジタル教科
書等の活用により、確かな学⼒を育成します。
平成３１年度は
⼩学校のパソコンを更新

小中学校へ学習支援員（町単独事業）を配
置し 基礎的な学習等をサポートします

学習支援員の配置 23,044千円

置し、基礎的な学習等をサポートします。
小学校・中学校に
計11名〜12名

基礎的な学習を中心に支援

〜

の充実Ⅱ 担当課：教育課

育・学校教育の充実に向けて、育児教室や⼦育てサー
配置、学校給食の充実等に取り組みます。配置、学校給食 充実等 取り組み す。

『防災「いなみっ⼦」未来プロジェクト』として 学

実践的安全教育総合支援事業 4,195千円

『防災「いなみっ⼦」未来プロジェクト』として、学
校、いなみこども園等において、防災教育を推進
します。
平成３１年度は
急緊急地震速報を

更新・増設

学校図書室の運営改善や向上、利用促進のため
図書館司書を配置します

学校図書館司書の配置 1,720千円

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

9

教育委員会を拠点に各校巡回



２．豊かな心を育む子育て・教育の郷 〜ひとの創生として〜

事業 概 的

③社会教育の充実

事業の概要・目的
社会教育の充実のため、⽣涯学習機会の拡充、学習
の育成、公⺠館活動の充実、⻘少年の健全育成等に

印南町公⺠館及び真妻社会教育施設の適切

社会教育施設維持管理事業 7,708千円

育成、公⺠館活動 充実、⻘少年 健全育成等

印南町公⺠館及び真妻社会教育施設の適切
な維持管理を⾏います。

公⺠館の非常⽤発電の
機能強化等を実施

印南・稲原・切目・切目川・真妻の５地区で開
催される公⺠館分館活動を支援します。

公⺠館分館活動の支援 2,106千円

催される公⺠館分館活動を支援します。
○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○文化祭
○体験教室

〜

担当課：教育課

習グループの育成、読書のまちづくりの推進、学習指導者
に取り組みます。

「印南町読書のまちづくり事業計画」に基づいて、乳幼
読書のまちづくり推進事業 5,698千円

取り組み す。

印南町読書のまち くり事業計画」に基 いて、乳幼
児から高齢者まで読書に親しむ事業を⾏います。
○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○ブックスタ ト事業
○読み聞かせの派遣
学校図書館司書の配置により連携強化

成⼈の日を記念して、成⼈式及び二十歳の集
いを開催します

成⼈式・二十歳の集いの開催 922千円

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）

10

交流会（二十歳の集い）



２．豊かな心を育む子育て・教育の郷 〜ひとの創生として〜

事業 概 的

④⽂化意識の⾼揚と伝統の継承・⼈権

事業の概要・目的
文化意識の高揚と伝統の育成のため、文化活動の促進、伝
存等に取り組みます。 また、⼈権尊重のため、⼈権意識の

⽂化財保護事業の推進 423千円
町⺠の文化向上のため、文化財保護事業を推

存等 取り組み す。 、⼈権尊重 め、⼈権意識

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○各種啓発活動の実施
平成３１年度は
印定寺⽯碑の拓本作成を⾏います

歴史文化活動の推進のため、歴史文化研究会の
活動を支援します

歴史⽂化活動の支援 700千円

活動を支援します。
○研究冊⼦の刊⾏
○歴史研究会の開催
○現地⾒学会の開催
印南町の歴史研究の充実

〜

権の尊重 担当課：教育課

伝統文化に関する学習機会の提供、伝統文化の継承と保
の高揚と啓発、⼈権学習の推進に取り組みます。

和歌山県の助成事業を活用して ⼈権教育講演

⼈権啓発事業の推進 697千円

高揚 啓発、⼈権学習 推進 取り組み す。

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 資材 作成○各種啓発資材の作成

○関係機関との連携

町⺠の文化振興のため、文化サークルの会の活
動を支援します

印南町⽂化サークルの会の支援 120千円

動を支援します。

○秋の文化祭の開催
○「かえる座」の開催
○新春の集 の開催

11

○新春の集いの開催



２．豊かな心を育む子育て・教育の郷 〜ひとの創生として〜

事業 概 的

⑤スポーツ・レクリエーション活動の振

事業の概要・目的
スポーツ・レクリエーション活動の振興のため、社会体育
ポーツ指導体制の充実に取り組みます。

健康の保持増進と、ランニングスポーツの振興、地
いなみまめダムマラソンの開催 700千円

ポ ツ指導体制の充実に取り組みます。

健康の保持増進と、ランニングスポ 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)

ダ場所 切目川ダム
部別 4種目11競技

町⺠の⽔泳技術の向上と、健康の保持・増進の
ため 夏期に町⺠プールを開館します

町⺠プール遊⽔館の開館・運営 6,308千円

ため、夏期に町⺠プ ルを開館します。
開館時期 7月〜8月
利用料⾦ 無料

運営経費のコスト縮減

〜

振興 担当課：教育課

育施設の整備、スポーツ・レクリエーション活動の促進、ス

社会体育施設の適切な維持管理を⾏います

社会体育施設維持管理の推進 10,539千円

社会体育施設の適切な維持管理を⾏います。
○修繕箇所

・若もの広場看板
・稲原⻄運動場フェンス・稲原⻄運動場フェンス
・その他修繕

印南町のスポーツ振興のため、関係団体への補
助⾦ ⼤会開催の委託を⾏います

各種スポーツ振興の支援 440千円

助⾦、⼤会開催の委託を⾏います。

○印南町体育協会の補助
○印南町スポーツ少年団の補助
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○各種団体への⼤会委託



３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

事業 概 的

①交通・情報通信体系の整備Ⅰ

事業の概要・目的
交通・情報通信体系の整備として、道路・交通網の充
への対応等に取り組みます。対応等 取り組み す。

公衆無線LAN環境の整備 5,792千円
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。
〇印南避難センター
〇切目小学校体育館
〇切目川防災センター

平成３１年度は避難所に整備

〇切目川防災センタ
〇稲原防災センター

切目橋架替に向け、平成３１年度においては
調査設計を⾏います

切目橋架替事業 14,000千円

調査設計を⾏います。
対 象 切目橋
計画期間 H３１〜H３７

（予定）（予定）
昭和９年の架設以来、約90年ぶりの架替となります

の創生として〜

担当課：総務課・企画政策課・建設課

充実と安全管理、情報通信体系の充実と高度情報化

買い物や通院など、住⺠の⽅の⽣活のため公共

公共交通（バス）の維持 6,258千円

買 物 院 住 公
交通の維持を図ります。
○コミュニティバス運⾏

切目川ルート（減便）
○御坊南海バスの支援○御坊南海バスの支援

日裏線
コミバス：減便 ⇒ お出かけサポート券：拡充

トンネルの適切な維持管理のため、損傷や劣化の
有無 状況を把握し ⼯事を⾏います

トンネル修繕事業 1,500千円

有無・状況を把握し、⼯事を⾏います。
対象 古屋トンネル

（フルーツライン）
内容 トンネル内の漏⽔修繕
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内容 トンネル内の漏⽔修繕



３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

事業 概 的

①交通・情報通信体系の整備Ⅱ

事業の概要・目的
交通・情報通信体系の整備として、道路・交通網の充
信体系の充実と高度情報化への対応等に取り組みます

名称・内容 予算額
町道印南山⼝線 52,500千円 体育セン

信体系 充実 高度情報化 対応等 取り組み す

町道印定寺中学校線 62,000千円 印南小プ
町道殿平農免線 72,500千円 本郷⻄ノ
町道奈良井⽩河線 74 000千円 ⽩河企業町道奈良井⽩河線 74,000千円 ⽩河企業
町道南谷山⼝２号線 26,000千円 稲原駅北
町道峰ノ段下向い線 20,000千円 樮川にあ
町道崎ノ原軍道線 28,000千円 崎ノ原か
町道稲原道成寺１号線 98,000千円 ⽴⽯から
林道本川⻄神ノ川線 40 000千円 ⻄神ノ川林道本川⻄神ノ川線 40,000千円 ⻄神ノ川
林道野々古川⼜線 40,000千円 川⼜と日
沿道の法⾯の安全対策 2,100千円 町道柳畑
橋梁の⻑寿命化対策 70,000千円 効率的・効

の創生として〜

担当課：建設課

充実と安全管理、情報通
す。

概要
ンター裏から上平医院前までの道路を拡幅します。

す。

プール裏から旧藤原農機前までの道路拡幅⼯事に着⼿します。
ノ崎（GS）辺りの国道から廃線敷に抜ける道を整備します。
業団地の北側進⼊路の整備を進めます業団地の北側進⼊路の整備を進めます。
北側の道路を拡幅します。
ある町道峰ノ段下向い線を拡幅します。
から丹⽣に抜ける道を整備します。
ら日高川町和佐に抜ける道を整備します。
川と日高川町三佐を結ぶ林道の法⾯保護⼯事を⾏います川と日高川町三佐を結ぶ林道の法⾯保護⼯事を⾏います。
日高川町熊野川を結ぶ林道の法⾯保護⼯事を⾏います。
畑⽩河線の法⾯の保護⼯事を⾏います。

14
効果的な維持管理のため、予防的に橋梁の⻑寿命化を⾏います。



３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

①交通・情報通信体系の整備Ⅲ
町町道南谷山⼝２号線 町

町道柳畑⽩河線
町道稲原道成寺１号線

横

⿊垣内歩道橋

滝之口橋

⻑⾕川橋町道印南山⼝線

町道田ノ口橋

森側橋

切目橋
町道印定寺中学校線

町道殿平農免線

の創生として〜

担当課：建設課

林道本川⻄神ノ川線町道奈良井⽩河線 林道本川⻄神ノ川線町道奈良井⽩河線

横出橋

町道崎ノ原軍道線
林道野々古川⼜線

⻑寿命化工事予定橋 所在
⿊垣内歩道橋 印南原
滝之⼝橋 印南原

道峰ノ段下向い線
切目橋（架替） ⻄ノ地
横出橋 崎ノ原
⻑谷川橋 ⽻六⻑谷川橋 ⽻六
田ノ⼝橋 ⻄ノ地
森側橋 ⻄ノ地
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３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

事業 概 的

②うるおいのある居住空間の形成

事業の概要・目的
うるおいのある居住空間の整備として、⼟地利用の合理
理施設等の整備、廃棄物・し尿処理対策の充実に取理施設等 整備、廃棄物 し尿処理対策 充実 取

台風による停電を教訓にし、⻑期停電対策とし
浄⽔場非常⽤発電機の整備 2,198千円
台風による停電を教訓にし、⻑期停電対策とし
て、非常用発電機の設置に向け、着⼿します。
整備箇所 印南浄⽔場

非常⽤発電機の設置に向け
平成３１年度は基礎調査
を⾏います

若者定住、宅地化を⾒
据え 未来へ向けての投

印南町未来投資事業 7,000千円

平成３１年度は
インフラ整備を⾏います

据え、未来へ向けての投
資を⾏います。

インフラ整備を⾏います

の創生として〜

担当課：企画政策課・生活環境課

理化、住環境対策の充実、上⽔道等の整備、汚⽔処
取り組みます。取り組み す。

斎場の⻑期停電対策とし

斎場非常⽤発電機の整備 7,500千円

斎場の⻑期停電対策とし
て、非常用発電機の整備
を⾏います。
設置箇所 印南町斎場
停電時の電源対策

ゴミの減量化の推進を図る
ため 資源ゴミ回収の取り

資源ゴミ回収奨励事業 1,000千円

ため、資源ゴミ回収の取り
組みを⾏う団体に奨励⾦
を交付します。
上限額を２０万円に設定
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上限額を２０万円に設定



３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

事業 概 的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅰ

事業の概要・目的
安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対
防犯対策の充実に取り組みます。防犯対策 充実 取り組み す。

山間地域を対象に、防災ネットワークカメラの追加整

防災ネットワークカメラの整備 6,906千円

山間地域を対象に、防災ネットワ クカメラの追加整
備を⾏います。
設置台数 ３台（予定）
対象候補地 稲原地域対象候補地 稲原地域

切目川地域
真妻地域

消防団の活動に要する資機材等の整
備を⾏います

消防資機材の整備 2,719千円

備を⾏います。

平成３１年度は
チェーンソー・ＡＥＤを整備
消防防災施設整備費補助⾦を活⽤：1/3

の創生として〜

担当課：総務課Ⅰ

対策の充実、防災・危機管理対策の充実、交通安全・

もしもの⽕災に備え 消防⽔利施設の適切な維持

消防⽔利施設の維持管理 2,542千円

もしもの⽕災に備え、消防⽔利施設の適切な維持
管理を⾏います。
○防⽕⽔槽 101ヵ所
○消⽕栓 266ヵ所○消⽕栓 266ヵ所
○消防⾞庫 30ヵ所
平成３１年度は消火栓２基を設置予定

各種災害の発⽣に備えた防災用資機材・救護資機
材の整備を⾏ ます

防災⽤資機材の整備 2,400千円

材の整備を⾏います。
平成３１年度は
ブルーシート・給⽔タンク・
ランタンを整備
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ランタンを整備



３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

事業 概 的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅱ

事業の概要・目的
安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対
防犯対策の充実に取り組みます。防犯対策 充実 取り組み す。

災害時の情報伝達⼿段として 防災⾏政

防災⾏政無線局管理運⽤事業 9,998千円

災害時の情報伝達⼿段として、防災⾏政
無線局の整備及び管理運用を⾏います。
※現在⼾別受信機306個
を配付

平成３１年度は⼾別受信機の
追加購入（５０個）を⾏います

を配付

防災⾏政無線機能強化事業 4,280千円

停電に備え、防災⾏政無線再送
信局に非常用電源 整備を⾏信局に非常用電源の整備を⾏い
ます。
実施箇所 田ノ垣内・島田再送信局
72時間の停電に対応します

の創生として〜

担当課：総務課Ⅱ

対策の充実、防災・危機管理対策の充実、交通安全・

県防災ヘリコプター運航連絡協議会への参加により
県防災ヘリコプター運航負担⾦ 702千円
県防災ヘリコプタ 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
○山林⽕災の消⽕
○その他

負担⾦により、日高広域消防事務組合の活動を
支援します

⽇⾼広域消防事務組合の支援 148,207千円

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
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定数 92名
本署の救急⾞の更新・ドローン講習の実施



３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

事業 概 的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅲ

事業の概要・目的
安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対
防犯対策の充実に取り組みます。防犯対策 充実 取り組み す。

災害時の情報収集及び連絡⼿段

防災情報システムの管理運⽤ 3,979千円

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
信システムの管理運用を⾏います。
平成３１年度は平成３１年度は
衛星携帯電話の外部アンテナ
を公⺠館とこども園に整備予定

災害発⽣時に迅速な避難が⾏えるようソーラー避
難誘導灯の設置を進めます

ソーラー避難誘導灯の設置 9,154千円

難誘導灯の設置を進めます。
〇印南地区22基・切目地区14基
〇稲原地区5基・切目川地区5基
〇真妻地区5基 計51基
平成3１年度は７基を設置

の創生として〜

担当課：総務課・建設課Ⅲ

対策の充実、防災・危機管理対策の充実、交通安全・

蓄電池式避難誘導灯の整備 5,059千円
蓄電池式避難誘導灯の整備を

平成３１年度は
基 新設と既設 基

蓄電池式避難誘導灯の整備を
⾏うもので、町内沿岸部を中心に
１９５基設置しています。

２０基の新設と既設５0基
のバッテリー交換を⾏う

いなみ防災広場の整備 2,000千円

早期完成を目指し、いなみ防災広場の整備
を推進しますを推進します。
箇所：印南町⼤字印南

（印南SA付近）
◆後⽅支援部隊の集結
◆救援物資の集積
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◆救援物資の集積
◆ヘリコプターの発着



３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 〜まちの

事業 概 的

③安全に暮らせる生活環境の整備Ⅳ

事業の概要・目的
安全に暮らせる⽣活環境の整備のため、消防・救急対
防犯対策の充実に取り組みます。防犯対策 充実 取り組み す。

町内に47ある自主防災組織の活動を支援します。
自主防災組織の支援 4,660千円
町内に47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○資機材購⼊の補助
○避難路整備の補助

避難路整備の推進 8,000千円
地震発⽣時に、津波に巻きこまれないため
にいち早く高台に避難できるよう 避難路のにいち早く高台に避難できるよう、避難路の
整備を⾏います。

整備箇所 浜研修所前

の創生として〜

担当課：総務課・建設課Ⅳ

対策の充実、防災・危機管理対策の充実、交通安全・

家庭の身近な減災対策として 家具固定・ブロック塀
家庭における防災⼒の向上 9,587千円
家庭の身近な減災対策として、家具固定・ブロック塀
補強、感震ブレーカー設置等に助成を⾏います。
○家具固定
○ブロック塀の補強
○感震ブレーカーの設置○感震ブレーカーの設置
○耐震ベッド・シェルター
〇住宅耐震化 他

切目海岸の越波防⽌柵の整備に向けて測
量設計を実施します

切目海岸保全施設整備事業 17,000千円

量設計を実施します。

○パラペットかさ上げ
○消波ブロックかさ上げ
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○防潮フェンス設置



４．地域産業が輝き豊かな交流の郷 〜しごとの創生として〜

事業 概 的

①農林⽔産業の振興Ⅰ

事業の概要・目的
農林⽔産業の振興のため、農業基盤の整備促進、有
型漁業の推進、漁業施設等の維持管理、担い⼿・後型漁業 推進、漁業施設等 維持管理、担 ⼿ 後

野菜・花き産地として事業の拡⼤・活性化に取
野菜花き産地の強化支援 24,572千円
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。
○パイプハウスの高度化
○循環送風機の導⼊○循環送風機の導⼊
○ヒートポンプの導⼊ 他
平成31年度も継続して実施します

災害発⽣に備えて、警戒が必要なため池の改修や
機能の強化を⾏います

危険ため池の改修・機能強化 3,429千円

機能の強化を⾏います。
実施場所 ⻲尾池（古屋）
事業内容 洪⽔吐

緊急放流⼯緊急放流⼯
平成31年度で改修完了：3ヶ年事業

〜

担当課：建設課・産業課

有害⿃獣害対策の推進、林業基盤の整備、資源管理
継者の育成等に取り組みます。継者 育成等 取り組み す。

スイカ栽培の病害虫対策として、フェロモン剤の設置に

病害⾍防除事業補助⾦ 1,000千円

スイカ栽培の病害虫対策として、フェロモン剤の設置に
補助⾦を交付します。

◆シロイチモジヨトウの食害
◆フェロモン剤により防除

農業関係団体の支援を⾏います。
各種農業関係団体の支援 400千円

○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
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○印南町花き連合会
○⽣活営農改善グループ



４．地域産業が輝き豊かな交流の郷 〜しごとの創生として〜

事業 概 的

①農林⽔産業の振興Ⅱ

事業の概要・目的
農林⽔産業の振興のため、農業基盤の整備促進、⿃
業の推進、漁業施設等の維持管理、担い⼿・後継者業 推進、漁業施設等 維持管理、担 ⼿ 後継者

⽇本型直接支払事業の推進 25,378千円
農業・農村の多⾯的機能の維持・発揮を図る農業 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、中山間地域等におけ
る⽣産活動等を支援します。
◆中山間地域等直接支払事業

事業費：15 877千円事業費：15,877千円
◆多⾯的機能支払事業

事業費：9,501千円

森林吸収源対策の財源確保 5,095千円
森林吸収源対策のための財源として、森林環
境税と森林環境譲与税が創設されます。境税と森林環境譲与税が創設されます。
○森林環境税
平成36年度から課税

○森林環境譲与税
平成31年後から配分平成31年後から配分

平成31年度の譲与予定額 5,095千円

〜

担当課：産業課

⿃獣害対策の推進、林業基盤の整備、資源管理型漁
の育成等に取り組みます。育成等 取り組み す。

畑地かんがい⽤⽔の利⽤ 5,760千円

日高川を⽔源とした畑地かんがい用⽔を農業日高川を⽔源とした畑地かんがい用⽔を農業
用⽔として利用します。
○名田畑かん 2,555千円
名田を経由し津井・地⽅に給⽔

○日高川畑かん 3,205千円
稲原を経由し島田にかけて給⽔

「山の恵み」活⽤事業の推進 820千円

山村資源を活用した地域産業の振興及び担い
⼿育成を図るため 対象となる事業の支援を⾏⼿育成を図るため、対象となる事業の支援を⾏
います。
事業内容 製炭窯の再整備

わさびハウス改良
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わさびハウス改良
平成31年度から補助率を事業費の2/3に拡充



４．地域産業が輝き豊かな交流の郷 〜しごとの創生として〜

事業 概 的

①農林⽔産業の振興Ⅲ

事業の概要・目的
農林⽔産業の振興のため、農業基盤の整備促進、⿃
業の推進、漁業施設等の維持管理、担い⼿・後継者業 推進、漁業施設等 維持管理、担 ⼿ 後継者

林業振興の支援 4,842千円
紀中森林組合に助成⾦を交付することにより、紀中森林組合に助成⾦を交付することにより、
林業の振興を支援します。
○間伐推進対策支援
○間伐材出荷促進支援
○社会保障費充実支援○社会保障費充実支援
○その他の支援

主要産業である漁業振興の取り組みを支援します。

漁業振興の取り組みを支援 7,450千円

○漁業後継者の育成
○稚⾙・稚⿂放流の支援
○保険料等の補填
○その他の支援
漁業振興基⾦の活⽤を⾒直し

〜

担当課：建設課・産業課

⿃獣害対策の推進、林業基盤の整備、資源管理型漁
の育成等に取り組みます。育成等 取り組み す。

印南漁港の機能を保全するため 泊地の浚渫

印南漁港施設機能保全事業 32,000千円

印南漁港の機能を保全するため、泊地の浚渫
⼯事を実施します。

◆港内の土砂の浚渫
◆⽔深の確保 その他

漁業の振興のため漁港施設の適切な維持管理
を⾏ ます

漁業施設の適正な維持管理 5,000千円

を⾏います。
○島田漁港進⼊路の整備
○漁港内漂着物の撤去

他 維持修繕
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○その他の維持修繕



４．地域産業が輝き豊かな交流の郷 〜しごとの創生として〜

事業 概 的

②商工業の振興・観光の振興

事業の概要・目的
商⼯業の振興のため、商業者の意識向上、商業拠点
また、観光の振興として、観光情報の発信、地域イベン、観光 振興 し 、観光情報 発信、地域イ

切目駅リノベーション事業 15,956千円

無⼈化する切目駅を地域の拠点として活用す無⼈化する切目駅を地域の拠点として活用す
るため改修を⾏います。
○切目王⼦風の外観
○キッズスペース
○花壇の設置 その他

地域の拠点としてリノベーション

⽇⾼広域観光振興協議会負担⾦ 200千円

ねんりんピックの開催に向けて、日高地⽅のPRの
ための取り組みを⾏いますための取り組みを⾏います。
○パンフレット作成
○ホームページ開設
○ミニのぼり作成 その他
2019年11月9⽇（土）〜12⽇（火）開催

〜

担当課：企画政策課・産業課

点の整備、企業誘致の推進等に取り組みます。
ントの充実等に取り組みます。ト 充実等 取り組み す。

町内の商⼯業振興のため 各種支援を⾏います

商工業振興の各種支援 7,483千円

町内の商⼯業振興のため、各種支援を⾏います。

○印南町商⼯会の助成
○シルバー⼈材センター支援
○小規模事業者利⼦補給○小規模事業者利⼦補給
○その他の支援

「印南」の風土を活かした各種観光振興事業を
推進します

観光振興事業の推進 11,470千円

推進します。
○印南駅舎等活用事業
○印南町観光協会の支援
○パンフレット増刷
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○パンフレット増刷
○その他の事業



５．ともに築く協働・協創の郷 〜まちの創生として〜

事業 概 的

①住⺠参加によるまちづくり

事業の概要・目的
住⺠参加によるまちづくりとして、住⺠参加⾏政の推進
取り組みます。取り組み す。

印南町⻑選挙の実施 7,316千円

任期満了に伴う印南町⻑選挙が任期満了に伴う印南町⻑選挙が
平成32年2月に実施予定です。
○任 期 ４年
○満了日 平成32年2月23日○満了日 平成32年2月23日
前回投票率：84.46％

⻑期総合計画の策定 1,800千円

印南町のまちづくりの総合的かつ計画的な指針とし
て 次期⻑期総合計画を策定しますて、次期⻑期総合計画を策定します。
◆目指すべき将来像
◆基本構想・基本計画
実施計画

平成31・32年度の２ヶ年で策定

担当課：総務課・企画政策課

進、広報公聴活動等の推進、コミュニティ活動の推進等に

県議選・参院選の委託 13,480千円

平成31年4月7日に和歌山県議会平成31年4月7日に和歌山県議会
議員選挙、同年7月に参議院議員
選挙が実施予定です。
○県議選 平成31年4月7日○県議選 平成31年4月7日
○参院選 平成31年7月
投開票事務の改善を推進

広報紙やホームページを通して、町政情報を発信
するとともに、よりよいまちづくりのために町政への意

広報公聴事業の推進 3,475千円

するとともに、よりよいまちづくりのために町政への意
⾒を聴収します。
○広報いなみ
○ホームページ
○印南未来メール
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○印南未来メール
○ツイッター 他



５．ともに築く協働・協創の郷 〜まちの創生として〜

事業 概 的

②時代にあった⾏財政運営・健全な⾏

事業の概要・目的
時代にあった⾏財政運営として、職員の意識改⾰と能
す。 また、健全な⾏財政運営として、⾏政経費の縮減す。 、健全な⾏財政運営 し 、⾏政経費 縮減

官公庁オークションの活⽤ 33千円

⺠間の公有財産売却システムを利用して⺠間の公有財産売却システムを利用して、
公有物品の払下げを⾏います。
○可搬式消防ポンプ
○消防ポンプ軽積載⾞
○旧庁舎ロッカー類 他
平成30年度は約815千円の売払収入を確保

⼈事評価制度の推進 1,354千円

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め⼈事評価を実施します。
○業績を評価
○能⼒を評価
○⼀部⼿当に反映○ 部⼿当 反映

平成31年度は運⽤経費を⾒直し

担当課：総務課⾏財政運営Ⅰ

⼒開発、⾏政事務の簡素化と効率化等に取り組みま
減、自主財源の確保等に取り組みます。減、自主財源 確保等 取り組み す。

総務⼤臣通知に基づく統⼀的な基準により 財

新地方公会計の整備 2,257千円

総務⼤臣通知に基づく統⼀的な基準により、財
務書類を作成します。
目的 説明責任の履⾏

財政の効率化・適正化財政の効率化 適正化
他の自治体との⽐較分析

平成31年度は委託経費を削減

職員の「働き方改革」の推進 881千円

健康診断やストレスチェック、その他取組により、
職員の「働き⽅改⾰」を推進します職員の「働き⽅改⾰」を推進します。
○健康診断
○ストレスチェック
○⼈間ドック（共済組合）
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○⼈間ドック（共済組合）
○その他の取組



５．ともに築く協働・協創の郷 〜まちの創生として〜

事業 概 的

②時代にあった⾏財政運営・健全な⾏

事業の概要・目的
時代にあった⾏財政運営として、職員の意識改⾰と能
す。 また、健全な⾏財政運営として、⾏政経費の縮減

地方税共通納税システムの導入 3,999千円

平成31年10月稼働予定の地⽅税共通納税

す。 、健全な⾏財政運営 し 、⾏政経費 縮減

平成31年10月稼働予定の地⽅税共通納税
システムの導⼊を⾏います。
○法⼈住⺠税
○個⼈住⺠税 他

◆納税者の利便性の向上
◆官⺠相互のコスト削減

平成33年度の固定資産の評価替えに向けて、
再評価業務を⾏います

固定資産評価の更新 20,230千円

再評価業務を⾏います。
○⼟地鑑定の委託
○宅地評価の⾒直し
○図⾯の異動修正○図⾯の異動修正
○その他の業務

担当課：総務課・税務課・企画政策課⾏財政運営Ⅱ

⼒開発、⾏政事務の簡素化と効率化等に取り組みま
減、自主財源の確保等に取り組みます。減、自主財源 確保等 取り組み す。

各種統計調査の実施 3,917千円

国・県から委託された各種統計調査を国・県から委託された各種統計調査を
実施します。
○農林業センサス
○全国家計構造調査
○経済セ サ 基礎調査○経済センサス基礎調査
○⼯業統計調査 他

⾏政経費の縮減や自主財源の確保等、健全な⾏
財政運営の推進に努めます

健全な⾏財政運営の推進 5,407千円

財政運営の推進に努めます。
○物品⼀括購⼊
○文書配付の⾒直し(継続)
○町有地の有効活用 他
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○町有地の有効活用 他
平成31年度は風⼒発電の固定資産税を計上



１．思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷 〜ま
① 健康づくりの推進

区分 事業名 予算額 担当課

住⺠

① 健康づくりの推進

－ 健康増進事業（各種検診・健康教室） 18,901 住⺠
福祉課

－ 小児個別予防接種委託事業 16,472 住⺠
福祉課

拡充 各種予防接種委託及び助成事業 16,229 住⺠
福祉課

－ つれもてドック委託事業 7,976 住⺠
福祉課

拡充 特定健診事業（つれもて健診） 7,698 住⺠
福祉課

拡充 ⺟⼦保健事業 11,416 住⺠
福祉課福祉課

－ いなみ⼦宝サポート事業 1,500 住⺠
福祉課

－ 養育医療（⺟⼦保健事業） 120 住⺠
福祉課養育医療（⺟⼦保健事業） 120 福祉課

増額 病院経営事務組合負担⾦ 129,982 住⺠
福祉課

肺がんCT検診委託事業 284 住⺠－ 肺がんCT検診委託事業 284 福祉課

－ 塩分摂取量検査委託事業 212 住⺠
福祉課
住⺠－ 国⺠健康保険事業（特別会計） 1,283,330 住⺠
福祉課

《主要事業一覧》まちの創生として〜

主な事業内容

壮年期からの健康づくりと⽣活習慣病の予防 早期発⾒ 早期治療を目壮年期からの健康づくりと⽣活習慣病の予防、早期発⾒・早期治療を目
的に、各種の検診事業・健康教室を実施する。

小児を対象とした定期予防接種を実施する。

感染症予防のため、風しん・インフルエンザ・成⼈肺炎球菌等の予防接種
を実施する。平成31年度は風しん予防接種等を拡充。
国⺠健康保険被保険者を対象として、⼈間ドックの検査機関への委託を
⾏う。
国⺠健康保険被保険者・後期高齢者医療保険者を対象として、地域巡
回で健康診断を実施する。
⺟⼦の健康の保持・増進を目的に、妊婦健診、乳幼児健診等の事業を
実施する。平成31年度は新⽣児聴覚検査分を予算措置。実施する。平成31年度は新⽣児聴覚検査分を予算措置。
不妊治療を受けている⽅を対象に、⼀般不妊治療及び特定不妊治療へ
の助成を⾏う。

⺟⼦保健法に基づいて、未熟児の養育に必要な医療を給付する。⺟⼦保健法に基づいて、未熟児の養育に必要な医療を給付する。

国保日高総合病院の経営事務組合の負担⾦。平成31年度から、地⽅
交付税分も当初予算計上。

町内で死亡率が高い肺がんの対策として実施する町内で死亡率が高い肺がんの対策として実施する。

高血圧・⼈⼯透析抑制等の対策として、尿中の塩分摂取量検査を実施
する。

国⺠健康保険事業の運営を⾏う。平成30年度から運営主体が県に移管。
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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

南 議 助事 住⺠

② 生きがいと思いやりの社会福祉

拡充 印南町社会福祉協議会補助事業 24,431 住⺠
福祉課

増額 印南町⺠⽣児童委員協議会助成事業 3,902 住⺠
福祉課

減額 印南 福祉連合会補助事業 住⺠減額 印南町⺟⼦福祉連合会補助事業 30 住⺠
福祉課

－ 印南町更⽣保護⼥性会補助事業 20 住⺠
福祉課

地域 守活動協⼒ 事務事業 住⺠－ 地域⾒守活動協⼒員事務事業 345 住⺠
福祉課

－ 在宅介護支援センター委託事業 16,595 住⺠
福祉課

在宅 療 介護連携推進事業 住⺠－ 在宅医療・介護連携推進事業 1,322 住⺠
福祉課

－ 家族介護継続支援事業（いきいきサ
ポート券） 11,343 住⺠

福祉課

拡充 福祉外出支援助成事業（おでかけサ 住⺠拡充 福祉外出支援助成事業（おでかけサ
ポート券） 6,145 住⺠

福祉課

－ 緊急通報体制等整備事業 525 住⺠
福祉課

⽣活管理指導員等派遣事業 住⺠－ ⽣活管理指導員等派遣事業 5,540 住⺠
福祉課

－ 認知症総合支援事業 334 住⺠
福祉課

高齢者⾒守り支援事業 住⺠－ 高齢者⾒守り支援事業 940 住⺠
福祉課

主な事業内容

印南町内において各種福祉サービスを提供し 地域密着の活動を⾏う印印南町内において各種福祉サ ビスを提供し、地域密着の活動を⾏う印
南町社会福祉協議会へ補助⾦を交付する。
町⾏政と連携し、町⺠の福祉向上、権利擁護に努める印南町⺠⽣児童
委員活動を支援する。

印南 福祉連合会 営 補助⾦ 付印南町⺟⼦福祉連合会の運営について、補助⾦を交付する。

印南町更⽣保護⼥性会の運営について、補助⾦を交付する。

日常⽣活の中で 高齢者等の⾒守りや声かけなどの活動を⾏う地域⾒守日常⽣活の中で、高齢者等の⾒守りや声かけなどの活動を⾏う地域⾒守
り協⼒員に係る事務を⾏う。
高齢者やその家族の在宅介護等に関する相談を受け、相談者が必要な
サービスが受けられるよう関係機関と連絡調整を⾏う。
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、在宅医療サ在宅医療 介護を 体的に提供できる体制を構築するため、在宅医療サ
ポートセンターを共同設置する。
在宅の要介護者を介護している家族の経済的負担等軽減のため、月額
3,000円分の介護用品引き換え券を給付する。
重度心身障害児者や在宅高齢者等にタクシー及びバスの利用料⾦を助成す重度心身障害児者や在宅高齢者等にタクシ 及びバスの利用料⾦を助成す
ることにより、外出の支援を⾏う。平成31年度から利用可能枚数等を拡充。
緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害時の迅速かつ適切な対
応を図る。
⼀⼈暮らしの高齢者や高齢者世帯の在宅⽣活維持のため、⽣活管理指⼈暮らしの高齢者や高齢者世帯の在宅⽣活維持のため、⽣活管理指
導員により、日常⽣活に必要な指導や支援を⾏う。
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。
「みまもりでんわサービス」等により、⼀⼈暮らしの高齢者等の⾒守りの支援「みまもりでんわサ ビス」等により、 ⼈暮らしの高齢者等の⾒守りの支援
を⾏う。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

－ 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） 1,796 住⺠

福祉課

印南町⽼⼈ク ブ連合会支援事業 住⺠－ 印南町⽼⼈クラブ連合会支援事業 1,830 住⺠
福祉課

－ 敬⽼の日記念事業及び⻑寿記念事業 9,019 住⺠
福祉課

重度心身障害児者医療費助成事業 住⺠－ 重度心身障害児者医療費助成事業 18,210 住⺠
福祉課

－ 重度心身障害児者福祉年⾦支給事業 1,056 住⺠
福祉課

相談支援事業委託事業 住⺠－ 相談支援事業委託事業 5,467 住⺠
福祉課

－ 心身障害児者⽗⺟の会助成事業 135 住⺠
福祉課

紀南障害者就業 ⽣活支援セ タ 負担⾦ 住⺠－ 紀南障害者就業・⽣活支援センター負担⾦ 300 住⺠
福祉課

－ 地域活動支援センター委託事業 1,663 住⺠
福祉課

精神通院医療費助成事業 住⺠－ 精神通院医療費助成事業 3,600 住⺠
福祉課

新規 社会的ひきこもり者早期社会復帰支援
事業 245 住⺠

福祉課

減額 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 住⺠減額 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 5,467 住⺠
福祉課

－ 後期高齢者医療保険事業（特別会計） 218,829 住⺠
福祉課

介護保険事業（特別会計） 住⺠－ 介護保険事業（特別会計） 1,000,535 住⺠
福祉課

※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

課 主な事業内容課 主な事業内容

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。
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

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
的とする印南町⽼⼈クラブ連合会を支援する。

課 敬⽼会の開催、95歳以上及び100歳⻑寿訪問等を実施する。

保健福祉の増進のため、重度心身障害児者に対し医療費の⼀部を助成
課

保健福祉の増進のため、重度心身障害児者に対し医療費の 部を助成
する。

課
日常⽣活において常時介護を必要とする状態にある重度心身障害者及び
心身障害児に福祉年⾦を支給する。
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

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。

課
障害児者の権利擁護と、会員の交流を図るなどの活動を⾏う印南町障害
児者⽗⺟の会の運営を支援する。

紀南障害者就業 ⽣活支援セ タ 利用に係 負担⾦課 紀南障害者就業・⽣活支援センターの利用に係る負担⾦。

課 御坊・日高地域活動支援センターの利用に係る委託料。

精神通院医療費 自己負担分 助成を⾏課 精神通院医療費の自己負担分の助成を⾏う。

課
ひきこもり者（15歳から59歳）の早期の社会復帰のため、委託により相
談・支援等を⾏う。
御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合の負担⾦。施設整備の終了により、負

課
御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合の負担⾦。施設整備の終了により、負
担⾦が減額。

課 後期高齢者医療保険事業の運営を⾏う。

介護保険事業 運営を⾏課 介護保険事業の運営を⾏う。
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２．豊かな心を育む子育て・教育の郷 〜ひとの
① 子育てのしやすい環境整備と定住の促進

区分 事業名 予算額 担当課

企画

① 子育てのしやすい環境整備と定住の促進

－ 若者定住賃貸住宅等家賃助成事業 12,428 企画
政策課

－ 若者定住新築住宅等取得助成事業 15,000 企画
政策課
企画－ 印南町空き家バンク登録促進助成事業 60 企画
政策課

－ 乳幼児医療費助成事業 9,840 住⺠
福祉課
住⺠－ こども医療費助成事業 21,420 住⺠
福祉課

－ ⼦育て短期支援事業 83 住⺠
福祉課
住⺠－ ひとり親家庭医療費助成事業 5,805 住⺠
福祉課

継続 在宅育児支援事業 5,820 住⺠
福祉課
住⺠新規 ⼦育て世代包括支援センター事業 5,110 住⺠
福祉課

新規 病児・病後児保育事業 500 住⺠
福祉課

増額 広域保育園園児委託事業 4,121 教育課

－ 地域⼦育て支援拠点事業 2,313 教育課

－ 要保護・準要保護就学援助事業 2,384 教育課

創生として〜

主な事業内容

町内の賃貸住宅に居住する若者世帯の家賃の⼀部を助成し 若者定住町内の賃貸住宅に居住する若者世帯の家賃の 部を助成し、若者定住
を促進する。
町内に住宅を新築、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。

空き家バンクの登録及び利用を仲介した地元区へ助成を⾏う。

乳幼児の健康と健やかな育成を図るため、保険診療による医療費の⼀部
負担⾦を助成する。
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
険診療による医療費の⼀部負担⾦を助成する。
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。
医療保険に加⼊しているひとり親家庭の⽅が 病気やけがで医療機関を受医療保険に加⼊しているひとり親家庭の⽅が、病気やけがで医療機関を受
診した場合、医療費の⼀部を助成する。

在宅で育児を⾏う世帯に経済的支援を⾏う。

センターの設置・保健師等の配置により 妊産婦・乳幼児等の状況を継続センタ の設置・保健師等の配置により、妊産婦・乳幼児等の状況を継続
的・包括的に把握し、必要な支援を⾏う。

親が共働き等で、看病することが困難な⼦どもの⼀時保育を⾏う。

町外の保育施設へ保育委託を⾏うことにより 保護者の保育ニーズにきめ町外の保育施設へ保育委託を⾏うことにより、保護者の保育ニーズにきめ
細かく対応する。
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。
経済的理由により就学困難な児童⽣徒の保護者に対して必要な援助を経済的理由により就学困難な児童⽣徒の保護者に対して必要な援助を
⾏い、義務教育の円滑な実施に資する。
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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

② 家庭教育・幼児教育・学校教育の充実

－ 教育委員会事務事業 5,388 教育課

－ 教育委員会評価実施事業 63 教育課

－ 地域⼦育支援拠点事業（再掲） 2,313 教育課

－ 放課後⼦ども教室運営事業 1,912 教育課

ブ－ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 8,671 教育課

－ ⼦どもの居場所づくり運営事業 572 教育課

改正 認定こども園運営支援事業 98,501 教育課

－ 認定こども園延⻑保育委託事業 276 教育課

－ 認定こども園⼀時預かり委託事業 1,583 教育課

拡充 3歳児以降義務教育化事業 96,669 教育課

増額 広域保育園園児委託事業（再掲） 4,121 教育課

新規 教育・保育の質の向上のための研修等事
業補助⾦ 350 教育課

新規 ⼦ども・⼦育て支援事業計画策定事業 3,765 教育課

主な事業内容

び教育委員会会議の開催及び教育委員の各種活動についての事務を⾏う。

教育委員会の適切な事務執⾏等を図るため、教育委員会評価委員によ
り事務事業の点検評価を⾏う。
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。
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。
地域の⽅の参画を得て、学習習慣やコミュニケーション⼒の向上のため、放
課後に学習や交流活動の機会を提供する。
認定こども園が円滑に機能し 保護者の幼児教育に関するニーズにきめ細認定こども園が円滑に機能し、保護者の幼児教育に関するニ ズにきめ細
かく対応できるよう支援する。
⻑時間保育児の時間外保育（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。
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短時間保育児の時間外保育（ 時預かり）により、保護者の保育ニ ズ
にきめ細かく対応する。
3歳児以降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。
町外の保育施設へ保育委託を⾏うことにより 保護者の保育ニーズにきめ町外の保育施設へ保育委託を⾏うことにより、保護者の保育ニーズにきめ
細かく対応する。
いなみこども園保育教諭の専門性向上と、質の高い⼈材を安定的に確保
するため、研修等を実施する。
現⾏計画の評価・検証を⾏い 第4期『みんなが輝く「いなみっ⼦」未来プラ現⾏計画の評価・検証を⾏い、第4期『みんなが輝く「いなみっ⼦」未来プラ
ン』の策定を⾏う。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

－ 就学時健康診断実施事業 213 教育課

新規 ク 実施事業 教育課新規 コミュニティ・スクール実施事業 144 教育課

－ 標準学⼒調査実施事業 552 教育課

全国体⼒運動能⼒等 査実施事業 教育－ 全国体⼒運動能⼒等調査実施事業 141 教育課

－ 学級集団づくり支援事業（児童⽣徒自
己認識調査） 406 教育課

童⽣徒知能検査実施事業 教育－ 児童⽣徒知能検査実施事業 100 教育課

増額 学習支援員配置事業 23,044 教育課

継続 学 館 事 教育継続 学校図書館司書配置事業 1,720 教育課

拡充 ＩＣＴ教育推進事業 18,076 教育課

継続 運動部活動推進事業 660 教育課

拡充 実践的安全教育総合支援事業 4,195 教育課

－ 通学路安全対策事業 100 教育課

－ 外国⻘年招致事業 5,111 教育課

減額 印南町教育研究会補助事業 400 教育課

主な事業内容主な事業内容

翌年度⼊学予定者を対象に、健康管理上必要な指導・助⾔を⾏うことに
より、適正な就学に向けて支援を⾏う。
保護者と地域住⺠等による学校運営協議会を設置し、学校と地域住⺠と保護者と地域住⺠等による学校運営協議会を設置し、学校と地域住⺠と
が⼀体となって特色ある学校づくりを推進する。
確かな学⼒向上に向けた取り組みを効果的なものとするため、学⼒の実態
や課題を捉え、授業の⼯夫改善を図る。
児童⽣徒の体⼒・運動能⼒の状況や課題を把握し、学校における体育・児童⽣徒の体⼒ 運動能⼒の状況や課題を把握し、学校における体育
健康に関する指導の改善に活用する。
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。
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。
学習規律の確⽴と学習意欲の向上を目的に、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。
学校図書室の運営改善や向上 利用促進のため 学校図書館司書を配学校図書室の運営改善や向上、利用促進のため、学校図書館司書を配
置する。
児童・⽣徒用パソコン・タブレット・デジタル教科書等の活用により、確かな学
⼒を効果的に育成する。平成31年度は小学校のパソコンを更新。
専門的な技術と体⼒向上を目的に外部指導員を配置する 平成29年度専門的な技術と体⼒向上を目的に外部指導員を配置する。平成29年度
の補正予算により導⼊。
『防災「いなみっ⼦」未来プロジェクト』として、学校、いなみこども園等におい
て、防災教育を推進する。平成31年度は緊急地震速報を更新・増設。

通学路の安全対策として、標識等の設置を⾏う。

外国語指導助⼿を任用し、外国教育の充実及び国際交流の推進を図る。

印南町教育研究会の活動を支援する。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

－ 親と教師の連携事業 70 教育課

学校施設維持管理事業 教育課－ 学校施設維持管理事業 24,539 教育課

継続 小中学校空調設備維持管理事業 3,122 教育課

学校プ 管理事業 教育－ 学校プール管理事業 253 教育課

－ 小中学校遠距離通学スクールバス運⾏事業 13,116 教育課

小中学校校外活動等 バ 運⾏事業 教育－ 小中学校校外活動等スクールバス運⾏事業 3,200 教育課

－ 特色ある学校づくり実践研究事業 4,256 教育課

管 事 教育－ 芝⽣運動場管理事業 300 教育課

拡充 紀の国緑育推進事業 668 教育課

－ 教育支援委員会事務事業 45 教育課

－ 特別支援教育就学奨励事業 292 教育課

－ 通級指導教室運営事業 79 教育課

継続 食育推進及び学校給食調理事業（自
校⽅式） 39,150 教育課

改善 各種学校運営補助事業 2,708 教育課

主な事業内容主な事業内容

⼦どもたちの健全な成⻑を図るため、印南町ＰＴＡ連絡協議会の活動を
支援する。

安全 充実 た学校運営が⾏ 学校施設 適切 維持管理を⾏安全で充実した学校運営が⾏えるよう学校施設の適切な維持管理を⾏う。

小中学校に整備された空調設備の適切な維持管理を⾏う。

学校プ 児童が衛⽣的 安全 使 き 管理を⾏学校プールにおいて児童が衛⽣的で安全に使用できるよう管理を⾏う。

遠距離通学による児童⽣徒の負担軽減を図るため、安全で適切なスクー
ルバス運⾏を⾏う。

校外学 活動 推進 校外移動 バ 運⾏校外学習活動の推進を図るため、校外移動にスクールバスを運⾏する。

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
意⼯夫に富んだ学校づくりを⾏う。
屋外運動場の利用の増加による体⼒向上 保護者や地域住⺠の協同の屋外運動場の利用の増加による体⼒向上、保護者や地域住⺠の協同の
取組による学校とのつながり強化を図る。
森林の⽣態や自然体験学習を通して、環境保全を再認識する。清流中・
切目中に加えて、平成31年度からは切目小でも実施。
児童・⽣徒の適切な就学を図るため 教育支援委員会により指導・助⾔を児童 ⽣徒の適切な就学を図るため、教育支援委員会により指導 助⾔を
⾏う。
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。

児童が抱える課題に対し、通級指導教室により特別な指導を⾏う。

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年度以降、調理員の処遇改善を実施。
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③ 社会教育の充実
区分 事業名 予算額 担当課

－ 社会教育委員事務事業 360 教育課

－ 成⼈式及び二十歳の集い実施事業 922 教育課

－ 市⺠教養講座運営委員会負担⾦ 200 教育課

拡充 社会教育施設維持管理事業 7,708 教育課

－ 社会教育・体育施設貸館事業 981 教育課

－ 読書のまちづくり推進事業 5,698 教育課

－ 公⺠館本館活動事業 763 教育課

－ 公⺠館分館活動事業 2,106 教育課

－ ⼦どもセーフティガード事業 88 教育課

－ 教育相談事業 664 教育課

－ 印南町⻘少年健全育成事業 616 教育課

－ ⻘少年非⾏防⽌事業 2,645 教育課

主な事業内容

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
事務を⾏う。
新成⼈の新たな門出を祝うとともに、互いの成⻑や将来について語り交流を
深め、成⼈としての自覚を高める。

御坊市⺠文化会館で開催される市⺠教養講座運営委員会の負担⾦。

印南町公⺠館及び真妻社会教育施設の適切な維持管理を⾏う。平成
31年度は公⺠館の非常用発電の機能強化等を実施。
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
の貸館を⾏う。
「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。

コンサート等季節感を楽しむ機会や交流等を図る。

地域の自主的な公⺠館活動として、町内５地区において公⺠館分館事
業を実施する。
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、
安全管理に関する取り組みを⾏う。
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町⺠会議への補助⾦ 及び日高地⽅⻘少年育印南町⻘少年健全育成町⺠会議への補助⾦、及び日高地⽅⻘少年育
成県⺠運動推進連絡協議会の負担⾦。
⻘少年補導センターの負担⾦、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

－ 印南町文化サークルの会補助事業 120 教育課

－ 印南町歴史文化研究会補助事業 700 教育課

拡充 文化財保護事業 423 教育課

⑤ ⼈権の尊重
区分 事業名 予算額 担当課

－ ⼈権啓発事業 697 教育課

－ ⼈権教育総合推進事業 120 教育課

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

拡充 社会体育施設維持管理事業 10,539 教育課

－ 和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走
⼤会出場事業 857 教育課

－ スポーツ振興事業 450 教育課

－ 少年スポーツ振興事業 260 教育課

主な事業内容

印南町文化協会文化活動連絡会の活動を支援する。

印南町歴史文化研究会の活動を支援する。

印南町の文化財について 保存及び活用のため必要な事業を⾏い 町⺠印南町の文化財について、保存及び活用のため必要な事業を⾏い、町⺠
の文化向上に資する。

主な事業内容

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・配布により啓発を⾏う。
⼈権問題についての理解と認識を深め 問題解決を図るため 小学校の保⼈権問題についての理解と認識を深め、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。

主な事業内容

町⽴運動場・体育センター等の社会体育施設の適切な維持管理を⾏う。
平成31年度は若もの広場看板、稲原⻄運動場フェンス等の修繕を実施。

ポ印南町のスポーツ振興と⻘少年の健全育成、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。
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
協会を支援する。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

改善 各種スポーツ⼤会委託事業 440 教育課

増額 運営事業 教育課増額 マラソン運営事業 700 教育課

改善 町⺠プール遊⽔館開館事業 6,308 教育課

ポ 推進委 事務事業 教育－ スポーツ推進委員事務事業 286 教育課

－ 印南町スポーツ賞表彰事業 263 教育課

⑦ 男⼥共同参画社会の推進⑦ 男⼥共同参画社会の推進
区分 事業名 予算額 担当課

改正 認定こども園運営支援事業（再掲） 98,501 教育課

－ 認定こども園延⻑保育委託事業（再掲） 276 教育課

－ 認定こども園⼀時預かり委託事業（再掲） 1,583 教育課

増額 広域保育園園児委託事業（再掲） 4,121 教育課

放課後児童健全育成事業（学童クラ－ 放課後児童健全育成事業（学童クラ
ブ）（再掲） 8,671 教育課

※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

主な事業内容主な事業内容

印南町体育協会・印南町スポーツ少年団への委託により、各種スポーツ⼤
会を開催する。
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、健康の維持増進とランニングスポ 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。
町⺠の⽔泳技術の向上と、健康の保持・増進のため、夏期に町⺠プールを
開館する。平成30年度以降、用地の借地料を段階的に縮減。
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スポ ツ基本法に基づいて設置された印南町スポ ツ推進委員の活動に関
する事務を⾏う。
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。

主な事業内容

認定こども園が円滑に機能し 保護者の幼児教育に関するニーズにきめ細認定こども園が円滑に機能し、保護者の幼児教育に関するニ ズにきめ細
かく対応できるよう支援する。
⻑時間保育児の時間外保育（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。
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短時間保育児の時間外保育（ 時預かり）により、保護者の保育ニ ズ
にきめ細かく対応する。
町外の保育施設へ保育委託を⾏うことにより、保護者の保育ニーズにきめ
細かく対応する。
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。

しているものもあります。
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３．豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷
① 交通 情報通信体系の整備
区分 事業名 予算額 担当課

企画

① 交通・情報通信体系の整備

改善 コミバス運⾏委託事業 1,858 企画
政策課

－ 地⽅バス路線維持対策事業（⽣活交
通対策事業） 4,400 企画

政策課

－ 国道425号改良促進協議会補助事業 200 建設課

－ 橋梁⻑寿命化修繕事業 70,000 建設課

－ 道路維持補修事業 22,500 建設課

－ 避難道整備補修事業 2,000 建設課

－ 橋梁定期点検事業 15,000 建設課

新規 トンネル修繕事業 1,500 建設課

－ 町道草刈・美化活動等支援事業 2,500 建設課

増額 道路新設改良事業 287,000 建設課

－ 道路新設改良事業（辺地対策） 48,000 建設課

増額 町道稲原道成寺1号線改良事業（防
災安全交付⾦） 98,000 建設課

継続 沿道法⾯対策事業（防災安全交付⾦） 2,100 建設課

郷 〜まちの創生として〜

主な事業内容

交通弱者の移動⼿段の確保のためコミュニティバスの運⾏委託を⾏う 平交通弱者の移動⼿段の確保のためコミュニティバスの運⾏委託を⾏う。平
成31年度から切目川コースを減便。
不採算路線である御坊南海バス日裏線について、事業者を補助することに
より路線の維持・確保を⾏う。

国道425号改良促進協議会の活動について、補助⾦を交付する。

効率的・効果的な橋梁の維持管理のため、『印南町橋梁⻑寿命化修繕
計画』に基づき、予防的に⻑寿命化を⾏う。

急きょ必要が⽣じた町道の維持補修を⾏う。

災害時に避難道として使用される⽣活道路等の整備補修を⾏う。

切 維持管 傷 有無 握橋梁の適切な維持管理のため、損傷や劣化の有無・状況を把握するため
に点検及び⼯事を⾏う。
トンネルの適切な維持管理のため、損傷や劣化の有無・状況を把握するた
めに点検を⾏う。町内では古屋トンネルが対象となる。

地域で実施される草刈・美化活動に対して、助成⾦を交付する。

町道の新設及び改良事業を実施する。平成31年度については、継続5件
の事業を実施する。
辺地対策事業として、町道の新設及び改良事業を実施する。平成31年
度については、継続2件事業を実施する。

防災安全対策として、町道稲原道成寺1号線の改良事業を⾏う。

町道等の安全対策として、崩落の危険性がある沿道の法⾯の保護⼯を実
施する。平成31年度は町道柳畑⽩河線で実施。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

増額 林道本川⻄神ノ川線整備事業 40,000 建設課

増額 林道野 古川 線整備事業 建設課増額 林道野々古川⼜線整備事業 40,000 建設課

－ デジタルテレビ中継局維持管理事業 2,312 総務課

拡充 公衆無線 環境整備事業 総務拡充 公衆無線LAN環境整備事業 5,792 総務課

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

－ 公共施設維持管理事業 30,659 総務課

－ 町有地管理事業 1,100 総務課

－ 印南町集会所等⻑寿命化改修促進事業 12,000 総務課

継続 地籍調査事業 182,713 建設課

－ 新規事業調査事業 3,000 企画
政策課

－ 町営住宅維持管理事業 8,744 建設課

継続 上道改良住宅建替事業 129,942 建設課

－ 切目川ダム管理負担⾦ 600 ⽣活
環境課

主な事業内容主な事業内容

⻄神ノ川と日高川町三佐を結ぶ林道本川⻄神ノ川線の整備を⾏う。

川 と 高川町熊野川を結ぶ林道野 古川 線 整備を⾏川⼜と日高川町熊野川を結ぶ林道野々古川⼜線の整備を⾏う。

町内沿岸部を中心に、地上デジタルテレビ放送の中継を⾏う印南町デジタ
ルテレビ放送中継局施設の維持管理を⾏う。
役場本庁舎や公⺠館において、来庁者がインターネット接続ができるよう公役場本庁舎や公⺠館において、来庁者がインタ ネット接続ができるよう公
衆無線LAN環境を整備する。平成31年度は避難所に拡充整備。

主な事業内容

庁舎、避難センター、小公園、公衆トイレ、その他公共施設の適切な維持
管理を⾏う。

普通財産として町有地の適切な管理を⾏う。

各区の集会所等の⻑寿命化を図るため、区が実施する改修事業に対して
補助⾦を交付する。
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。
住宅・宅地整備等の基本計画を進め、必要な事務事業について調査・研
究する。

町内に所在する町営住宅の維持管理を⾏う。

昭和47年から51年頃に建設され、⽼朽化が進んでいる上道改良住宅の
建て替えを⾏う。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

－ 印南町⽔道事業 345,779 ⽣活
環境課

新規 印南浄⽔場非常用発電機整備事業 ⽣活新規 印南浄⽔場非常用発電機整備事業 2,198 ⽣活
環境課

－ 公営企業会計制度支援業務委託事業 1,430 ⽣活
環境課

滝 専 ⽔道事業（特別会計） ⽣活－ 滝ノ岡専用⽔道事業（特別会計） 10,691 ⽣活
環境課

－ 浄化槽事業補助⾦ 14,540 ⽣活
環境課

拡充 農業集落排⽔事業（特別会計） ⽣活拡充 農業集落排⽔事業（特別会計） 167,401 ⽣活
環境課

継続 農業集落排⽔施設機能強化事業 80,270 ⽣活
環境課

ご 集積施 事 ⽣活－ ごみ集積施設設置整備事業 200 ⽣活
環境課

改善 資源ゴミ回収奨励事業 1,000 ⽣活
環境課

び ⽣活－ 斎場運営及び維持管理事業 4,548 ⽣活
環境課

新規 斎場非常用発電機整備事業 7,500 ⽣活
環境課
⽣活－ 御坊クリーンセンター運営費負担⾦ 31,443 ⽣活
環境課

増額 御坊広域清掃センター運営費負担⾦ 112,821 ⽣活
環境課
企画新規 印南町未来投資事業 7,000 企画
政策課

主な事業内容主な事業内容

⽣活用⽔その他の浄⽔を町⺠に供給する。

⻑期停電対策として、印南浄⽔場非常用発電機の整備に向けて、調査⻑期停電対策として、印南浄⽔場非常用発電機の整備に向けて、調査
設計を実施する。
⽔道事業会計について、公営企業会計として会計業務支援業務を委託
する。

滝 地域 部 紀 郷 別荘地 給⽔を⾏滝ノ岡地域の⼀部と、紀の郷の別荘地に給⽔を⾏う。

家庭のし尿や⽣活排⽔による⽔質汚濁を防⽌するため、合併処理浄化槽
の設置費用の補助を⾏う。
山⼝・古井・共栄地区の農業集落排⽔施設の適切な運営及び維持管理山⼝ 古井 共栄地区の農業集落排⽔施設の適切な運営及び維持管理
を⾏う。平成31年度は非常用発電機の整備を⾏う。

農業集落排⽔施設の機能強化として、膜分離装置等の更新を⾏う。

衆 保 的 ゴ 集積施 助公衆衛⽣の保全と環境美化を目的に、ゴミ集積施設の設置に助成を⾏う。

資源ゴミのリサイクル活動の活発化と、ゴミ減量化の推進を図るため、資源
ゴミ回収の取り組みを⾏う者に奨励費を交付する。

び印南町斎場の運営及び適切な維持管理を⾏う。

斎場の⻑期停電対策として、非常用発電機を整備する。

御坊広域⾏政事務組合が運営する御坊クリーンセンターの負担⾦。

御坊広域⾏政事務組合が運営する御坊広域清掃センターの負担⾦。平
成31年度は浄⽔施設更新等により増額。
若者定住 そして『住んでよかった印南町』を目指し 未来へ向けての投資若者定住、そして『住んでよかった印南町』を目指し、未来へ向けての投資
を⾏う。平成31年度は宅地化を⾒込み、配⽔管を敷設。

40



区分 事業名 予算額 担当課

③ 安全に暮らせる生活環境の整備

－ 印南町消防団活動事務事業 37,579 総務課

拡充 消防資機材等整備事業 2,719 総務課

－ 消防⾞両維持管理事業 1,909 総務課

拡充 消防⽔利施設等維持管理事業 2,542 総務課

－ 日高広域消防事務組合負担⾦ 148,207 総務課

－ 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担⾦ 702 総務課

－ 災害・緊急時等対応事業 5,524 総務課

拡充 防災用資機材整備事業 2,400 総務課

新規 防災ネットワークカメラ整備事業 6,435 総務課

－ 防災ネットワークカメラ維持管理事業 471 総務課

拡充 公衆無線LAN環境整備事業（再掲） 5,792 総務課

拡充 緊急地震速報受信システム整備事業 3,001 教育課

－ モバイル伝送装置管理運用事業 220 総務課

主な事業内容

消防組織法に基づき設置された印南町消防団の活動に関する事務を⾏う。

印南町消防団の活動に要する資機材等の整備を⾏う。平成31年度は
チェーンソー・AEDを整備。

消防団活動に資するため、消防⾞両の適切な維持管理を⾏う。

消防⽔利施設等の適切な維持管理を⾏う。平成31年度は町道殿平農
免線へ消⽕栓の新設を⾏う（予算は別計上）。

日高広域消防事務組合の負担⾦。平成31年度は本署救急⾞等を整備。

県防災ヘリコプター運航連絡協議会の負担⾦。

災害発⽣時や警報発令時、その他緊急時の対策本部を中心とした対応。

各種災害の発⽣に備えた防災用資機材・救護資機材の整備を⾏う。

未設置地域を対象に、防災ネットワークカメラの追加整備を⾏う。

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を⾏う。
役場本庁舎や公⺠館において 来庁者がインタ ネット接続ができるよう公役場本庁舎や公⺠館において、来庁者がインターネット接続ができるよう公
衆無線LAN環境を整備する。平成31年度は避難所に拡充整備。
実践的安全教育総合支援事業の緊急地震速報整備のなかで、平成31年
度は社会福祉協議会・いなみっ⼦交流センター・いなみこども園に追加整備。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

拡充 防災⾏政無線局管理運用事業 9,998 総務課

拡充 防災⾏政無線機能強化事業 総務課拡充 防災⾏政無線機能強化事業 4,280 総務課

拡充 各種防災情報システム管理運用事業 3,979 総務課

拡充 避難誘導灯設 事業 総務拡充 ソーラー避難誘導灯設置事業 9,154 総務課

拡充 蓄電池式避難誘導灯整備事業 5,059 総務課

住宅耐 化促進事業 総務－ 住宅耐震化促進事業 5,135 総務課

－ 耐震ベッド・耐震シェルター設置⼯事補助
⾦ 532 総務課

家庭 促進事 総務－ 家庭における防災⼒向上促進事業 920 総務課

拡充 ブロック塀等耐震対策促進事業 3,000 総務課

－ 自主防災組織育成支援事業 4,660 総務課

－ ドローン活用研究事業 163 総務課

拡充 いなみ防災広場整備事業 2,000 建設課

－ 避難道整備補修事業（再掲） 2,000 建設課

拡充 避難路整備事業 8,000 建設課

主な事業内容主な事業内容

災害時の情報伝達⼿段として、防災⾏政無線局の整備及び管理運用を
⾏う。平成31年度は個別受信機の追加購⼊を⾏う。

垣内 島 再送信局 非常用電源 機能強化を実施田ノ垣内・島田再送信局の非常用電源の機能強化を実施。

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ステ
ムの管理運用を⾏う。平成31年度は衛星携帯電話の外部アンテナを追加整備。
災害発⽣時に迅速な避難を⾏えるようするため、ソーラー避難誘導灯を設災害発⽣時に迅速な避難を⾏えるようするため、ソ ラ 避難誘導灯を設
置する。平成31年度は7基設置予定。
蓄電池式避難誘導灯の設置を進める。平成31年度は20基の新設を⾏う
とともに、既設50基のバッテリー強化を⾏う。
南海トラフ地震等の⼤規模地震に備えて 個⼈住宅の耐震診断・改修等南海トラフ地震等の⼤規模地震に備えて、個⼈住宅の耐震診断 改修等
に補助を⾏う。
平成12年以前に建築された⽊造住宅で、⼀定の基準以下の住宅への耐
震ベッド・シェルター設置⼯事に補助⾦を交付する。
家庭の身近な減災対策として 家具の固定 感震ブレーカーの設置等に補家庭の身近な減災対策として、家具の固定、感震ブレ カ の設置等に補
助を⾏う。
地震発⽣時のブロック塀等の倒壊による被害の軽減、避難路の寸断を防ぐ
ことを目的に、撤去・改善・補強⼯事等に対し補助⾦を交付する。
住⺠の自主的な防災意識の向上を図り 地域が⼀体となった自主防災体住⺠の自主的な防災意識の向上を図り、地域が 体となった自主防災体
制の強化を図る。

防災や災害時におけるドローン活用について、研究を⾏う。

いなみ防災広場の整備に向けて、用地の追加取得を⾏う。

災害時に避難道として使用される⽣活道路等の整備補修を⾏う。

浜研修所前の避難路の整備を⾏う。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

継続 沿道法⾯対策事業（再掲） 2,100 建設課

増額 町道稲原道成寺1号線改良事業（再掲） 98,000 建設課

－ 印南町交通指導員事務事業 1,429 総務課

改善 印南町交通安全協会分会連絡協議会事業 100 総務課

－ 公用⾞安全運⾏及び維持管理事業 6,385 総務課

増額 防犯灯整備及び維持管理事業 8,069 総務課

－ ⾒守りカメラ維持管理事業 240 総務課

務－ 町道交通安全施設整備事業 2,216 総務課
建設課

－ 切目川下流域河川改修促進協議会事業 200 建設課

新規 切目海岸保全施設整備事業 17,000 建設課

－ 森林病害虫等防除対策事業 2,028 産業課

－ 日高地域消費⽣活相談窓⼝設置事業 696 住⺠
福祉課

※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

主な事業内容主な事業内容

町道等の安全対策として、崩落の危険性がある沿道の法⾯の保護⼯を実
施する。平成31年度は町道柳畑⽩河線で実施。

防災安全対策として、町道稲原道成寺1号線の改良事業を⾏う。

道路交通の秩序及び安全を保持するために設置された印南町交通指導
員の活動に関する事務を⾏う。
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 平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。平
成31年度は補助⾦の交付額を⾒直し。

公用⾞の安全運⾏に関する指導、及び公用⾞の適切な維持管理を⾏う。

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
理を⾏う。

防犯対策や交通安全のため、⾒守りカメラの設置及び維持管理を⾏う。

ガ バ ポ ブ ど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、
⽼朽施設の更新や新設整備を⾏う。

切目川下流域河川改修促進協議会の活動を支援する。

切目海岸の越波防⽌柵の整備に向けて測量設計を実施する。

田尻防潮林と島田防潮林の松くい虫等の防除・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。

消費⽣活相談窓⼝を日高地域の市町共同で設置する。

しているものもあります。
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４．地域産業が輝き豊かな交流の郷 〜しごとの
① 農林⽔産業の振興

区分 事業名 予算額 担当課

① 農林⽔産業の振興

－ 農業用施設整備事業補助⾦ 3,000 建設課

－ 小規模⼟地改良事業作業委託 10,000 建設課

増額 ため池等整備事業負担⾦（⻲尾池） 3,429 建設課

－ 農業委員会事務事業 3,739 産業課

拡充 野菜花き産地強化支援事業 24,572 産業課

新規 病害虫防除事業補助⾦ 1,000 産業課

－ 中山間地域等直接支払交付⾦事業 15,877 産業課

－ ⿃獣被害防⽌対策事業（実施隊） 540 産業課

増額 防護柵等設置支援事業 3,241 産業課

－ 有害⿃獣捕獲報奨⾦事業 14,037 産業課

－ 印南町⿃獣被害防⽌対策協議会事業 1,000 産業課

－ 狩猟免許取得助成事業 328 産業課

－ 多⾯的機能支払交付⾦事業 9,501 産業課

の創生として〜

主な事業内容

農業用施設の改良 改修 維持修繕 小規模災害の復旧等の自主的な農業用施設の改良、改修、維持修繕、小規模災害の復旧等の自主的な
事業の経費について、支援を⾏う。
地域住⺠型直営施⼯として、農道や農業用排⽔路等の簡易な整備を委
託する。
災害予防・減災のための基盤づくりとして 県が実施する⻲尾池整備事業災害予防・減災のための基盤づくりとして、県が実施する⻲尾池整備事業
の負担⾦（事業費の5％）。
農地等の利用関係の調整、農地の交換分合等、農業委員会の職務に係
る事務を⾏う。
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
備等に要する経費の助成を⾏う。

スイカ栽培の病害虫対策として、フェロモン剤設置事業へ助成を⾏う。

⽣産条件の不利な中山間地域において 集落等を単位とした農用地の維⽣産条件の不利な中山間地域において、集落等を単位とした農用地の維
持管理等の取り組みに⼀定額を交付する。
⿃獣被害防⽌対策として、町⻑が委嘱した銃猟免許所持者により町内で
⼀⻫捕獲を実施する。

⿃獣被害防⽌対策として、防護柵設置事業を支援する。

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
法に応じた報奨⾦を支給する。

印南町⿃獣被害防⽌対策協議会の活動を支援する。

狩猟免許取得に対して、助成を⾏う。

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
域資源の適切な保全管理活動等に交付⾦を支給する。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

－ 印南町農業士会補助事業 200 産業課

増額 印南町 ク ブ補助事業 産業課増額 印南町４Hクラブ補助事業 200 産業課

－ 経営所得安定対策事業 450 産業課

改善 高川畑 負担⾦ 産業改善 日高川畑かん負担⾦ 3,205 産業課

－ 名田畑かん負担⾦ 2,555 産業課

応援寄附⾦事業 企画－ ふるさと応援寄附⾦事業 794 企画
政策課

増額 林道本川⻄神ノ川線整備事業（再掲） 40,000 建設課

増 道 線 事 （ ）増額 林道野々古川⼜線整備事業（再掲） 40,000 建設課

新規 森林経営管理意向調査実施事業 1,000 産業課

拡充 「山の恵み」活用事業 820 産業課

－ 千両施設整備緊急対策事業 1,000 産業課

－ 間伐推進強化対策事業 600 産業課

－ 森林整備地域活動支援交付⾦事業補
助⾦ 3,000 産業課

－ 林業担い⼿社会保障制度充実対策事業 942 産業課

主な事業内容主な事業内容

町内の農業士で組織された印南町農業士会を支援する。

町内 若⼿農業後継者 組織された印南町 ク ブを支援す町内の若⼿農業後継者で組織された印南町４Hクラブを支援する。

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
協議会へ助成を⾏う。
日高川畑地かんがい用⽔の利用に係る負担⾦。歳⼊：他目的用⽔使用日高川畑地かんがい用⽔の利用に係る負担⾦。歳⼊：他目的用⽔使用
料及び関係事務を⽔道事業会計に移管。

名田畑地かんがい用⽔の利用に係る負担⾦。パイプライン更新分。

印南町のまちづくりへの賛同者に寄附⾦を募る。寄附者へは特産品を贈呈印南町のまちづくりへの賛同者に寄附⾦を募る。寄附者へは特産品を贈呈
する。
⻄神ノ川と日高川町三佐を結ぶ林道本川⻄神ノ川線の法⾯保護⼯事を
⾏う。

高 熊 結ぶ 道 線 保 事川⼜と日高川町熊野川を結ぶ林道野々古川⼜線の法⾯保護⼯事を⾏う。

平成31年度から交付される森林環境譲与税の充当事業の調査を実施。

山村資源を活用した地域産業の振興等を図るため 山村地域の「山の恵山村資源を活用した地域産業の振興等を図るため、山村地域の「山の恵
み」活用事業に助成を⾏う。平成31年度は補助率を拡充。
印南町の花である千両の栽培効率の向上と、高品質安定⽣産を図るため、
栽培施設の補修に対し助成を⾏う。
健全な森林育成及び良質材⽣産を目的に 期中森林組合が実施する除健全な森林育成及び良質材⽣産を目的に、期中森林組合が実施する除
間伐施業について、助成を⾏う。
紀中森林組合が実施する森林経営計画策定事業と作業道整備事業に
助成を⾏う。

林道労働者の社会保障充実のため、紀中森林組合を支援する。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

増額 漁港施設維持管理事業 5,000 建設課

新規 印南漁港施設機能保全事業 建設課新規 印南漁港施設機能保全事業 32,000 建設課

－ 漁業後継者対策事業 160 産業課

幼稚 放流事業（ ビ） 産業－ 幼稚⾙放流事業（アワビ） 330 産業課

－ 切目川漁業協同組合補助⾦事業 400 産業課

印南 漁業振興対策協議会補助⾦事業 産業－ 印南町漁業振興対策協議会補助⾦事業 1,000 産業課

－ 磯根漁場再⽣事業 600 産業課

改善 漁 策事 助 事 産改善 漁業振興対策事業補助⾦事業 7,450 産業課

拡充 いなみかえるの宿補助事業 760 産業課

区分 事業名 予算額 担当課

② 商工業の振興

－ 商⼯会組織支援事業 5,500 産業課

改善 シルバー⼈材センター支援事業 2,350 産業課
企画政策課

主な事業内容主な事業内容

漁業の振興のため漁港施設の適切な維持管理を⾏う。平成31年度は島
田漁港侵⼊路の改修を⾏う。

印南漁港 機能保全 た 泊地浚渫 事を⾏印南漁港の機能保全のため、泊地浚渫⼯事を⾏う。

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
の稚⿂放流や清掃活動等への支援を⾏う。

ビ 安定⽣産 向 た稚 放流 効 査を支援すアワビの安定⽣産に向けた稚⾙の放流と効果調査を支援する。

切目川流域における⽔産資源の保護や、漁業の⽣産性向上等を目的とし
た切目川漁業協同組合を支援する。
⽔産物の消費宣伝や稚⿂の放流等の活動を⾏う印南町漁業振興対策⽔産物の消費宣伝や稚⿂の放流等の活動を⾏う印南町漁業振興対策
協議会を支援する。
藻場の移植、造成及び育成を図ることにより、沿岸域での良漁場を再⽣す
るとともに、根付資源の回復を図る。
漁業振興対策として 稚⿂マダイ放流・稚⾙トコブシ放流・漁船保険料補漁業振興対策として、稚⿂マダイ放流 稚⾙トコブシ放流 漁船保険料補
填・磯場維持・燃油補填等の事業を支援する。
町内での農林業家⺠泊を推進する「いなみかえるの宿」へ補助⾦を交付す
る。平成31年度はパンフレット増刷を⾏う。

主な事業内容

印南町商⼯会組織の強化と経営支援の充実を図るための支援を⾏う。

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
センターを支援する。
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③ 観光の振興
区分 事業名 予算額 担当課

③ 観光の振興

－ 印南町活性化イベント事業 2,500 産業課

－ ゴルフの町ＰＲ事業 1,000 産業課

拡充 日高広域観光振興協議会負担⾦ 200 産業課

拡充 印南駅舎屋根改修事業 5,000 産業課

企画新規 切目駅リノベーション事業 15,956 企画
政策課

－ 観光案内パンフレット増刷事業 246 産業課

－ 観光施設等維持補修事業 300 産業課

－ 印南町の観光資源保存と活用事業 150 産業課

※主要事業の紹介ペ ジでは 上記 覧の事業をまとめて紹介し※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

主な事業内容

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。
印南町のＰＲ・交流と印南町内の３ゴルフ場の活性化を目的に、印南町
かえる杯（ゴルフコンペ）を開催する。
ねんリンピックの開催に向けて 日高地⽅のPRのためパンフレット・ホームペーねんリンピックの開催に向けて、日高地⽅のPRのためパンフレット・ホームペー
ジ作成等を⾏う。
災害とに備えるため、駅舎屋根部分の全⾯改修を⾏う。事業主体はJR⻄
日本。
無⼈駅となる切目駅を 地域住⺠の憩いの場や観光客の休憩所など 地無⼈駅となる切目駅を、地域住⺠の憩いの場や観光客の休憩所など、地
域の拠点として活用するため改修を⾏う。

既存の観光案内パンフレット類の増刷を⾏う。

既設の観光案内看板等の補修を⾏う。

印南町の地域づくり・町づくりを考え、交流⼈⼝の増加につながる活動を⾏
う印南町観光協会を支援する。

しているものもありますしているものもあります。
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５．ともに築く協働・協創の郷 〜まちの創生とし
① 住⺠参加によるまちづくり

区分 事業名 予算額 担当課

企画

① 住⺠参加によるまちづくり

新規 ⻑期総合計画策定事業 1,800 企画
政策課

－ 印南町区⻑連絡協議会支援事業 3,652 企画
政策課
企画改善 文書配布事業 1,647 企画
政策課

－ コミュニティ助成事業 2,500 企画
政策課

改選 印南町⻑選挙実施事業 7,316 総務課

改選 和歌山県議会議員⼀般選挙・参議院議
員通常選挙委託事業 13,480 総務課

② 時代 あ た⾏財政運営② 時代にあった⾏財政運営
区分 事業名 予算額 担当課

－ ⼈事管理事務事業 283 総務課

－ 職員研修推進事業 1,010 総務課

改善 ⼈事評価事業 1,354 総務課

改善 職員「働き⽅改⾰」推進事業 881 総務課

継続 新制度対応支援業務委託事業 6,408 総務課

して〜

主な事業内容

印南町のまちづくりの総合的かつ計画的な指針として 次期⻑期総合計画印南町のまちづくりの総合的かつ計画的な指針として、次期⻑期総合計画
の策定事業を平成31年度と同32年度の2ヵ年で実施する。
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
祉の増進や⺠⽣の安定に寄与する。
町内全⼾を対象として 町広報誌や町広告紙等の配布を⾏う 平成31町内全⼾を対象として、町広報誌や町広告紙等の配布を⾏う。平成31
年度は配布経費を節減。
地域の集会所や祭礼用具の修繕について、宝くじ助成⾦を活用してコミュニ
ティ助成事業を⾏う。

任期満了に伴う印南町⻑選挙が平成32年2月に実施予定。

平成31年4月執⾏予定の和歌山県議会議員⼀般選挙、及び平成31年
7月執⾏予定の参議院議員⼀般選挙の投開票事務を⾏う。

課 主な事業内容

職員定数の適正管理や、新規職員採用事務等を⾏う。

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。

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。

健康診断やストレスチェック、その他取組により、職員の「働き⽅改⾰」を推
進する。
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区分 事業名 予算額 担当課区分 事業名 予算額 担当課

－ ⼦育てワンストップサービス管理運用事業 524 総務課

改善 各種法制事務事業 総務課改善 各種法制事務事業 3,167 総務課

③ 健全な⾏財政運営
区分 事業名 予算額 担当課

－ 物品等⼀括購⼊推進事業 2,650 総務課

企画－ ふるさと応援寄附⾦事業（再掲） 794 企画
政策課

改善 新地⽅公会計整備促進事業 2,257 総務課

－ 公共施設等適正管理事業 1,777 総務課

－ 公有物品払下活用事業 33 総務課

継続 固定資産評価更新事業 20,230 税務課

新規 地⽅税共通納税システム導⼊事業 3,999 税務課

－ 監査委員事務事業 393 総務課

主な事業内容主な事業内容

⼦育てワンストップサービスの適切な管理運用を⾏う。

町例規集・各種法令集・関連データベース等の更新・管理、各種法制支町例規集 各種法令集 関連デ タベ ス等の更新 管理、各種法制支
援業務委託等を⾏う。

課 主な事業内容

会計事務の効率化や経費節減を図るため、物品等の⼀括購⼊を推進す
る。
印南町のまちづくりへの賛同者に寄附⾦を募り 寄附者へは特産品を贈呈印南町のまちづくりへの賛同者に寄附⾦を募り、寄附者へは特産品を贈呈
する。
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。
「公共施設等総合管理計画」に基づいて 公共施設の適正管理を推進す「公共施設等総合管理計画」に基づいて、公共施設の適正管理を推進す
る。

公有財産売却システムにより、公有物品の有効活用を⾏う。

平成33年度の固定資産の評価替えに向けて、再評価業務を⾏う。

平成31年度10月稼働予定の地⽅税共通納税システムの導⼊を⾏う。

各種監査業務に係る監査委員の職務についての事務を⾏う。
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④ 情報化社会 の対応
区分 事業名 予算額 担当課

④ 情報化社会への対応

－ 自治体クラウドシステム共同利用事業 37,391 総務課

－ 各種電⼦計算システム維持管理事業 26,888 総務課

企画－ 広報公聴推進事業 3,475 企画
政策課

増額 各種統計調査事務事業 3,917 企画
政策課

⑤ 広域⾏政施策の連携・効率化
区分 事業名 予算額 担当課

企画－ 広域圏組合総括管理費分担⾦事業 13,501 企画
政策課

－ 御坊クリーンセンター運営費負担⾦（再掲） 31,443 ⽣活
環境課
⽣活増額 御坊広域清掃センター運営費負担⾦（再掲） 112,821 ⽣活
環境課

－ 日高広域消防事務組合負担⾦（再掲） 148,207 総務課

住⺠増額 病院経営事務組合負担⾦（再掲） 129,982 住⺠
福祉課

減額 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合（再掲） 5,467 住⺠
福祉課

主 事業 紹 覧 事業 紹※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

主な事業内容

クラウド技術により 情報システムの集約や他町との共同利用を⾏うことにクラウド技術により、情報システムの集約や他町との共同利用を⾏うことに
よって、経費節減や住⺠サービスの向上を図る。
各種電算システムを整備・運用することにより、業務の合理化・効率化、情
報の共有化を図る。
広報紙やホームページを通して 町政情報を発信するとともに よりよいまち広報紙やホ ムペ ジを通して、町政情報を発信するとともに、よりよいまち
づくりのために町政への意⾒を聴収する。
国・県から委託された各種統計調査事務を⾏う。平成31年度は、農林業
センサス・全国家計構造調査等を実施。

課 主な事業内容

御坊広域⾏政事務組合総括管理費の分担⾦。

御坊広域⾏政事務組合が運営する御坊クリーンセンターの負担⾦。

御坊広域⾏政事務組合が運営する御坊広域清掃センタ の負担⾦ 平御坊広域⾏政事務組合が運営する御坊広域清掃センターの負担⾦。平
成31年度は浄⽔施設更新等により増額。

日高広域消防事務組合の負担⾦。平成31年度は本署救急⾞等を整備。

国保日高総合病院の経営事務組合の負担⾦ 平成31年度から 地⽅国保日高総合病院の経営事務組合の負担⾦。平成31年度から、地⽅
交付税分も当初予算計上。
御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合の負担⾦。施設整備の終了により、負
担⾦が減額。
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