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予算の規模予算編成の基本方針

印南町      記念   『合併６０周年』、また重要課題のひとつである「強靭で安全・
安⼼を実感できるまちづくり」としての『新庁舎移転』が完了  新  拠点         ⼤ 
 節目 年 迎    
このような状況下において、引き続き『安定的かつ強固な財政基盤』 確⽴       重要 

         税収等 歳⼊確保 尚⼀層努       経費 節減 合理化     費
⽤対効果 緊急性等 踏   既存事業 ⾒直 『取捨選択：選択と集中』の観点を徹底し、
必要 ⾏政             図    必要です。
併せて、財政の透明性を向上させ、町政に対する関⼼をより⼀層高めるため、予算編成内容の

『⾒  化』に取り組む必要があります。

 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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予算の規模
予算の比較（当初）

一般会計予算額の推移（当初）

会 計 平成29年度 平成28年度 増 減
⼀般会計 51億4,902万円 47億 492万円 4億4,410万円 9.4％
特別会計 29億6,668万円 33億2,646万円 △3億5,978万円 △10.8％
公営企業会計 3億3,225万円 － 3億3,225万円 皆増

合 計 84億4,795万円 80億3,138万円 4億 1,657万円 5.2％
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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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担当課：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    

⼦どもを安⼼して産み育てるこ
     環境       不
妊治療費 助成    
○⼀般不妊治療費
○特定不妊治療費

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 35,698千円

いなみ子宝サポート事業 4,250千円

妊婦   適切 時期 妊婦健診 
受診し、安⼼して出産が迎えられるよ
う、妊婦健診の費⽤を助成します。

妊婦健康診査費の助成 6,042千円

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
 ⾏    
○認知症カフェ
○出前認知症教室
○啓発活動

認知症の方と家族の支援 494千円

限度額 2万5千円に引き上げ 一般は上限引き上げ・特定は2回目以降 可能 



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
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）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 20,474千円

おでかけサポート券の支給 2,800千円

在宅 要介護者 介護    家族 経済的負
担等の軽減のため、介護⽤品引き換え券（いきい
きサポート券）を支給します。
○月額3,000円分
○町内指定取扱店で使⽤可
○ヘルパーが介護相談のうえ配付

家族介護の継続の支援 9,437千円

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 3,544千円

対象を障害者と、75歳以上
の全ての⾼齢者に拡充



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

町内 住宅 新築 購⼊    改築  若者 
費⽤の⼀部を助成します。
助成額 100万円
対象者 16歳以上、45歳未満

新築住宅等 費⽤ 助成 15,000千円

乳幼児    医療費 無料化 33,820千円
町内 賃貸住宅 住 若者世帯 家賃 ⼀部
を助成します。
助成額 上限20,000円
対象者 16歳以上、45歳未満

賃貸住宅 家賃 助成 12,663千円

新たに印南町に転⼊された方に、印南町に住む
にあたって必要な情報等を詰めたスタートセットを
提供します。
○各種の情報冊⼦
○指定ゴミ袋
○ハザードマップ その他

印南町生活スタートセット 682千円

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。

年収制限 撤廃 公務員 可能 

年収制限を撤廃、公務員も可能に



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 3,120千円

放課後や学校の休業日の、児童の居場所確保と
健全育成のため印南町学童クラブを運営します。

利⽤⼈数 59⼈（H28当初）
主な活動 ALT英語教室

防災訓練
百⼈⼀首教室
その他活動

印南町学童クラブの運営 9,174千円

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、ＩＣＴ教育の実践、学校施設の整備等に取り組みます。

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。
○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 172,888千円

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 22,418千円

処遇改善により⼈材確保



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
児童⽣徒の状況や課題を把握し、授業の改善や学
級経営に活⽤するため、各種調査を実施します。
○標準学⼒調査
○全国体⼒運動能⼒等調査
○児童⽣徒⾃⼰認識調査
○児童⽣徒知能検査

学⼒ 体⼒調査等 実施 1,241千円

パソコン・デジタル教科書等のICTを活⽤することに
   確  学⼒ 効果的 育成    
○⽣徒⽤    （更新）
○デジタル教科書（拡充）

ＩＣＴ教育の推進 7,203千円

担当課：教育課

最新機種  更新 台数 拡充

「実践的安全教育総合推進事業」として、防災
教育を推進します。
○津波防災避難訓練
○家庭内ワークショップ
○防災教育学習会
○その他の取組

防災「いなみっ子」未来プロジェクト 1,244千円

処遇改善により⼈材確保

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、ＩＣＴ教育の実践、学校施設の整備等に取り組みます。



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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印南町⻘少年健全育成町⺠会議 活動等 
支援します。
○ジュニアリーダー活動
○愛のパトロール
○あいさつ声掛け運動
○雪国体験学習
○その他の活動

「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

読書の町づくり推進事業 7,966千円

⻘少年健全育成 活動 616千円
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 2,051千円

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



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    文化協会 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

印南町⽂化協会の支援 200千円

⼈権啓発事業の推進 675千円
歴史文化活動の推進のため、歴史文化研究団
体 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 推
進します。

○印南音頭ＣＤの作成
○研修会の開催
○文化財の維持修繕

⽂化財保護事業の推進 1,171千円

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

人権とは



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    
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スポーツ競技において、優秀な成績を収めた方を
表彰し、印南町のスポーツ振興を図ります。
日程 3月下旬
内容 スポーツ賞

（全国6位以上・近畿3位以上）
スポーツ奨励賞(県⼤会1位)

印南町体育センターへ空調を設置することにより、
競技環境を整えるとともに、避難所としての機能の
向上を図ります。
財源 緊急防災・減災事業債
目的 競技環境の向上

避難所機能の強化

体育センターへ空調設置 166,048千円

印南町スポーツ表彰の実施 182千円
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



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 取 組  
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 2,789千円

橋梁 定期点検 実施 24,800千円公共交通（バス）の維持 7,675千円

公衆無線LAN環境の整備 120千円

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16m未満
数量 80橋
備考 5年 1回、検査実施

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

稲原路線 切目川路線
○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。

○印南町公⺠館
○その他



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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交通 情報通信体系 整備    道路 交通網 充実 安全管理 情報通
信体系の充実に取り組みます。

名称・内容 予算額 概要

町道殿平農免線 57,000千円 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 20,000千円 ⽩河企業団地 北側進⼊路 整備 進    

町道南⾕山⼝２号線 15,500千円 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 60,000千円 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 70,000千円 ⽴⽯  日高川町和佐 抜  道 整備    

林道本川⻄神 川線 30,000千円 ⻄神 川  日高川町三佐 抜  道 整備    

沿道の法⾯の安全対策 40,000千円 崩落 危険性   沿道 法⾯ 保護⼯ ⾏    

町道の維持補修 30,000千円 急きょ必要が⽣じた町道の維持補修に機動的に対応します。

避難道の整備補修 3,000千円 災害時 避難道   ⽣活道路等 整備補修 対応    

橋梁 ⻑寿命化対策 38,794千円 効率的 効果的 維持管理    予防的 橋梁 ⻑寿命化 ⾏    



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

法⾯保護予定ヵ所 所在

町道印南⻄ 地線 印南
町道印南⻄ 地線

⻑寿命化予定橋 所在

芝橋 印南原

寺川橋 樮川

お滝橋 印南原

印定寺橋 印南印定寺橋

寺川橋お滝橋

芝橋



担当課：総務課・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    

昭和６３年以降 使⽤     印南町
斎場設備 修繕 ⾏    

修繕ヵ所：火葬炉レンガ積
：炉内台⾞

各地区 集会所 ⻑寿命化 
促進するため、改修⼯事に補助
⾦ 交付    
平成27年度 7件
平成28年度 7件

集会所等 ⻑寿命化 促進 8,000千円

印南町斎場設備の修繕 1,969千円

資源        活動 活発化     減量
化を推進するため、4小学校ＰＴＡの取り組みに
奨励費を交付します。
平成26年度 199ｔ
平成27件度 193ｔ

資源ゴミ回収の奨励 1,200千円

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。
成果物として、地籍図・地籍簿が作成
されます。
事業期間 平成16年 36年(予定)
事業対象 町内全域

地籍調査の推進 160,142千円

集 会 所



    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 228ヵ所
○消防⾞庫 30ヵ所
○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
○その他関係事業

防災 危機管理体制 強化 4,520千円

消防⽔利施設 維持管理 3,150千円

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
⼈数 217名
⾞両 30台

印南町消防団の支援 39,534千円

消防団 活動 必要 消防⾞両 資機
材 整備 ⾏    
○小型消防積載⾞
○小型動⼒   
○小型動⼒   付積載⾞

消防⾞両 資機材 整備 12,081千円

今年度 幹部研修を実施（東日本大震災）



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    
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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。

県防災      運航負担⾦ 771千円

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⼈

日⾼広域消防事務組合の支援 146,347千円

防災対策や災害時のドローン活⽤について
研究 ⾏    
○ドローンの整備
○操作訓練
○研修会の参加

ドローン活⽤の研究 1,296千円

災害時の情報伝達・情報収集手段として、
防災⾏政無線 整備 運⽤    
○屋外⼦局93ヵ所
○アンサーバック38ヵ所
○簡易無線機 整備

防災⾏政無線 管理 運⽤ 10,129千円



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

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    

17

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。

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 4,860千円

家庭    防災⼒ 向上 2,132千円

災害の発⽣に備えて防災⽤資機材の整備
 ⾏    
○避難所⽤間仕切 
○避難所⽤毛布
○防災ヘルメット
○救護資機材 他

防災⽤資機材の整備 3,104千円

補助⾦ 予算額 増額

災害時 備  整備  備蓄食料 更新
 ⾏    
○保存⽤パン・餅・ようかん
○スーパーバランス 他

備蓄食料 整備 9,739千円

5,000⼈：3日分を常備



耐震ベッド・シェルター設置の促進 532千円

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 2,144千円

公⽤⾞ 安全運⾏ 関  指導 公⽤⾞
 適切 維持管理 ⾏    
○ドライブレコーダーの設置
○公⽤⾞ 更新 整備
○定期検査

公⽤⾞ 安全運⾏ 維持管理 6,824千円

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 5,093千円

耐震ベッド・      設置 補助⾦ 交
付します。

○耐震ベッド
○耐震シェルター



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 15,863千円
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 25,000千円

警戒 必要   池 改修 機能 強化 ⾏    

危険ため池の改修・機能強化 75,650千円

踊⾕池 改修事業 66,500千円 全額ネクスコ負担

⻲尾池 ボーリング調査 150千円 県営事業 負担⾦

⼤池 計画書作成 9,000千円 全額国補助

踊⾕池（印南） ⻲尾池（古屋） ⼤池（古井）

予算増額（前年度比1.6倍）



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    

20

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    

農業経営体の育成支援 2,430千円

経営規模 小規模 零細 地域     意
欲   経営体育成    共同利⽤機械等
の導⼊経費を補助します。
対象事業 トラクター等の購⼊

ビニールハウス等の整備
補 助 率 事業費の1/2

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

補助率 拡充 2回目の補助申請も可能に

林業振興 支援 2,804千円
紀中森林組合 助成⾦ 交付        
林業 振興 支援    
○除間伐作業等を助成
○社会保険料 助成
○退職⾦共済掛⾦ 助成

紀中森林組合 支援

各種農業関係団体 支援    補助⾦ 交
付します。
○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 900千円



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    
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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    

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 12,571千円
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
○いなみ魅⼒本 制作 他

魅⼒発信！ 地産外商       7,933千円

山のめぐみ活⽤事業の推進 1,008千円

印南漁港 切目漁港海岸 保全 取 組    

○印南漁港の機能保全計画
の作成：国1/2

○切目漁港海岸 ⽼朽化対
策の調査：国1/2・県1/4

漁港・海岸の保全 27,000千円

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。
対象事業 窯の新築

炭窯の再整備
補 助 率 事業費の1/2

担当課：建設課・産業課



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。

町⺠ 若者 移住定住希望者 交流拠点    
印南駅舎を改修します。
内容 駅舎屋根

⼀部内装
財源 観光施設整備補助⾦

（補助率1/2）

交流拠点 整備 11,500千円印南町活性化イベントの開催 2,500千円

ジルバー⼈材センターの支援 3,000千円

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
    ⼈材     補助⾦ 交付    
○事務所の移転：印南駅舎
○切符販売業務
○その他活動

補助⾦ 予算額 増額

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



担当課：企画政策課

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 3,100千円合併60周年記念事業 実施 6,165千円

印南町区⻑連絡協議会 支援 3,660千円

地域住⺠ 方   ⾃治総合           
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

印南町 合併６０周年 記念   各種 記
念事業 実施    
○記念式典 開催
○記念     開催
○ご当地ナンバーの作成
○関係事業の実施

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

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 3,914千円電算システムの整備・運⽤ 73,545千円

⼈事評価の推進 2,463千円

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。
○若年職員研修
○中堅職員研修
○管理職研修
○各担当業務研修 他

職員研修の推進 1,258千円

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

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 図    
○クラウドシステム
○      分離
○        更新
○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。    健全 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・税務課

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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平成30年度 固定資産 評価替  向   
再評価業務 ⾏    
○⼟地鑑定の委託
○宅地評価 ⾒直 
○図⾯ 異動修正
○その他の業務

固定資産評価 更新 5,349千円子育てワンストップサービスの導入 1,091千円

ふるさと納税の推進 1,118千円

事務 効率化 経費節減 図    物品等 ⼀
括購⼊ ⾏    
○コピー⽤紙
○各種文房具
○各種封筒
○その他の物品

物品等一括購入の推進 2,750千円

     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 他

マイナポータルを活⽤して、⼦育てワンストップ
サービスを導⼊します。
○児童手当
○妊婦健診
○予防接種
○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。    健全 財政運営    ⾏政経費 縮減 ⾃主財源 確保等 取 組    

平成29年度 返礼品 充実



《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） 20,351 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 14,514 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 16,434 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 。

－ 特定健診事業（つれもて健診） 7,371 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。

－ 認知症総合支援事業 494 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。

拡充 ⺟⼦保健推進事業 9,296 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。

拡充 いなみ⼦宝サポート事業 4,250 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  。

－ 病院経営事務組合負担⾦ 56,395 住⺠
福祉課 国保日高総合病院 経営事務組合 負担⾦。

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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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

拡充 印南町社会福祉協議会補助事業 20,474 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  。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町⺠⽣児童委員協議会助成事業 3,544 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  。

－ 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 15,975 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 。

－ 家族介護継続支援事業（いきいきサ
ポート券） 9,437 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） 2,800 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
成することにより、外出 支援 ⾏ 。

－ 倒れんジャー開催事業（介護） 492 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 470 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 4,413 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 。

－ 高齢者⾒守 支援事業 656 住⺠
福祉課

⼈感    ⾒守        、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） 1,883 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。

－ 印南町⽼⼈   連合会支援事業 1,950 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  。

－ 重度⼼身障害者医療費助成事業 19,800 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 1,124 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  。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 相談支援事業委託事業 4,844 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 1,669 住⺠
福祉課 御坊・日高地域活動支援     利⽤ 係 委託料。

－ 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 33,672 住⺠
福祉課 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 負担⾦。

－ 国⺠健康保険事業（特別会計） 1,625,307 住⺠
福祉課 国⺠健康保険事業 運営 ⾏ 。

－ 後期高齢者医療保険事業（特別会計） 211,162 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） 1,039,229 住⺠
福祉課 介護保険事業の運営 ⾏ 。

－ 国⺠年⾦事務事業 6,379 住⺠
福祉課 国⺠年⾦ 係 事務 ⾏ 。
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※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

拡充 若者定住賃貸住宅等家賃助成事業 12,663 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。

拡充 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 印南町⽣活スタートセットの提供 682 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 10,940 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 22,880 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 5,700 住⺠
福祉課

医療保険 加⼊       親家庭等 方 、病気    医療機関 
受診した場合、医療費 ⼀部 助成  。

－ 広域保育園園児委託事業 4,275 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 3,120 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 2,703 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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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

－ 教育委員会事務事業 6,092 教育課 教育委員会会議 開催及 教育委員 各種活動     事務 ⾏ 。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 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） 3,120 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 2,255 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） 9,174 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 646 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  。

－ 認定こども園運営事業 163,805 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。

－ 5歳児義務教育化事業 6,314 教育課 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） 4,275 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。

－ 就学時健康診断実施事業 207 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 。

－ 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 594 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 146 教育課 児童⽣徒 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。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 学級集団づくり支援事業（児童⽣徒⾃
⼰認識調査） 401 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 100 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。

拡充 学習支援員配置事業 18,384 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。

拡充 ＩＣＴ教育推進事業 7,203 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  。

－ 実践的安全教育総合支援事業 1,244 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 4,830 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  。

－ 学校施設維持管理事業 37,311 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 260 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 13,199 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 3,370 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 4,229 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 。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 印南町⽴学校等 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 456 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 63 教育課 ⼼身に障害を持つ幼児及び児童・⽣徒 適切 就学 図   、教育支
援委員会により指導・助⾔ ⾏ 。

－ 特別支援教育奨励事業 164 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を支給する。

－ 通級指導教室運営事業 129 教育課 軽度 障害 持 児童⽣徒 対 、通級指導教室   特別 指導 ⾏
う。

拡充 食育推進及 学校給食調理事業（⾃
校方式） 36,904 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。

－ 各種学校運営補助事業 3,369 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 495 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 940 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 7,903 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 1,542 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 。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 読書のまちづくり推進事業 7,966 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 1,213 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 2,051 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 2,639 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

－ 印南町文化協会文化活動連絡会補助
事業 200 教育課 印南町文化協会文化活動連絡会 活動    補助⾦ 交付  。

新規 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  。

拡充 文化財保護事業 1,171 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。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ ⼈権啓発事業 675 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 130 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。
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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

新規 体育センター空調設備設置事業 166,048 教育課 体育センターに空調設備を設置することにより、各種競技環境を整えるとと
もに、避難所としての機能の向上を図る。

－ 社会体育施設維持管理事業 7,229 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 。

－ 和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走
⼤会出場事業 906 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  。

－ 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。

－ 町⺠   遊⽔館開館事業 6,847 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。

⑤ ⼈権の尊重



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ スポーツ推進委員事務事業 252 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。
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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

－ 認定こども園運営事業（再掲） 163,805 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） 4,275 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） 9,174 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

－     運⾏委託事業（制度変更） 3,275 企画
政策課

移動手段 有   方 対象            運⾏委託 ⾏ 。平
成29年度  稲原    運⾏回数 ⾒直  ⾏  。

－ 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 。

－ 印南町道路台帳更新事業 6,156 建設課 路線 変更・加除について、道路台帳 更新       、道路 維持管
理 効率化 図 。

－ 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  。

－ 橋梁⻑寿命化修繕事業 41,270 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 。

拡充 道路維持補修事業 30,000 建設課 急  必要 ⽣  町道 維持補修 ⾏ 。

拡充 避難道整備補修事業 3,000 建設課 災害時 避難道   使⽤   ⽣活道路等 整備補修 ⾏ 。

－ 橋梁定期点検事業 24,800 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 。

－ 町道草刈・美化活動等支援事業 3,000 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 172,500 建設課 町道 新設及 改良事業 実施  。平成29年度     、継続1件、
新規2件の事業を実施する。

拡充 道路新設改良事業（辺地対策） 73,000 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29年
度     、継続1件、新規1件、の事業を実施する。

－ 町道稲原道成寺1号線改良事業（防
災安全交付⾦） 70,000 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 。

新規 沿道法⾯対策事業 40,000 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

新規 林道本川⻄神 川線整備事業 30,000 建設課 ⻄神 川 日高川町三佐 結 林道本川⻄神 川線 整備 ⾏ 。

－        中継局維持管理事業 2,789 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 。

－ 公衆無線LAN環境整備事業 120 総務課 印南町公⺠館    、来館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 31,767 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 。

－ 町有地管理事業 500 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  。

－ 地籍調査事業 160,142 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。

－ 町営住宅維持管理事業 6,809 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 445,882 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 。

新規 印南町⽔道事業 332,246 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
会計を導⼊する。

－ 浄化槽事業補助⾦ 13,640 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 。

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

－ 農業集落排⽔事業（特別会計） 80,609 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 。

－ ごみ集積施設設置整備事業 300 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 100 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 1,200 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 4,441 ⽣活
環境課 印南町斎場 運営及 適切 維持管理 ⾏ 。

－ 斎場営繕事業 1,969 ⽣活
環境課

昭和６３年以降使⽤    印南町斎場 火葬炉煉⽡積及 炉内台
⾞ 修繕 ⾏ 。

－ 御坊        運営費負担⾦ 28,571 ⽣活
環境課 御坊広域⾏政事務組合 運営  御坊         負担⾦。

－ 御坊広域清掃    運営費負担⾦ 90,535 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。

－   収集運搬委託料 28,011 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 39,534 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 12,081 総務課 印南町消防団 活動 要  消防⾞両及 資機材等 整備 ⾏ 。

－ 消防⽔利施設等維持管理事業 3,150 総務課 消防⽔利施設等 適切 維持管理 ⾏ 。

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

－ 日高広域消防事務組合負担⾦ 146,347 総務課 日高広域消防事務組合 負担⾦。

－ 県防災      運航連絡協議会負担⾦ 771 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 3,104 総務課 各種災害の発⽣に備えた防災⽤資機材・備蓄食糧 整備 ⾏ 。

拡充 備蓄食糧整備事業 9,739 総務課 災害時 備  整備  備蓄食糧 更新 ⾏ 。

拡充 防災         維持管理事業 324 総務課 町内 設置   読売    共⽤ 防災          維持管理 
⾏ 。

－ 防災⾏政無線局管理運⽤事業 10,129 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 2,716 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 3,184 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 。

－ 住宅耐震化促進事業 5,625 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 。

新規 耐震ベッド・耐震シェルター設置⼯事補助
⾦ 532 総務課 昭和56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  。

拡充 家庭    防災⼒向上促進事業 2,132 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 4,860 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。

新規 ドローン活⽤研究事業 1,296 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 。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

拡充 避難道整備補修事業（再掲） 3,000 建設課 災害時 避難道   使⽤   ⽣活道路等 整備補修 ⾏ 。

新規 沿道法⾯対策事業（再掲） 40,000 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） 70,000 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  。

－ 切目川  管理負担⾦ 1,203 建設課 切目川   管理 要  経費 負担⾦（経費の1％負担）。

－ 印南町交通指導員事務事業 1,424 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 地域交通安全のための指導・啓発・安全施設の点検、設置等を実施する。

拡充 公⽤⾞安全運⾏及 維持管理事業 6,824 総務課 公⽤⾞ 安全運⾏ 関  指導、及 公⽤⾞ 適切 維持管理 ⾏ 。
平成29年度 各⾞両           設置  。

－ 防犯灯整備及 維持管理事業 7,776 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 2,144 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 2,450 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 869 産業課 ⽥尻防潮林 島⽥防潮林 松  ⾍等 防除・駆除 ⾏ 。⽥尻防潮林
は町単、島⽥防潮林 県補助有（定額）

新規 日高地域消費⽣活相談窓⼝設置事業 615 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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※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

－ 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 ⾏
う。

新規 踊⾕池改修事業 66,500 建設課 洪⽔調整機能等の強化のため、踊⾕池 改修 ⾏ 。財源     ⻄
日本の負担⾦（全額負担）。

新規   池等整備事業負担⾦（⻲尾池） 150 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％）。

新規 ため池等整備事業採択計画書作成委
託事業（⼤池） 9,000 建設課 県のため池等整備事業の採択に向けて、危険ため池に指定されている⼤

池（古井）の「ため池等整備事業採択計画書」を作成する。

拡充 野菜花き産地強化支援事業 25,000 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 。

－ 中山間地域等直接支払交付⾦事業 15,435 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 900 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。

－ 防護柵等設置支援事業 1,386 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  。

－ 有害⿃獣捕獲報奨⾦事業 11,374 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、頭数に応じた
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  。

－ 狩猟免許取得助成事業 579 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 9,703 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

新規 農業経営体育成支援事業（条件不利
地域補助型） 2,430 産業課 経営規模が小規模・零細 地域    意欲  経営体 育成    、

共同利⽤機械等 導⼊経費 助成  。

－ 印南町産業振興協議事業 200 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  。

－ 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  。

－ 印南町花き連合会補助事業 200 産業課 町内 花 ⽣産者 組織   印南町花 連合会 補助⾦ 交付  。

－ 印南町４Hクラブ補助事業 200 産業課 町内 若手農業後継者 組織   印南町４H    補助⾦ 交付 
る。

－ 印南町⽣活営農改善グループ補助事業 100 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  。

－ 経営所得安定対策事業 1,050 産業課 ⽶ 直接支払交付⾦ 係 事務費   、印南町地域農業再⽣協議会
 補助⾦ 交付  。

拡充     応援寄附⾦事業 1,118 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 。

新規 林道本川⻄神 川線整備事業（再
掲） 30,000 建設課 ⻄神 川 日高川町三佐 結 林道本川⻄神 川線 整備 ⾏ 。

－ 林業社会保障制度加⼊促進事業 278 産業課 林業労働者 社会保障支援   、社会保険料 事業主負担 ⼀部 
助成し、労働⼒ 確保・育成を図る。

－ 林業退職⾦制度加⼊促進事業 226 産業課 林道労働者 社会保障充実   、紀中森林組合 林業退職⾦制度
加⼊促進事業 退職⾦共済掛⾦ ⼀部 助成  。

－ 山のめぐみ活⽤事業 1,008 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  。

拡充 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  。

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  。
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区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 商⼯会組織支援事業 5,500 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。

拡充 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

新規 印南漁港機能保全計画作成委託事業 10,000 建設課 印南漁港の浚渫⼯事等に向けて、漁港の機能保全計画を作成する。

新規 海岸保全機能⽼朽化対策調査事業
（切目漁港海岸） 17,000 建設課 切目漁港海岸 適切 維持管理   、海岸保全施設 損傷 ⽼朽化

の状況を把握し、修繕計画を策定する。

－ 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 。

－ 漁業振興対策事業補助⾦事業 10,000 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  。

拡充     魅⼒発信！『地産外商』プロジェ
クト事業 7,933 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。

－ いなみかえるの宿補助事業 800 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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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 観光施設整備補助事業（印南駅舎改
修⼯事） 11,500 産業課 交流拠点   、ＪＲ⻄日本印南駅舎 改修 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。



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  。

－ 文書配布事務事業 1,781 企画
政策課 町内全⼾ 対象   、町広報誌 町広告紙等 配布 ⾏ 。

－ 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 。

新規 合併60年記念式典事業 1,000 企画
政策課 印南町 町制施⾏60周年 記念  、記念式典 開催  。

新規 合併60周年記念    事業 5,000 企画
政策課

実⾏委員会 組織  、花火⼤会等を柱に実施する。財源として町内外
からの寄付を募る。

拡充 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       ⺠宿・旅館業の
活性化を図り、宿泊者数の増加を図る。

新規 印南町ご当地ナンバープレート作成事業 165 税務課 町制施⾏６０周年記念事業   、原動機付 ⾃転⾞⽤ 印南町 当
地ナンバープレートを作成、交付する。

５．ともに築く協働・協創の郷     創生    
① 住⺠参加        

45

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 391 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 1,258 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 2,463 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 710 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  。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

新規 ⼦育てワンストップサービスシステム構築事
業 1,091 総務課 ⼦育            導⼊ 向      構築 ⾏ 。

－ 印南町例規集管理事業 227 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 39,299 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 34,366 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。

－ 広報公聴推進事業 3,757 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  。

区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

拡充 物品等⼀括購⼊推進事業 2,750 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。

拡充     応援寄附⾦事業（再掲） 1,118 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 3,914 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 1,983 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。

拡充 固定資産評価更新事業 5,349 税務課 平成30年度 固定資産 評価替  向  、再評価業務 ⾏ 。



区分 事業名 予算額 担当課 主な事業内容

－ 各種統計調査事務事業 902 企画
政策課

県  委託   各種統計調査事務 ⾏ 。平成29年度 5年 1回の
就業構造基本調査が実施される。

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 14,249 企画
政策課 御坊広域⾏政事務組合総括管理費の分担⾦。

－ 御坊クリーンセンター運営費負担⾦（再掲） 28,571 ⽣活
環境課 御坊広域⾏政事務組合：御坊         負担⾦。

－ 御坊広域清掃センター運営費負担⾦（再掲） 90,535 ⽣活
環境課 御坊広域⾏政事務組合：御坊広域清掃     負担⾦。

－ 日高広域消防事務組合負担⾦（再掲） 146,347 総務課 日高広域消防事務組合 負担⾦。

－ 病院経営事務組合負担⾦（再掲） 56,395 住⺠
福祉課 国保日高総合病院 経営事務組合 負担⾦。

－ 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合（再掲） 33,672 住⺠
福祉課 御坊日高⽼⼈福祉施設事務組合 負担⾦。

※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。


