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　⻑期総合計画は、紀の川市のまちづくり全般における最上位計画として位置づけられるものであり、「基本構想」、「基本計画」および「実施計画」
で構成されています。
　「基本計画」で位置づけられた具体的事業の実施は、「実施計画」を策定して取り組むこととされています。

Ⅰ　⻑期総合計画の構成と実施計画の位置づけについて

◎紀の川市が目指す将来像を示した「構想」
・将来像「いきいきと ⼒をあわせたまちづくり 夢 あふれる 紀の川市」
・将来像の実現に向け、５つの「政策目標」と、それらを細分化した１０の「施策目標」を設定

◎将来像を実現するための「基本」となる計画
・「施策目標」を達成するため、取り組む施策で特に達成したい目標として３９の基本施策を設定

◎基本計画を達成するための「実施」する計画
・基本計画で定める施策を計画的に実施するため、具体的に取り組むべき事業を定めるもの

基本計画

実施計画

基本構想
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Ⅱ　計画期間
「基本構想」、「基本計画」および「実施計画」の計画期間は以下のとおりです。

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度平成28年度

基本構想（10年間）
【平成20〜29年度】

前期基本計画（5年間）
【平成20〜24年度】

後期基本計画（5年間）
【平成25〜29年度】

第1期実施計画（3年間）
【平成20〜22年度】

第2期実施計画（3年間）
【平成21〜23年度】

第3期実施計画（3年間）
【平成22〜24年度】

第4期実施計画（3年間）
【平成23〜25年度】

第5期実施計画（3年間）
【平成24〜26年度】

第6期実施計画（3年間）
【平成25〜27年度】

第7期実施計画（3年間）
【平成26〜28年度】

第10期実施計画（3年間）
【平成29〜31年度】

第8期実施計画（3年間）
【平成27〜29年度】

第9期実施計画（3年間）
【平成28〜30年度】
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3．実施計画の財政⾒通し
　実施計画で掲げる事業については、可能な限り財政⾒通しを⽴てて実施することが原則です。したがって、財政計画との連動を図り、財政
状況に即した計画とします。

5．実施計画の期間
　本実施計画（第10期実施計画）の計画期間は平成29年度から平成31年度までとします。

4．実施計画の対象事業
　⻑期総合計画で掲げる将来像の実現に貢献が期待される事業とし、具体的には市が実施する事業のうち、法令等で実施が義務付けら
れている事業や施設の維持管理経費などを除いた、いわゆる政策的事業を中心とした計画としています。
　また、3カ年の計画期間であるため、現在は実施していなくても将来実施が必要と⾒込まれる事業も含まれています。
　なお、対象となる会計については、一般会計のほか特別会計と公営企業会計も対象となります。

　実施計画は、向こう3カ年の計画として策定します。策定した計画については、3カ年固定するものではなく、社会情勢や財政状況、また新
たに生じる⾏政需要等を反映させながら、毎年度の⾒直しを⾏い、ローリングさせるものとします。

1．実施計画の目的

Ⅲ　実施計画の概要

　実施計画は、基本計画において定めた目標を達成するため、具体的にどのように事業を実施していくかを明らかにするもので、毎年度の予
算編成とリンクさせ、計画的に事業を推進していくための指針として策定するものです。

2．実施計画の性格
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4．事業計画

事業の体系で⽰した各事業における各年度の事業内容等を記載しています。

1．目標が達成された姿

Ⅳ　実施計画の構成

2．目標の達成を測る指標

基本計画で定めた「目標が達成された姿」を記載しています。

　基本計画で設定した現状値（平成23年度）、目標値（平成29年度）とともに、実施計画策定時の最新の現状値（平成28年度）
を記載しています。
　※現状値（平成28年度）は、計画策定段階（平成29年2⽉時点）のものですので、年度末の確定数値と異なる場合があります。

3．事業の体系

基本計画で定める「取り組み方針」に基づき実施する事業を記載しています。
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Ⅴ　体系別事業実施計画

政策目標１
ともに参加し⾏動するまち（みんなで⼒を合わせよう）

政策目標２
すこやかで感性豊かな⼈が育つまち（思いやりを持ってたすけあおう）

政策目標３

環境にやさしいまち（⾃然を⼤切にしよう）

政策目標５
健全な⾏財政をするまち（みんなで取り組もう）

【協働】

【⼈づくり】

【基盤づくり】

【環境づくり】

【⾏財政】

快適で活気があるまち（いきいきと暮らそう）

政策目標４
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①目標が達成された姿
市⺠が⾃分たちの暮らすまちの将来を考え、まちづくりに積極的に参画し、市⺠と市の協働のまちづくりを進めている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 1 協働・市⺠交流
【基本施策】 1 市⺠と⾏政の協働のしくみづくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

50件

《取り組み》市⺠意⾒募集（パブリックコメント）の実施

《取り組み》近畿⼤学、日本体育⼤学との連携した地域づくり・⼈づくり

市⺠参画の推進および市⺠の意⾒を市政に
反映させるしくみの充実

⼤学と連携した地域づくり・⼈づくり

パブリックコメント実施件数（累計） 18件 30件
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①目標が達成された姿
ボランティア活動やＮＰＯ活動などが積極的に進められ、地域や世代を超えた市⺠交流、国際的な交流が市⺠レベルで活発に展開されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 1 協働・市⺠交流

指標

【基本施策】 2 市⺠活動の育成支援と国際交流

平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

認証ＮＰＯ法⼈数

ボランティアグループ数

市⺠活動の支援

国際交流の推進

54団体

《取り組み》市⺠活動の支援

国際交流事業【企画調整課】

57団体 80団体

22団体 18団体 30団体
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 1 協働・市⺠交流

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 市⺠活動の育成支援と国際交流

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

3,554 千円

1

国際交流事業【企画調整課】 3,893 千円 3,554 千円

多様な世代が国際交流活動に参加できる機会を拡⼤するために、姉妹都市である⼤韓⺠
国⻄帰浦市および友好都市中国濱州市との国際交流事業を継続しながら、市⺠間交流
の推進を図る事業

・国際交流職員受⼊（韓国）
・中学生国際交流（韓国）
・七⼗⾥祝祭参列（韓国）
・みかん博覧会参加（韓国）
・濱州市訪問団受⼊（中国）

・国際交流職員受⼊（韓国）
・中学生国際交流（韓国）
・みかん博覧会参加（韓国）
・濱州市訪問団受⼊（中国）

・国際交流職員受⼊（韓国）
・中学生国際交流（韓国）
・みかん博覧会参加（韓国）
・濱州市訪問団受⼊（中国）
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①目標が達成された姿
⾝近な地域で、市⺠が⾃主的にコミュニティ活動を活発に⾏い、⼈と⼈のつながり、地域のつながりが醸成されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【基本施策】 3 コミュニティ活動の支援

平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）指標

【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 1 協働・市⺠交流

⾃治振興事業【地域振興課】、集会所整備補助事業【地域振興課】
《関連事業》出会いと交流の場創出事業【企画調整課】、結婚新生活支援事業【企画調整課】、移住・定住
推進事業【企画調整課】

環境美化活動の支援・啓発強化

22団体 28団体 30団体

まつり支援事業【商工観光課】、平池活性化推進事業【都市計画課】

桃⼭まつり・粉河祭・市⺠まつり・⻘洲まつり
の実⾏委員数

花いっぱい運動支援件数

191⼈ 199⼈ 220⼈

花いっぱい運動事業【地域振興課】

市⺠活動団体の育成

市⺠の⾃主的なコミュニティ活動支援
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 1 協働・市⺠交流

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 コミュニティ活動の支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

8,421 千円

⾝近な地域で市⺠が⾃主的にコミュニティ活動を⾏えるように、市⺠イベントの活性化を支
援し、同時に協働によるまちづくりの⾒本事業として支援を⾏う事業

・市⺠まつり補助⾦ ・紀の川市⺠まつり補助⾦ ・紀の川市⺠まつり補助⾦
1

まつり⽀援事業（市⺠まつり）【商⼯観光課】 8,421 千円 8,421 千円

3,371

3,032 千円

⾝近な地域で市⺠が⾃主的にコミュニティ活動を⾏えるように、市⺠イベントの活性化を支
援し、同時に協働によるまちづくりの⾒本事業として支援を⾏う事業

・⻘洲まつり補助⾦ ・⻘洲まつり補助⾦ ・⻘洲まつり補助⾦

千円

⾝近な地域で市⺠が⾃主的にコミュニティ活動を⾏えるように、市⺠イベントの活性化を支
援し、同時に協働によるまちづくりの⾒本事業として支援を⾏う事業

・粉河祭補助⾦ ・粉河祭補助⾦（渡御式） ・粉河祭補助⾦

まつり⽀援事業（⻘洲まつり）【商⼯観光課】 3,032 千円 3,032 千円

まつり⽀援事業（粉河祭）【商⼯観光課】 4,210 千円 7,676 千円 4,210

まつり⽀援事業（桃山まつり）【商⼯観光課】 3,371 千円 3,371 千円

2

3

4

千円

⾝近な地域で市⺠が⾃主的にコミュニティ活動を⾏えるように、市⺠イベントの活性化を支
援し、同時に協働によるまちづくりの⾒本事業として支援を⾏う事業

・桃⼭まつり補助⾦ ・桃⼭まつり補助⾦ ・桃⼭まつり補助⾦
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 1 協働・市⺠交流

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 コミュニティ活動の支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

2,153 千円

環境美化活動を通して、うるおいのある街づくり、地域コミュニティの推進を実施する⾃治
会、子ども会、⽼⼈会等団体に対し補助を⾏い、花づくりを通じて希薄化されつつある地域
コミュニティ活動の活性化を図り、潤いのあるまちづくりを推進する事業

・団体等への補助と事業啓発
・庁舎等の花壇・プランターの管
理

・団体等への補助と事業啓発
・庁舎等の花壇・プランターの管
理

・団体等への補助と事業啓発
・庁舎等の花壇・プランターの管
理

6

花いっぱい運動事業【地域振興課】 2,061 千円 2,153 千円

60,000 千円

市と⾃治区との連携を円滑にし、⾏政事務連絡を効率的に実施するための事業と市が発
⾏する広報紀の川等を宅配する事業

・一般⾏政事務委託
・団体運営補助
・⾃治区加⼊促進マニュアル配
布および推進

・一般⾏政事務委託
・団体運営補助
・⾃治区加⼊促進マニュアル配
布および推進

・一般⾏政事務委託
・団体運営補助
・⾃治区加⼊促進マニュアル配
布および推進

7

自治振興事業【地域振興課】 59,754 千円 60,000 千円

9,800 千円

⾃治区の集会所の新築、改修等の費⽤の一部を補助することにより、地域コミュニティの推
進、利便性の向上を図り、住⺠の福祉増進に寄与するための事業

・新築・改修・耐震補強補助
・集会所に設置する備品購⼊費
⽤の補助

・新築・改修・耐震補強補助
・集会所に設置する備品購⼊費
⽤の補助

・新築・改修・耐震補強補助
・集会所に設置する備品購⼊費
⽤の補助

8

集会所整備補助事業【地域振興課】 10,721 千円 11,058 千円

350 千円 350 千円

5

350 千円

地域の魅⼒向上や活性化につなげるために貴志川イルミネーション実⾏委員会が平池緑
地公園で実施するイルミネーション事業に補助をする事業

・イルミネーション事業への補助 ・イルミネーション事業への補助 ・イルミネーション事業への補助

平池活性化推進事業【都市計画課】

11



【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 1 協働・市⺠交流

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 コミュニティ活動の支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

10

結婚新生活⽀援事業【企画調整課】 480 千円 1,200 千円 2,400 千円

結婚を希望しているが経済的な理由により結婚に踏み出せない若年層を対象に、結婚に
伴う新生活に要する費⽤の一部を経済的に支援することで結婚への誘導を図るとともに本
市への定住を促進して定住⼈口の増加を図る事業

・結婚新生活支援補助 ・結婚新生活支援補助 ・結婚新生活支援補助

⼈口増加・少子化対策の一環として、結婚を希望する独⾝の男⼥の出会いの場を提供す
るため、婚活パーティを実施するとともに、Uターンのきっかけづくりやシビックプライドの醸成を
図るため、同窓会を開催する若年層を対象に補助⾦を交付する事業

・婚活イベントの開催
・同窓会開催支援補助

・婚活イベントの開催
・同窓会開催支援補助

・婚活イベントの開催
・同窓会開催支援補助

820 千円

9

出会いと交流の場創出事業【企画調整課】 650 千円 740 千円

11

移住・定住推進事業【企画調整課】 347 千円 347 千円 347 千円

定住⼈口の拡⼤を図るため、ワンストップパーソンを配置した総合窓口から有益性が高い情
報を発信し、地域を含む各種関係団体で構成された協議会とともに、受け⼊れ体制を充
実させる事業

・空き家調査
・空き家バンク登録
・移住相談
・都市圏での移住交流フェア

・空き家調査
・空き家バンク登録
・移住相談
・都市圏での移住交流フェア

・空き家調査
・空き家バンク登録
・移住相談
・都市圏での移住交流フェア
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①目標が達成された姿
市⺠の防災意識が向上し災害に対する備えが強化され、⾃助、共助により地域防災⼒が高まり、市⺠の⾝体・生命・財産の被害が軽減している。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 2 防災・防犯
【基本施策】 1 ⾃主防災組織の育成など地域防災⼒の向上

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

⾃主防災組織率（全⾃治区を対象） 53.0％ 62.6％ 100.0％

消防施設整備数（防火水槽） 25基 43基 43基

水害対策

災害時⽤資機材の整備・管理

市⺠の防災意識の向上

消防団の活動推進

防災施設の整備検討

消防団運営事業【消防防災課】

防災⾏政無線デジタル化事業【消防防災課】

消防施設整備事業【消防防災課】

水防事業【消防防災課】

危機管理対策事業【危機管理課】、家具転倒防⽌対策促進事業【危機管理課課】、防災訓練事業【危機
管理課】、小学生防災教室事業【危機管理課課】、消防防災対策事業【消防防災課】、住宅耐震化促進
事業【都市計画課】
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 2 防災・防犯

1

危機管理対策事業【危機管理課】 22,521 千円 22,589 千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 ⾃主防災組織の育成など地域防災⼒の向上

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

20,225 千円

南海トラフ地震をはじめ、様々な⾃然災害やその他緊急事態に対して、指揮・命令系統の
確⽴と⾏動⼒・対応⼒の充実強化を図り、市⺠の生命と財産を守るための優れた機能的
組織を運営する事業

・⾃主防災組織の活動支援
・備蓄⾷料・資機材の購⼊
・防災ボランティアの活動支援
・防災啓発研修会の開催

・⾃主防災組織の活動支援
・備蓄⾷料・資機材の購⼊
・防災ボランティアの活動支援
・防災啓発研修会の開催

・⾃主防災組織の活動支援
・備蓄⾷料・資機材の購⼊
・防災ボランティアの活動支援
・防災啓発研修会の開催

1,986 千円

わかやま防災⼒パワーアップ補助⾦の補助対象事業である「家具等の転倒防⽌対策」につ
いて、高齢者世帯等を対象に家具等の転倒防⽌対策を推進して、⼤地震の発生時にけ
が⼈や火災発生の減少を目的にして⾏う事業

・事業広報及び研修
・申請受付
・補助⾦交付事務
・工具貸出

・事業広報及び研修
・申請受付
・補助⾦交付事務
・工具貸出

・事業広報及び研修
・申請受付
・補助⾦交付事務
・工具貸出

災害の種類や避難所の場所、日頃の準備など災害時に役⽴つ講習や、防災倉庫に⼊っ
ている資機材の種類と使い方の体験、家族との連絡方法や決めておくと役⽴つ事などゲー
ム形式での学習など、市内各小学校で4〜6年生を対象とした防災教室を開催する事業
(年間5校程度)

・小学校単位での防災教室
・防災啓発

・小学校単位での防災教室
・防災啓発

・小学校単位での防災教室
・防災啓発

190 千円

2

家具転倒防⽌対策促進事業【危機管理課】 2,041 千円 1,986 千円

2,552 千円

災害発生に備え、市内で⼤規模地震の発生を想定し、倒壊家屋からの救出訓練・避難
訓練・炊き出し等の訓練に区⻑会や⾃主防災組織や消防団等の各種団体が参加する防
災総合訓練を実施する事業

・防災総合訓練の実施(体験
型)

・防災総合訓練の実施
・防災啓発物資の配布

・防災総合訓練の実施
・防災啓発物資の配布3

防災訓練事業【危機管理課】 2,141 千円 2,366 千円

4

⼩学生防災教室事業【危機管理課】 186 千円 186 千円
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 2 防災・防犯

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 ⾃主防災組織の育成など地域防災⼒の向上

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

婦⼈防火クラブの活動補助をはじめ関係機関との連携強化により、消防防災対策を図る
事業

・婦⼈防火クラブ活動支援
・関係機関との連携強化

・婦⼈防火クラブ活動支援
・関係機関との連携強化

・婦⼈防火クラブ活動支援
・関係機関との連携強化

203,214 千円

災害時に広域への情報を発信する方法として、現在も使⽤している防災⾏政無線をデジタ
ル化することにより、難聴地域の解消および設備の⽼朽化対策を⾏う事業
【構成】親局（１局）中継局（２局）再送信局（３局）遠隔制御装置（６局）屋
外拡声子局２６４本

・桃⼭地区工事 ・那賀地区工事 ・貴志川地区工事
8

防災⾏政無線デジタル化事業【消防防災課】 219,920 千円 175,744 千円

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１８条第１項、第１９条第２項およ
び第２３条第１項の規定に基づき、消防団を設置して地域住⺠の生命と⾝体および財
産を守る事業

・団員等への報酬支給
・訓練・研修の開催
・装備品配備
・活動の補助

・団員等への報酬支給
・訓練・研修の開催
・装備品配備
・活動の補助

旧基準の住宅の耐震診断を⾏うとともに、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高い住宅が
耐震改修工事をするための補強設計および改修工事（現地建替えも対象）、または耐
震ベッド・耐震シェルター設置工事を実施したものに対し補助を⾏う事業

・耐震診断
・耐震補強設計補助
・耐震改修補助

・耐震診断
・耐震補強設計補助
・耐震改修補助

6

住宅耐震化促進事業【都市計画課】 10,530 千円 9,630 千円

・団員等への報酬支給
・訓練・研修の開催
・装備品配備
・活動の補助

7

消防団運営事業【消防防災課】 117,855 千円 116,900 千円

900 千円

5

消防防災対策事業【消防防災課】 926 千円 900 千円

115,000 千円

9,630 千円

・耐震診断
・耐震補強設計補助
・耐震改修補助
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 2 防災・防犯

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 ⾃主防災組織の育成など地域防災⼒の向上

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

70,500 千円

未整備の消防器具庫の建築、地区から要望のあった防火水槽（４０ｍ３）の建設や消
火栓の設置、消防団活動の根幹となる小型動⼒ポンプ積載⾞の購⼊を計画的に実施す
る事業

・消防器具庫建築
・防火水槽建設
・小型動⼒ポンプ付積載⾞購⼊
消防指令⾞、ポンプ⾞購⼊

・消防器具庫建築
・防火水槽建設
・小型動⼒ポンプ付積載⾞購⼊
消防指令⾞購⼊

・消防器具庫建築
・防火水槽建設
・小型動⼒ポンプ付積載⾞購⼊
消防指令⾞購⼊

9

消防施設整備事業【消防防災課】 100,165 千円 69,800 千円

10

水防事業【消防防災課】 22,690 千円 22,850 千円 22,900 千円

国⼟交通省管理樋門（３０樋門）および市管理樋門（１０樋門）の管理、排水機
場（７箇所）排水ポンプ⾞（２台）の維持管理を⾏う事業

・水防施設の操作
・水防施設の維持管理

・水防施設の操作
・水防施設の維持管理

・水防施設の操作
・水防施設の維持管理
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①目標が達成された姿

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 2 防災・防犯
【基本施策】 2 防犯・交通安全対策の推進

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

市⺠が防犯、交通安全に対する意識を高め、家庭・地域でお互いに協⼒し合い、⾏政・警察などと連携して防犯・交通安全対策に取り組み、安全で安心な生活を送っている。

市内交通事故件数 423件
（平成22年度） 159件 409件

犯罪率 12.3⼈
（平成22年度） 5.5⼈ 12.1⼈

スクールサポーターの取り組み支援

スクールサポーター登録者数 459⼈ 449⼈ 500⼈

市⺠の交通安全等意識の向上

放棄⾃動⾞等対策

防犯対策

交通安全推進事業【危機管理課】

放棄⾞両対策事業【危機管理課】

地域安全推進事業【危機管理課】、防犯カメラ設置補助事業【危機管理課】、防犯灯設置補助事業【地域
振興課】、消費者⾏政事業【商工観光課】

《取り組み》スクールサポーターの取り組み支援
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 2 防災・防犯

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 防犯・交通安全対策の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

交通安全推進事業【危機管理課】 3,702 千円 3,702 3,710 千円

交通安全推進連絡協議会を中心に各団体と連携して、交通安全に対する啓発活動を⾏
い、また、警察と連携し交通安全教室を開催するなど、交通事故を減少するための交通安
全対策を推進する事業

・交通指導員の街頭指導
・飛び出し防⽌看板
・横断⽤⻩⾊旗購⼊
・各種団体への活動支援

・交通指導員の街頭指導
・飛び出し防⽌看板
・横断⽤⻩⾊旗購⼊
・各種団体への活動支援

・交通指導員の街頭指導
・飛び出し防⽌看板
・横断⽤⻩⾊旗購⼊
・各種団体への活動支援

千円

3

地域安全推進事業【危機管理課】 1,039 千円 1,039 1,040 千円

生活安全暴⼒追放推進協議会を中心に、生活安全対策および防犯対策を進め、市⺠
が安全・安心して暮らせるまちづくりを推進する事業

・各協議会等への補助⾦、負担
⾦（生活安全暴⼒追放推進協
議会、那賀地区防犯協議会、
県水上安全協会）

・各協議会等への補助⾦、負担
⾦（生活安全暴⼒追放推進協
議会、那賀地区防犯協議会、
県水上安全協会）

・各協議会等への補助⾦、負担
⾦（生活安全暴⼒追放推進協
議会、那賀地区防犯協議会、
県水上安全協会）

千円

2

放棄⾞両対策事業【危機管理課】 120 千円 120 121 千円

市内の各駅の駐輪場や道路等に放置している放棄⾞両を関係機関に照会して所有者を
調べて引き渡す、または盗難品の場合は警察署に連絡するなどを⾏い、その他は撤去・保
管・廃棄し、景観維持と安全確保を⾏う事業

・放置⾃転⾞への警告
・放棄⾃動⾞の廃棄処分

・放置⾃転⾞への警告
・放棄⾃動⾞の廃棄処分

・放置⾃転⾞への警告
・放棄⾃動⾞の廃棄処分

千円

1,002 千円

4

防犯カメラ設置補助事業【危機管理課】 1,002 千円 1,002 千円

地域防犯のため、必要な個所に防犯カメラを設置する⾃治区に対し、その設置費⽤を補助
することにより、安全・安心なまちづくりを推進し、市⺠の安全確保を図る事業

防犯カメラ設置補助事業 防犯カメラ設置補助事業 防犯カメラ設置補助事業
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【政策目標】 1 「協働」ともに参加し⾏動するまち
【施策目標】 2 防災・防犯

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 防犯・交通安全対策の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

5

防犯灯設置補助事業【地域振興課】 5,238 千円 5,300 千円 5,300 千円

⾃治区が実施する防犯灯設置への補助を⾏い、夜間の犯罪や交通事故の抑制を図り、
市⺠が安全、安心して暮らせるまちづくりを推進するための事業

・防犯灯の新設補助
・防犯灯の取替え補助
・補助事業の啓発

・防犯灯の新設補助
・防犯灯の取替え補助
・補助事業の啓発

・防犯灯の新設補助
・防犯灯の取替え補助
・補助事業の啓発

6

消費者⾏政事業【地域振興課】 599 千円 599 千円 599 千円

消費生活相談窓口を強化するために専門相談員を配置し、悪徳商法による契約トラブル
など、消費生活に関する様々な相談を受け、解決に向けたアドバイスを⾏う事業

・消費生活相談窓口の運営
・消費者出前講座
・啓発物資作成

・消費生活相談窓口の運営
・消費者出前講座
・啓発物資作成

・消費生活相談窓口の運営
・消費者出前講座
・啓発物資作成
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①目標が達成された姿
誰もが相互扶助の考え方を理解し、必要時に必要な医療を受けている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
【基本施策】 1 地域医療体制および救急医療体制の充実

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

国⺠健康保険税収納率 94.0％ 95.0％ 98.0％

鞆渕診療所の年間延べ外来患者数 3,827⼈ 2,741⼈ 3,900⼈

国⺠健康保険制度の安定的な運営

那賀休日急患診療所の年間延べ外来患者
数 1,072⼈ 1,000⼈ 1,654⼈

医療体制の充実、地域医療体制の確保・
充実 医療体制整備事業（一部事務組合負担⾦を除く）【健康推進課】

《関連事業》ひとり親家庭医療費助成事業【国保年⾦課】、子ども医療費助成事業【国保年⾦課】、心⾝障
害児（者）医療費助成事業【国保年⾦課】、⽼⼈医療費助成事業【国保年⾦課】
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 地域の医療体制および救急医療体制の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

3

⼦ども医療費助成事業【国保年⾦課】 225,687 千円 221,146 220,405 千円

市内に住所を有する１５歳に達した日以後最初の３⽉３１日までの子どもに対し、医療
費の助成を⾏うことで、疾病の早期発⾒および早期治療を促進し、子育てに伴う保護者の
経済的負担の軽減および保健の向上と福祉の増進を図ることにより、安心して子どもを生
み育ててもらうことを目的として実施する事業

・医療費の助成 ・医療費の助成 ・医療費の助成

千円

4

⼼⾝障害児（者）医療費助成事業【国保年⾦課】 280,448 千円 279,756 279,193 千円

医療費の助成を⾏うことで心⾝障害児(者)の経済的負担を軽減し、疾病の早期発⾒・早
期治療につなげ、地域で⾃⽴した社会生活を送ることができる体制の整備を図るための事
業

・医療費の助成 ・医療費の助成 ・医療費の助成

千円

1

医療体制整備事業（⼀部事務組合負担⾦を除く）【健康推進課】 12,764 千円 12,764 12,764 千円

へき地（野⽥原地区）での診療所開設、小児成育医療支援や市内各地での献⾎の実
施、救急医療の整備など、市⺠が健康で安心して生活できるよう地域医療体制の充実を
図る事業

・へき地診療所の開設
・小児成育医療相談事業委託
・新型インフルエンザ等対策備蓄
品購⼊

・へき地診療所の開設
・小児成育医療相談事業委託
・新型インフルエンザ等対策備蓄
品購⼊

・へき地診療所の開設
・小児成育医療相談事業委託
・新型インフルエンザ等対策備蓄
品購⼊

千円

73,239 千円

2

ひとり親家庭医療費助成事業【国保年⾦課】 71,969 千円 72,612 千円

医療費の助成により経済的な負担の軽減を⾏うことで、疾病の早期発⾒・早期治療を図
り、ひとり親家庭の健康保持および生活の安定を図るための事業

・医療費の助成 ・医療費の助成 ・医療費の助成
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 地域の医療体制および救急医療体制の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

5

⽼⼈医療費助成事業【国保年⾦課】 610 千円 610 610 千円

67歳以上70歳未満の市⺠の方で一定の要件に該当する方に対して、医療費の⾃⼰負
担額の一部を助成することで、必要とする医療が容易に受けられるようにする事業

・医療費の助成 ・医療費の助成 ・医療費の助成

千円
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①目標が達成された姿
市⺠が健康な生活習慣や心の健康に理解を深め、積極的に健康づくりに取り組んでいる。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

健康診査費助成事業【国保年⾦課】、成⼈保健事業【健康推進課】、がん検診事業【健康推進課】、ピンク
リボンキャンペーン事業【健康推進課】

【基本施策】 2 健康づくりの支援

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

31.5％ 33.7％ 60.0％

がん検診受診者数 29,306⼈ 24,070⼈ 30,700⼈

特定健診受診率

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

健康診断の充実と受診率の向上

健康教育および健康相談の実施回数と参
加⼈数

⾷生活改善事業回数と参加者数

乳がん検診受診者数 4,841⼈

健康づくり事業【健康推進課】、感染症対策事業【健康推進課】

4,836⼈ 6,500⼈

健康づくりの取り組み促進

105回 54回 120回
5,019⼈ 879⼈ 5,400⼈

25回
933⼈

20回 45回
1,743⼈ 1,100⼈
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2,700 千円

検診を受診することで、疾病の早期発⾒が可能であり、保健指導等（健康教室、健康相
談含む）を実施することで疾病傾向別に対策に取り組むことができ、生活習慣病の改善に
も繋げる事業

・健康教育および健康相談の実
施
・健康増進事業の実施

・健康教育および健康相談の実
施
・健康増進事業の実施

・健康教育および健康相談の実
施
・健康増進事業の実施

千円

4

成⼈保健事業【健康推進課】 3,000 千円 2,630

千円

後期高齢者医療被保険者の健康診査の受診費⽤を軽減することにより、疾病疾患の早
期発⾒に努め早期治療につなげてもらうために、医療機関等に支払う⾃⼰負担額（６０
０円）を対象とした健康診査受診費⽤の助成を⾏う事業

・健康診査費助成

千円

3

健康診査費助成事業【国保年⾦課】 367 千円

千円 209,374 千円

予防接種対象者（乳幼児・学童・高齢者）に通知を⾏い、契約医療機関等で予防接
種を実施し、疾病への感染とまん延を防⽌する事業

・定期予防接種の実施
・風しんワクチン接種緊急助成

・定期予防接種の実施
・風しんワクチン接種緊急助成

・定期予防接種の実施
・風しんワクチン接種緊急助成2

感染症対策事業【健康推進課】 189,419 千円 189,419

千円 1,029 千円

紀の川市健康増進計画に基づき、地域の健康水準向上のための情報収集・分析・活⽤
を実施し、さまざまな活動を通して地域に根付いた健康づくりの普及・啓発をする事業

・⾝体活動効果向上事業
・健康推進員活動
・健康増進計画策定（更新）
・⾷生活改善推進事業

・⾝体活動効果向上事業
・健康推進員活動
・⾷生活改善推進活動

・⾝体活動効果向上事業
・健康推進員活動
・⾷生活改善推進活動

1

健康づくり事業【健康推進課】 4,491 千円 1,104

【基本施策】 2 健康づくりの支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容 事業内容 事業内容

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
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【基本施策】 2 健康づくりの支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容 事業内容 事業内容

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

325 千円

世界で初めて全⾝⿇酔による乳がん摘出⼿術を成功させた医聖華岡⻘洲の志を継ぎ、市
⺠と⾏政が連携して乳がんの早期発⾒・早期治療に結びつく乳がん検診受診率向上を図
るための啓発事業

・推進本部への補助⾦交付
・まつりやイベントでの啓発活動
・乳がん検診啓発講演会の開催
・中学生のがん教育

・まつりやイベントでの啓発活動 ・まつりやイベントでの啓発活動

千円

6

ピンクリボンキャンペーン事業【健康推進課】 775 千円 325

135,000 千円

40歳以上の市⺠に胃がん・肺がん・⼤腸がん・乳がん検診を、20歳以上から子宮がん検
診を実施して、がんの早期発⾒・早期治療を促進し、市⺠の健康保持・増進を図る事業

・各種がん検診事業の実施 ・各種がん検診事業の実施 ・各種がん検診事業の実施

千円

5

がん検診事業【健康推進課】 135,152 千円 135,000
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①目標が達成された姿
障害者が⾃⽴した社会生活を送れる、あたたかい地域社会が形成されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
【基本施策】 3 障害者の⾃⽴支援

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

障害者の⾃⽴支援

福祉施設⼊所者の地域生活への移⾏率 14.9％ 0.0％ 21.0％

障害者相談事業【障害福祉課】、障害者施設運営等補助事業【障害福祉課】、障害児通園施設等利⽤者
負担⾦助成事業【障害福祉課】、障害者サービス給付事業【障害福祉課】、障害者団体運営補助事業【障
害福祉課】、障害者基本計画策定事業【障害福祉課】、障害者地域生活支援事業【障害福祉課】
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H31年度事業費
事業内容

・重度心⾝障害者福祉⼿当、
心⾝障害児扶養⼿当の給付
・各助成サービスの給付

・重度心⾝障害者福祉⼿当、
心⾝障害児扶養⼿当の給付
・各助成サービスの給付

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

6,633 千円 6,633 千円

166 千円

３子以上の兄弟姉妹で第３子以降の児童が、児童発達支援センターに通所している場
合、その児童の保護者に対し、通所に係る利⽤者負担の全額を助成して経済的負担の軽
減を図る事業

・利⽤者負担⾦の助成 ・利⽤者負担⾦の助成 ・利⽤者負担⾦の助成
3

障害児通園施設等利⽤者負担⾦助成事業【障害福祉課】 166 千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 障害者の⾃⽴支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費

9,633 千円

ひきこもり者への居場所の提供、社会体験、就労・就学支援および相談、家族に対する相
談・支援を⾏う施設への補助を実施するとともに、⻑期⼊院者等の地域復帰や在宅での生
活困難障害者などの生活の場として、グループホームを整備する事業所に対して予算の範
囲内で新設、改修費⽤の一部を補助する事業

ひきこもり者社会参加支援センター運営
補助⾦
・市外支援センター利⽤負担⾦
・障害者グループホーム等整備促進事業
費補助

ひきこもり者社会参加支援センター運営
補助⾦
・市外支援センター利⽤負担⾦
・障害者グループホーム等整備促進事業
費補助

ひきこもり者社会参加支援センター運営
補助⾦
・市外支援センター利⽤負担⾦
・障害者グループホーム等整備促進事業
費補助

2

障害者施設運営等補助事業【障害福祉課】

166 千円

障害のある方の⾃⽴支援の相談に応じ、必要な指導および助⾔を⾏うことにより、障害者
の地域活動の推進や福祉の増進に資する事業

・⾝体障害者及び知的障害者
へのピアカウンセリング

・⾝体障害者及び知的障害者
へのピアカウンセリング

・⾝体障害者及び知的障害者
へのピアカウンセリング1

障害者相談事業【障害福祉課】 236 千円 236 千円 236 千円

25,385 千円

4

障害者サービス給付事業【障害福祉課】 25,385 千円 25,385 千円

障害者(児）やその家族の日常生活における経済的負担の軽減を図るため、障害児等を
扶養する世帯や重度の障害者に対し、⼿当給付や福祉タクシー券・燃料券、聴覚障害者
に対するファックス使⽤料の一部助成、在宅の障害児者が利⽤する訪問理容サービ費⽤の
一部助成などを⾏う事業

・重度心⾝障害者福祉⼿当、
心⾝障害児扶養⼿当の給付
・各助成サービスの給付
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H31年度事業費
事業内容

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 障害者の⾃⽴支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費

5

障害者団体運営補助事業【障害福祉課】 3,344 千円 3,344 千円

6

障害者基本計画策定事業【障害福祉課】 260 千円 千円 千円

3,344 千円

障害児者やその家族が、⾃主的な活動目的をもって組織した団体の活動を支援するため、
その活動費の一部として補助⾦を交付するとともに、福祉の増進、相談支援、⼈権啓発な
どの一役をになっていただくための情報提供やアドバイス⾏う事業

・各障害者・児団体への運営補
助
・研修や勉強会の開催

・各障害者・児団体への運営補
助
・研修や勉強会の開催

・各障害者・児団体への運営補
助
・研修や勉強会の開催

障害者地域生活支援事業によるサービスを提供し、障害のある方が⾃⽴した地域生活を
⾏い、積極的に社会参加できるよう支援する事業

・移動支援事業
・日中一時支援事業
・障害者生活支援事業
・その他地域生活支援事業

・移動支援事業
・日中一時支援事業
・障害者生活支援事業
・その他地域生活支援事業

・移動支援事業
・日中一時支援事業
・障害者生活支援事業
・その他地域生活支援事業

初期計画の実績をふまえ、10年ごとの障害者基本計画と3年ごとの障害者福祉計画を策
定して障害者施策を総合的かつ計画的に推進する事業

・第５期障害福祉計画の策定

7

障害者地域生活⽀援事業【障害福祉課】 72,130 千円 72,130 千円 72,130 千円
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①目標が達成された姿
高齢者が住み慣れた地域で⾒守られながら⾃⽴して暮らすことができるまち、要介護になっても適正なサービスが充実し、意欲を持って生きることができるまちが形成されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
【基本施策】 4 高齢者福祉サービスの充実、介護予防の推進

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

20.0％

高齢者の⾃⽴支援（介護予防と多様な生
活支援）

高齢者⾃⽴支援事業【高齢介護課】、介護予防事業【高齢介護課】、災害時要援護者対策事業【高齢介
護課】、⽼⼈クラブ運営補助事業【高齢介護課】、高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助事業【高齢介護
課】、高齢者⻑寿祝事業【高齢介護課】、全国健康福祉祭事業【高齢介護課】

地域包括支援センター運営事業【地域包括支援センター】高齢者への総合的な窓口業務の充実

要介護者の適正なサービス利⽤の促進

介護保険の認定を受けている⼈の割合 23.0％ 23.3％

29



【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

1

⾼齢者自⽴⽀援事業【⾼齢介護課】 15,294 千円 15,294 千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 高齢者福祉サービスの充実、介護予防の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

15,294 千円

高齢者が在宅で日常生活を営むために、必要な各種の生活支援や⾒守りおよび居宅の改
修や生活⽤具を給付することにより、高齢者⾃⾝や家族の不安を解消し、住み慣れた地
域で暮らしてもらうための事業

・外出支援サービス事業
・緊急通報体制整備事業
・高齢者居宅改修事業

・外出支援サービス事業
・緊急通報体制整備事業
・高齢者居宅改修事業

・外出支援サービス事業
・緊急通報体制整備事業
・高齢者居宅改修事業

4,470 千円

社会福祉協議会に委託して介護予防拠点施設「蛍の⾥」において、高齢者の閉じこもり防
⽌、加齢による生活不安を解消するため、憩いの場の提供や生きがい活動などを支援する
事業

・介護予防事業の実施 ・介護予防事業の実施 ・介護予防事業の実施

537 千円

災害発生時の避難において支援が必要な⼈（要援護者）の安全を確保するため、申請
により「災害時要援護者台帳」に登録してもらい必要な情報を関係機関と共有し、災害時
に迅速かつ適切に対応できるように備える事業

・新規申込者の登録
・個別計画作成
・避難受⼊施設との委託契約

・ハード・システム更新
・新規申込者の登録
・個別計画作成
・避難受⼊施設との委託契約

・新規申込者の登録
・個別計画作成
・避難受⼊施設との委託契約

2

介護予防事業【⾼齢介護課】 4,470 千円 4,470 千円

9,796 千円

高齢者の生きがい対策や社会参加等、地域社会における福祉の増進を目的とする⽼⼈ク
ラブの運営を補助することにより、その活動を支援する事業

・⽼⼈クラブ活動への運営補助
・「ねんりんピック」参加費⽤の補
助

・⽼⼈クラブ活動への運営補助
・「ねんりんピック」参加費⽤の補
助

・⽼⼈クラブ活動への運営補助
・「ねんりんピック」参加費⽤の補
助

3

災害時要援護者対策事業【⾼齢介護課】 537 千円 5,892 千円

4

⽼⼈クラブ運営補助事業【⾼齢介護課】 9,796 千円 9,796 千円
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 高齢者福祉サービスの充実、介護予防の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

県の供給計画に基づき、市が認定した「バリアフリー」「緊急対応サービス」のできる高齢者
向け優良賃貸住宅の設置事業者に対し、家賃減額のために要する費⽤の一部を補助し、
高齢者の居住安定確保を図る事業

・家賃減額補助 ・家賃減額補助 ・家賃減額補助

4,802 千円

19,066 千円

⻑寿祝⾦は、対象者（88歳、100歳および市内在住の最高齢の男⼥１⼈づつ）に祝
⾦または祝品を支給するとともに、各地区で開催される敬⽼会事業に対し、開催費⽤の一
部を助成し、⻑寿を祝う事業

・⻑寿祝⾦や祝品の支給
・敬⽼会開催費⽤の補助

・⻑寿祝⾦や祝品の支給
・敬⽼会開催費⽤の補助

・⻑寿祝⾦や祝品の支給
・敬⽼会開催費⽤の補助6

⾼齢者⻑寿祝事業【⾼齢介護課】 17,666 千円 18,366 千円

4,802 千円

5

⾼齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助事業【⾼齢介護課】 4,802 千円

8,886 千円

平成31年度に和歌⼭県で「全国健康福祉祭（ねんりんピック）」が開催されることに伴
い、開催地市町村実⾏委員会を設⽴し、開催地種目の準備運営に当たるほか、広報・式
典、健康づくり教室等市町村実施イベントの計画・準備・実施を⾏う事業

・市町村実⾏委員会の設⽴準
備
・実施要綱策定
・先例地の視察・研究

・市町村実⾏委員会設⽴
・実施要領策定
・リハーサル⼤会開催

・交流⼤会別プログラム作成
・⼤会実施本部設置
・開催地交流⼤会の運営
・その他関連イベントの運営

7

全国健康福祉祭事業【⾼齢介護課】 261 千円 2,240 千円

62,857 千円

法改正に伴い、平成29年4⽉から要支援認定者ならびに総合事業対象者でサービスを利
⽤される方に対して、介護支援専門員が適切なサービスを利⽤できるように⾏う事業

・ケアプランの作成および進⾏管
理

・ケアプランの作成および進⾏管
理

・ケアプランの作成および進⾏管
理8

地域包括⽀援センター運営事業【地域包括⽀援センター】 62,857 千円 62,857 千円
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①目標が達成された姿
地域で安心して子どもを産み、育てられる環境が整い、子育てしやすいまち、子どもが健全に育つまちとしてのイメージが向上している。

②目標の達成度を測る指標

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
【基本施策】 5 子どもを安心して生み育てられる環境づくり、子育て環境・体制の整備、支援

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

地域子育て支援拠点開設箇所数 3箇所 3箇所 4箇所

学童施設数 10箇所

ファミリーサポートセンター登録会員数 0⼈ 290⼈ 300⼈

子育てサークル数と子ども登録数

10箇所 12箇所

乳幼児健康診査受診率（3歳8カ⽉児検
診） 95.0％ 99.0％ 95.0％

8団体 4団体 16団体
133⼈ 28⼈ 200⼈

発達相談利⽤者延べ数 210⼈ 287⼈ 450⼈

親子教室参加率 31.0％ 36.3％ 36.0％

⺟子保健推進員訪問率 87.0％ 85.0％ 90.0％

妊娠届出数 457⼈ 360⼈ 500⼈

一般不妊治療届出件数 27件 36件 35件
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
【基本施策】 5 子どもを安心して生み育てられる環境づくり、子育て環境・体制の整備、支援

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

子育て環境・体制の整備・支援

⺟子健全育成支援の充実

保育（学童保育）環境の整備充実

⺟子の健康管理等による子育て支援体制の
整備

子育て支援事業【子育て支援課】、児童相談･支援事業【子育て支援課】、地域子育て支援拠点事業【子
育て支援課】

妊婦健康診査助成事業【健康推進課】、⺟子健康管理事業【健康推進課】、不妊治療助成事業【健康推
進課】、小児慢性特定疾病児童日常生活⽤具給付事業【健康推進課】

⺟子健全育成事業【健康推進課】

私⽴保育園運営事業【子育て支援課】、私⽴保育園施設整備補助事業【子育て支援課】、粉河地区保育
所再編事業【子育て支援課】、放課後児童健全育成事業【子育て支援課】、放課後児童健全育成施設整
備事業【子育て支援課】
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

1

⼦育て⽀援事業【⼦育て⽀援課】 13,105 千円 13,105 千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 5 子どもを安心して生み育てられる環境づくり、子育て環境・体制の整備、支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

13,105 千円

育児の援助を受けたい⼈と援助したい⼈が会員となって子育てを助け合う相互援助組織で
ある「いわで・きのかわファミリー・サポート・センターを岩出市と共同で実施するとともに、特別
児童扶養⼿当の支給および障害児保育補助⾦の交付を⾏い、子育て支援を⾏う事業

・ファミリー・サポート・センター事業
・子ども子育て会議運営事業

・ファミリー・サポート・センター事業
・子ども子育て会議運営事業

・ファミリー・サポート・センター事業
・子ども子育て会議運営事業

地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、子育て中の保護者に対して相談指導、子育
てサークルへの支援、地域の保育資源の情報提供などを⾏い、子育てに関する負担を軽減
することにより、地域で孤⽴する親子をなくし、安心して子育てが出来るようにする事業

・子育て支援センターの運営委
託または運営補助
・子育てサークルへの活動支援

・子育て支援センターの運営委
託または運営補助
・子育てサークルへの活動支援

・子育て支援センターの運営委
託または運営補助
・子育てサークルへの活動支援

4,565 千円

子どもが健やかに育ち、保護者が楽しく子育てができるように、子育てに対する不安や養育
困難な家庭の相談や支援を⾏うとともに児童虐待防⽌の啓発などを⾏う事業

・家庭児童相談員の設置
・虐待防⽌講演会の実施
・前向き子育てプログラム研修会
の実施

・家庭児童相談員の設置
・虐待防⽌講演会の実施
・前向き子育てプログラム研修会
の実施

・家庭児童相談員の設置
・虐待防⽌講演会の実施
・前向き子育てプログラム研修会
の実施

17,712 千円

850,000 千円

私⽴保育園に通園する児童に保育サービスを提供するため、運営委託料や特別保育事
業にかかる各種補助⾦を交付することで私⽴保育園の円滑な運営を⾏う事業

・施設型給付費等（委託費、
地域型保育給付費含む）
・障害児保育補助⾦
・延⻑保育促進事業補助⾦

・施設型給付費等（委託費、
地域型保育給付費含む）
・障害児保育補助⾦
・延⻑保育促進事業補助⾦

・施設型給付費等（委託費、
地域型保育給付費含む）
・障害児保育補助⾦
・延⻑保育促進事業補助⾦

4

私⽴保育園運営事業【⼦育て⽀援課】 729,820 千円 800,000 千円

2

児童相談・⽀援事業【⼦育て⽀援課】 4,565 千円 4,565 千円

3

地域⼦育て⽀援拠点事業【⼦育て⽀援課】 12,168 千円 17,712 千円
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 5 子どもを安心して生み育てられる環境づくり、子育て環境・体制の整備、支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

71,937 千円

⽼朽化している粉河地区公⽴３保育所（川原・⻑⽥・⻯門）および社会福祉法⼈陸美
会（私⽴粉河保育園）の保育所を統廃合し、⺠設⺠営型による保育所施設の整備に
対して補助⾦交付を含めた保育所再編を⾏い、公共施設数の減少と保育環境の充実を
図る事業

・設計業務及び建設工事
・解体保育所設計業務

・解体工事
6

粉河地区保育所再編事業【⼦育て⽀援課】 241,042 千円 千円

125,000 千円

　放課後児童健全育成事業（学童保育事業）として、各学童保育クラブに運営を委託
し、放課後や⻑期休業中における児童の健全な育成を図るとともに、学童保育施設の管
理を⾏う事業

・放課後児童健全育成事業運
営委託
・学童保育施設管理運営

・放課後児童健全育成事業運
営委託
・学童保育施設管理運営

・放課後児童健全育成事業運
営委託
・学童保育施設管理運営

7

放課後児童健全育成事業【⼦育て⽀援課】 124,945 千円 125,000 千円

千円

保育園整備を⾏う事業者に対し、国の交付⾦を利⽤して建設費⽤について支援を⾏うこと
で、近年、ニーズが高まりつつある低年齢児の受⼊れ⼈数を拡⼤するとともに、安心して子
育てできる環境を整備する事業

・小規模保育整備事業（設計
業務・建設工事）
・小規模保育改修費等支援事
業（改修工事）

5

私⽴保育園施設整備補助事業【⼦育て⽀援課】 28,500 千円 千円

8

放課後児童健全育成施設整備事業【⼦育て⽀援課】 2,732 千円 74,200 千円 63,000 千円

　放課後児童健全育成事業（学童保育事業）として、放課後等における利⽤児童の健
全な育成を図るため、⽼朽化や環境⾯等に課題のある学童保育施設の整備を⾏う事業

・てのひら新築設計業務委託
・太陽の子調査業務委託

・てのひら新築工事（建屋、外
構、既設撤去）
・太陽の子新築設計

・太陽の子新築工事（建屋）
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 5 子どもを安心して生み育てられる環境づくり、子育て環境・体制の整備、支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

・関係機関と連携した利⽤周知
・日常生活⽤具等の給付12

⼩児慢性特定疾病児童日常生活⽤具給付事業【健康推進課】 122 千円 122 千円 124 千円

9

妊婦健康診査助成事業【健康推進課】 39,462 千円 39,462 千円

小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の必要な⽤具を給付することにより、安心・
安全な生活を送ってもらう事業

・関係機関と連携した利⽤周知
・日常生活⽤具等の給付

・関係機関と連携した利⽤周知
・日常生活⽤具等の給付

11

千円

不妊治療および不育治療の経済的負担軽減を図るため、一般不妊治療は初年度5万円
を上限に連続2年間、特定不妊治療は、県の助成⾦対象者に1回目5万円・2回目以降
は10万円を上限に助成を⾏う。また、特定不妊治療の一環として男性不妊治療の交付を
受けた方に5万円を上限に助成し、出生率の向上と子育て世代の定住を促進する事業

・一般不妊・不育治療費の助成
・特定不妊治療費の助成
・男性不妊治療費の助成

・一般不妊・不育治療費の助成
・特定不妊治療費の助成
・男性不妊治療費の助成

・一般不妊・不育治療費の助成
・特定不妊治療費の助成
・男性不妊治療費の助成

妊婦や産婦、乳幼児とその保護者が、地域で安心して妊娠・出産・子育てができるように、
⺟子健康⼿帳の交付、妊婦教室、出産後の４か⽉児・７か⽉児・１歳８か⽉児・３歳
８か⽉児健康診査、１歳児・２歳６か⽉児健康相談、乳幼児訪問事業を実施する中
で、子育て環境や子育て支援体制を整えていく事業

・妊婦教室
・乳児・産婦訪問
・乳幼児健診・健康相談
・養育支援訪問事業

・妊婦教室
・乳児・産婦訪問
・乳幼児健診・健康相談
・養育支援訪問事業

・妊婦教室
・乳児・産婦訪問
・乳幼児健診・健康相談
・養育支援訪問事業

39,463 千円

妊婦健診受診費⽤の公費負担（受診票２４枚：101,190円分）を実施することで、
経済的負担の軽減を図り、妊婦が定期的に健診を受け、安心して妊娠・出産・子育てがで
きるように支援する事業

・妊婦健診受診費⽤の負担 ・妊婦健診受診費⽤の負担 ・妊婦健診受診費⽤の負担

不妊治療 費助成事業【健康推進課】 5,800 千円 5,800 5,800 千円

10

⺟⼦健康管理事業【健康推進課】 13,737 千円 13,737 千円 13,755 千円

36



【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 5 子どもを安心して生み育てられる環境づくり、子育て環境・体制の整備、支援

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

13

⺟⼦健全育成事業【健康推進課】 4,586 千円 4,586 千円 4,587 千円

乳幼児とその保護者が地域で安心して子育てが出来るよう、地域の⾝近な子育てサポー
ターである⺟子保健推進員の研修機会や支援体制を整えていく。また、発達的に気になる
児童とその保護者等を対象に親子教室や発達相談を実施し、親子のふれあい遊びを通じ
子どもの発達を促すとともに、発達的⾒通しを持ちながら子育てできるよう支援していく事業

・⺟子保健推進員会活動支援
・発達相談事業
・親子教室

・⺟子保健推進員会活動支援
・発達相談事業
・親子教室

・⺟子保健推進員会活動支援
・発達相談事業
・親子教室
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①目標が達成された姿
市⺠同⼠の支え合いと各種福祉関係者のネットワークの強化により、安全で安心して生活できる地域社会が形成されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
【基本施策】 6 地域福祉体制の整備

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

生活保護扶助事業の適切な運⽤

地域主体の地域福祉活動の支援と体制整
備

⼈口1万⼈あたりの⺠生委員児童委員の相
談・支援⼈数 1,317⼈ 1,100⼈

⺠生委員児童委員活動支援事業【社会福祉課】、社会福祉協議会活動支援事業【社会福祉課】、日本⾚
⼗字社紀の川地区奉仕団助成事業【社会福祉課】、社会福祉団体助成事業【社会福祉課】、地域福祉計
画策定事業【社会福祉課】、戦没者追悼助成事業【社会福祉課】

1,390⼈

福祉ボランティアの⼈数 1,170⼈ 1,627⼈ 2,000⼈

生活保護適正実施推進事業【社会福祉課】、生活困窮者⾃⽴支援事業【社会福祉課】
《関連事業》⾏旅⼈旅費及び⾏旅死亡⼈等取扱事業【社会福祉課】、原子爆弾被爆者⾒舞⾦支給事業
【社会福祉課】、災害⾒舞⾦支給事業【社会福祉課】
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

2

社会福祉協議会活動⽀援事業【社会福祉課】 132,735 千円 132,735 千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 6 地域福祉体制の整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

132,735 千円

地域福祉活動の中心的役割を担う社会福祉協議会に対して、財政的に支援することで、
経営基盤の安定を図り、地域福祉の推進と市⺠が安心して福祉を受けられるようにする事
業

・住⺠相談・権利擁護の充実
・高齢者等の⾒守り支えあい活
動
・地域の担い⼿づくりの支援

・住⺠相談・権利擁護の充実
・高齢者等の⾒守り支えあい活
動
・地域の担い⼿づくりの支援

・住⺠相談・権利擁護の充実
・高齢者等の⾒守り支えあい活
動
・地域の担い⼿づくりの支援

⺠生委員児童委員に対し、相談・援助活動等に要する経費、資質の向上のための必要な
経費を補助することにより、⺠生委員児童委員制度の円滑な運営を図り、福祉が必要な
市⺠の方に適切な福祉サービスを提供できるようにつなげる事業

・活動費補助 ・活動費補助 ・活動費補助

1,621 千円

遺族会、ボランティア連絡協議会の活動を財政⾯で支援し、地域福祉の理解を深め、支え
合い助け合う社会を築いてもらう事業

・ボランティア活動・遺族会活動
への助成

・ボランティア活動・遺族会活動
への助成

・ボランティア活動・遺族会活動
への助成4

社会福祉団体助成事業【社会福祉課】 1,621 千円 1,621 千円

279 千円

日本⾚⼗字社紀の川地区奉仕団を財政⾯で支援し、日本⾚⼗字社会員の増強を⾏
い、日本⾚⼗字社に対する理解を深めてもらう事業

・各地区奉仕団への活動補助 ・各地区奉仕団への活動補助 ・各地区奉仕団への活動補助
3

日本赤十字社紀の川地区奉仕団助成事業【社会福祉課】 279 千円 279 千円

21,944 千円

1

⺠生委員児童委員活動⽀援事業【社会福祉課】 21,944 千円 21,944 千円
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 6 地域福祉体制の整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

800 千円

追悼式の開催費⽤を助成し、戦没者の御霊に追悼の意を表すとともに、ご遺族のこれまで
のご労苦に深い敬意を表し、平和を祈念する事業

・戦没者追悼式運営 ・戦没者追悼式運営 ・戦没者追悼式運営
6

戦没者追悼助成事業【社会福祉課】 800 千円 800 千円

地域福祉を推進していく主役である市⺠と、社会福祉協議会等の社会福祉関係の事業
者、そして社会福祉活動の担い⼿が⾏う地域での取り組みや市の支援策についてまとめ、
市の将来像や福祉の理念など、今後めざす方向性を明らかにし、地域福祉の一層の推進
を図るため地域福祉計画を策定する事業

・策定委員会の開催
・パブリックコメントの実施
・計画冊子作成

5

地域福祉計画策定事業【社会福祉課】 2,884 千円 千円

8

生活困窮者自⽴⽀援事業【社会福祉課】 2,172 千円 2,172 千円

7

生活保護適正実施推進事業【社会福祉課】 12,414 千円 8,561 千円 8,593 千円

千円

2,172 千円

地域の関係機関のネットワークづくりを⾏い、生活保護に⾄っていない生活困窮者からの相
談に包括的に対応するとともに、その⾃⽴に向け、アセスメントの実施やプランの作成等の支
援を⾏う事業

・支援相談員の養成
・⾃⽴支援住居確保のための給
付

・支援相談員の養成
・⾃⽴支援住居確保のための給
付

・支援相談員の養成
・⾃⽴支援住居確保のための給
付

生活保護の医療扶助の適正化および職員の資質の向上を図る。また、生活保護システム
の改良等を⾏うことで事務効率化を図る事業

・医療の適正化
・職員の資質向上研修
・システムバージョンアップ
・医療システムバージョンアップ

・医療の適正化
・職員の資質向上研修
・システム維持管理

・医療の適正化
・職員の資質向上研修
・システム維持管理
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉

事業内容 事業内容

【基本施策】 6 地域福祉体制の整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

220
原子爆弾被爆者に⾒舞⾦を支給することにより、福祉の増進に寄与する事業 ・⾒舞⾦の支給 ・⾒舞⾦の支給 ・⾒舞⾦の支給

10

原⼦爆弾被爆者⾒舞⾦⽀給事業【社会福祉課】 240 千円 220 千円

310 千円

⾏旅困窮者が目的地まで⾏くため救護すること、また⾏旅死亡⼈の遺族に遺留品等を引
き渡すことで福祉の向上をはかる事業

・⾏旅困窮者に対し旅費の支給
・⾏旅死亡者の葬祭等

・⾏旅困窮者に対し旅費の支給
・⾏旅死亡者の葬祭等

・⾏旅困窮者に対し旅費の支給
・⾏旅死亡者の葬祭等9

⾏旅⼈旅費及び⾏旅死亡⼈等取扱事業【社会福祉課】 310 千円 310 千円

300 千円

災害により被害を受けた市⺠に⾒舞⾦を支給したり、災害援護⾦がある場合はその配分お
よび支給を⾏う事業

・⾒舞⾦の支給 ・⾒舞⾦の支給 ・⾒舞⾦の支給
11

災害⾒舞⾦⽀給事業【社会福祉課】 300 千円 300 千円
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①目標が達成された姿
市⺠が充実した設備の斎場を利⽤できるようになっている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 1 医療・保健・福祉
【基本施策】 7 斎場の整備・集約化

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

斎場の整備

火葬場・斎場数 4箇所 2箇所 2箇所
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①目標が達成された姿
すべての⼈の⼈権が守られ、誰もがいきいきと暮らしている。
市⺠の多様な生き方を尊重し、すべての⼈が家族、地域、職場などあらゆる場所で活躍でき、男⼥一⼈ひとりがいきいきと暮らすことができるような社会が実現している。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

男⼥共同参画事業【企画調整課】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化
【基本施策】 1 ⼈権の教育・啓発、男⼥共同参画の推進

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

男⼥共同参画の推進

⼈権意識高揚率 39.0％
（平成21年度） 50.9％ 60.0％

⼈権の教育・啓発と相談体制の充実

⼈権相談開設件数

市の⾏政機関等における委員会等の⼥性
登⽤率

22回

14.0％

21回

15.6％

60回

47.0％

⼈権啓発活動事業【⼈権啓発推進課】、⼈権推進事業【⼈権啓発推進課】、⼈権教育推進事業【生涯学
習課】
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 ⼈権の教育・啓発、男⼥共同参画の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

⼈権啓発活動事業【⼈権啓発推進課】 2,408 千円 2,408 4,170 千円

⼈権施策基本方針に基づき、すべての⼈の⼈権が尊重されるよう、社会のあらゆる場にお
いて研修会や講演会等を実施して、⼈権問題を正しく理解し、差別のない明るいまちづくり
を目指し、市⺠と協同で啓発活動を⾏う事業

・⼈権講演会、映画会の開催
・啓発物資の購⼊
・各種イベント等での啓発活動

・⼈権講演会、映画会の開催
・啓発物資の購⼊
・各種イベント等での啓発活動

・⼈権に関する市⺠意識調査の
実施・報告書の作成
・各種イベント等での啓発活動

千円

2

⼈権推進事業【⼈権啓発推進課】 6,419 千円 5,898 5,898 千円

あらゆる⼈権問題の解決に向け、関係団体・職員を中心に専門的な研修会を実施し、更
なる⼈権意識の向上を図るとともに広域的な⾏政関係機関と連携を取り、指導・助⾔を仰
ぎながら、すべての⼈権が尊重され明るい社会づくりを推進する事業

・団体補助、協議会負担⾦
・⼈権相談所開設
・更生保護施設整備費補助⾦

・団体補助、協議会負担⾦
・⼈権相談所開設

・団体補助、協議会負担⾦
・⼈権相談所開設

千円

3

⼈権教育推進事業【生涯学習課】 3,927 千円 3,927 3,927 千円

さまざまな⼈権問題に対する理解と認識を深めるために、⼈権に関する講座や勉強会、⼈
権啓発作品の作成を通して、⼈権意識の高揚を図る事業

・⼈権啓発ポスターカレンダーの
作成
・じんけん学習講座の開催
・保護者学級・識字学級

・⼈権啓発ポスター・標語作品集
の発⾏
・じんけん学習講座の開催
・保護者学級・識字学級

・⼈権啓発ポスターカレンダーの
作成
・じんけん学習講座の開催
・保護者学級・識字学級

千円

146 千円

4

男⼥共同参画事業【企画調整課】 4,887 千円 146 千円

⼥性会議の参加団体が相互の連携を深め、協調して⼥性の地位向上と福祉の増進を図
るための実践活動の推進と、⼥性団体の充実した活動と地域社会の発展に寄与することを
目的とした男⼥共同参画社会の実現をめざす事業

・紀の川市⼥性会議の運営
・男⼥共同参画週間の啓発活
動
・男⼥共同参画推進プラン改定

・紀の川市⼥性会議の運営
・男⼥共同参画週間の啓発活
動

・紀の川市⼥性会議の運営
・男⼥共同参画週間の啓発活
動
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①目標が達成された姿

②目標の達成度を測る指標

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化
【基本施策】 2 小中学校教育の充実

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

安全で快適な教育環境が整った良好な教育環境の中で、知⼒、体⼒、⼈間⼒を磨く教育が⾏われ、健やかで思いやりがあり、基礎学⼒を備えた子どもたちが、地域に⾒守られ、い
きいきと生活している。

文部科学省・県などの研究指定の学校数 16校 21校 22校

ネイティブスピーカーによる英語授業サポート
充⾜率 50.0％ 100.0％ 100.0％

16校 21校 22校

0.80％

100.0％小中学校耐震化率（構造） 69.9％ 100.0％

紀の川市内の不登校児童生徒の出現率 1.14％ 1.44％

ホームページを整備している学校数
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化
【基本施策】 2 小中学校教育の充実

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

教育環境の充実

教育相談事業【学校教育課】

就学支援体制構築事業【学校教育課】

⼤学や企業との連携

基礎学⼒の向上

心の教育の充実

学校・地域・家庭の連携強化

スクールバス運⾏事業【教育総務課】、荒川中学校校舎等改築事業【教育総務課】、小学校非構造部材改
修事業【教育総務課】、中学校非構造部材改修事業【教育総務課】、小学校校務⽤パソコン整備事業【学
校教育課】、中学校校務⽤パソコン整備事業【学校教育課】、学校給⾷運営事業【学校教育課】

学校教育推進事業【学校教育課】、私⽴幼稚園運営補助事業【学校教育課】、小学校教育活動事業【学
校教育課】、中学校教育活動事業【学校教育課】
《関連事業》学校司書設置事業【学校教育課】
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 小中学校教育の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

25,069 千円

市内の私⽴幼稚園に対する運営補助および保護者に対して保育料の一部または全額を
補助することにより、幼児教育の推進を図る事業

・就園奨励費補助⾦
・第３子無料化補助⾦
・運営費補助⾦

・就園奨励費補助⾦
・第３子無料化補助⾦
・運営費補助⾦

・就園奨励費補助⾦
・第３子無料化補助⾦
・運営費補助⾦

2

私⽴幼稚園運営補助事業【学校教育課】 31,036 千円 26,273 千円

15,708 千円

生徒に「豊かな心」を⾝につけてもらうための体験活動や「確かな学⼒」の向上を図るための
実践研究などに対して補助⾦を交付する事業

・教材購⼊
・図書購⼊
・補助⾦交付

・教材購⼊
・図書購⼊
・補助⾦交付

・教材購⼊
・図書購⼊
・補助⾦交付

4

中学校教育活動事業【学校教育課】 13,694 千円 15,812 千円

12,733 千円

児童に「確かな学⼒」、「豊かな心」を⾝につけてもらうために、様々な学習や体験活動など
に対して補助⾦を交付する事業

・教材購⼊
・図書購⼊
・補助⾦交付

・教材購⼊
・図書購⼊
・補助⾦交付

・教材購⼊
・図書購⼊
・補助⾦交付
・教科書改訂指導書等購⼊

3

⼩学校教育活動事業【学校教育課】 12,310 千円 11,924 千円

13,897 千円

小中学校へ外国⼈英語講師を派遣することで生きた英語にふれる授業の実施や教職員の
能⼒向上に向け各種研修を実施することにより、学校教育の充実と推進を図る事業

・学齢期発達相談
・教職員研修会
・英語講師派遣

・学齢期発達相談
・教職員研修会
・英語講師派遣

・学齢期発達相談
・教職員研修会
・英語教師派遣
・社会科副読本印刷

1

学校教育推進事業【学校教育課】 13,330 千円 12,880 千円
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 小中学校教育の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

8

スクールバス運⾏事業【教育総務課】 21,059 千円 14,000 千円 14,126 千円

通学困難地域の遠距離通学となる児童生徒の効率的かつ安全な通学環境の整備のた
め、スクールバスを運⾏する事業

・スクールバスの運⾏
・荒川中・安楽川小スクールバス
購⼊(２台）

・スクールバスの運⾏ ・スクールバスの運⾏

就学前の障害のある園児とその保護者に早期支援コーディネーターによるサポートを実施す
ることで、就学指導や就学後の支援につなげる体制と個別の教育支援計画作成および活
動による切れ目のない支援を構築する事業

・早期支援コーディネーターの配
置
・早期支援連絡協議会の開催
・就学相談会の開催

・早期支援コーディネーターの配
置
・早期支援連絡協議会の開催
・就学相談会の開催

・早期支援コーディネーターの配
置
・早期支援連絡協議会の開催
・就学相談会の開催

10,980 千円

学校図書館の充実を図ることで、児童生徒の読書意欲と表現⼒・読解⼒の向上に繋げ、
想像⼒や探求心を養い、豊かな心を育む事業

・学校司書の設置（2名）
・図書館利⽤の啓発
・図書の管理

・学校司書の設置（5名）
・図書館利⽤の啓発
・図書の管理

・学校司書の設置（5名）
・図書館利⽤の啓発
・図書の管理

5

学校司書設置事業【学校教育課】 4,392 千円 10,980 千円

2,227 千円

7

就学⽀援体制構築事業【学校教育課】 2,166 千円 2,226 千円

8,448 千円

教育相談員を配置し、児童生徒、保護者および教員への教育相談を実施したり、貴志川
生涯学習センター内および旧粉河中学校内にそれぞれ適応指導（ほほえみ）教室を設
置し、不登校児童生徒の学校復帰を支援する事業

・適応指導教室設置
・教育相談員配置

・適応指導教室設置
・教育相談員配置

・適応指導教室設置
・教育相談員配置6

教育相談事業【学校教育課】 8,545 千円 8,446 千円
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 小中学校教育の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

昭和４５年改築当時の設計の不具合による⾬漏りが頻発している状況であり、他の学校
に⽐べ教室や廊下が狭く、新基準の机や椅子の利⽤ができない教室棟の改築を⾏うこと
で、安全安心な教育環境を整備する事業

・建築確認
・基本設計・実施設計業務

・中間検査
・監理業務
・工事請負

・完了検査
・監理業務
・工事請負

9

荒川中学校校舎等改築事業【教育総務課】 49,144 千円 710,520 千円

機械的不具合が多発する小学校の校務⽤パソコンを新型に更新することで、教職員の校
務の改善を図る事業

・校務⽤パソコンの購⼊
12

⼩学校校務⽤パソコン整備事業【学校教育課】 31,550 千円 千円 千円

屋内運動場や格技場の吊天井改修工事が⾏われていない学校の照明器具の落下防⽌
対策を実施し、バスケットゴール等の非構造部分の補強および撤去を⾏う事業
（H29年度実施：打⽥・荒川 H31年度実施：粉河）

・設計監理業務(２校)
・工事請負(２校)

・設計監理業務（1校)
・工事請負(1校)11

中学校非構造部材改修事業【教育総務課】 17,522 千円 千円 6,420 千円

千円

屋内運動場の照明器具の落下防⽌対策を実施し、バスケットゴール等の非構造部分の補
強および撤去を⾏う事業
（H29年度実施：鞆渕・調⽉）

・設計監理業務(２校)
・工事請負(２校)10

⼩学校非構造部材改修事業【教育総務課】 7,268 千円 千円

1,085,682 千円
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 小中学校教育の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

13

中学校校務⽤パソコン整備事業【学校教育課】 20,026 千円 千円 千円

機械的不具合が多発する中学校の校務⽤パソコンを新型に更新することで、教職員の校
務の改善を図る事業

・校務⽤パソコンの購⼊

14

学校給食運営事業【学校教育課】 243,428 千円 227,493 千円 227,991 千円

学校給⾷に地域の⾷材や市内で採れたフルーツを使⽤することで、児童・生徒の⾷への関
心を高め、「⾷育」、「地産地消」、「郷⼟愛の醸成」を推進する事業

・給⾷の提供
・フルーツ給⾷の実施
・調理施設の維持管理
・各種衛生検査の実施

・給⾷の提供
・フルーツ給⾷の実施
・調理施設の維持管理
・各種衛生検査の実施

・給⾷の提供
・フルーツ給⾷の実施
・調理施設の維持管理
・各種衛生検査の実施
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①目標が達成された姿

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化
【基本施策】 3 家庭教育の推進

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

子育て世帯に対して、地域と⾏政の協働により、助け合いや相談、仲間づくりなどの支援が⾏われ、それにより、家庭の教育⼒が高まり、基本的な生活習慣や生活能⼒、他⼈への
思いやりなどを⾝につけた子どもたちが、いきいきと生活している。

関係課と地域の連携による子育て家庭の支
援

家庭教育の推進

家庭教育推進事業の参加者数 862⼈ 3,126⼈

《取り組み》図書館での絵本読み聞かせ、きっずふれあい広場の開設

1,000⼈

家庭教育講座・読み聞かせ回数（年間） 88回 49回 93回
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①目標が達成された姿
地域住⺠が主体となって⻘少年を対象とした地域活動が⾏われ、地域住⺠が⾒守る環境の中で、子どもたちが健やかに成⻑している。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

防犯パトロール実施回数 243回 300回 250回

【基本施策】 4 地域での子どもの健全育成の推進

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

地域における子どもの健全育成の推進

子どもを取り巻く環境の浄化

⻘少年健全育成の関連組織・事業の⾒直
しと交流の活発化

⻘少年健全育成事業【生涯学習課】、地域子ども会活動支援事業【生涯学習課】、放課後子ども教室事業
【生涯学習課】
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 地域での子どもの健全育成の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

⻘少年健全育成事業【生涯学習課】 5,327 千円 5,327 5,327 千円

⻘少年の健全な育成と地域の教育⼒を高めるため、家庭・学校・地域が連携し、市⺠みん
なで⻘少年を⾒守り、育てていく事業

・少年少⼥発明クラブの開催
・⻘少年の⾒守り活動の実施
・「少年メッセージ」の開催
・⻘少年市⺠会議の研修開催

・少年少⼥発明クラブの開催
・⻘少年の⾒守り活動の実施
・「少年メッセージ」の開催
・⻘少年市⺠会議の研修開催

・少年少⼥発明クラブの開催
・⻘少年の⾒守り活動の実施
・「少年メッセージ」の開催
・⻘少年市⺠会議の研修開催

千円

3

放課後⼦ども教室事業【生涯学習課】 935 千円 935 935 千円

安全安心な子どもの活動拠点として、公⺠館や空教室を利⽤し、地域の方々の参画を得
ながら子どもたちが地域社会の中で心豊かに育まれる環境づくりを推進する事業

・放課後および⼟曜日等ルーム
開催子どもの居場所づくり教室
開催
・共育コミュニティ事業

・放課後および⼟曜日等ルーム
開催子どもの居場所づくり教室
開催
・共育コミュニティ事業

・放課後および⼟曜日等ルーム
開催子どもの居場所づくり教室
開催
・共育コミュニティ事業

千円

2,612 千円

2

地域⼦ども会活動⽀援事業【生涯学習課】 2,612 千円 2,612 千円

紀の川市地域活動連絡協議会に加盟している子ども会の活動を支援することにより、地域
の教育⼒向上につなげる事業

・補助⾦の交付
・ソフトドッジボール⼤会の開催
・指導者研修会の開催

・補助⾦の交付
・ソフトドッジボール⼤会の開催
・指導者研修会の開催

・補助⾦の交付
・ソフトドッジボール⼤会の開催
・指導者研修会の開催
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①目標が達成された姿
重要な文化財が保存整備されるとともに、市⺠や観光交流客などにも活⽤され、歴史や文化が豊かであるとの認識が高いまちとなっている。
市⺠の文化芸術活動が活発に⾏われ、かつ質の高い文化芸術を体験する機会も確保され、文化に親しみ、楽しむ心豊かな市⺠が、育ち、⾃由に活動できるまちとなっている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

紀の川市の豊かな歴史、文化財を活⽤した事業の実施時には、文化財サポーターが文化財の説明を⾏うなど、市⺠とともに活動事業を⾏い、多くの方々が参加し文化財に親しんで
もらえるようになっている。

⾃主文化事業【生涯学習課】、文化協会運営補助事業【生涯学習課】
《関連事業》生涯学習施設管理運営事業（粉河ふるさとセンター⼤規模修繕、貴志川生涯学習センター⼤
規模修繕）【生涯学習課】

100⼈

【基本施策】 5 歴史文化の継承、多様な文化・芸術を楽しめる環境づくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

市⺠の文化活動の充実

⾃主文化事業等来場者数 3,600⼈ 4,799⼈ 10,000⼈

文化財サポーター登録者数

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

文化財施設・事業への⼊館・参加者数 5,922⼈ 8,228⼈ 7,000⼈

文化財の保存と活⽤

53⼈ 46⼈

文化財保護事業【生涯学習課】、旧名⼿宿本陣整備事業【生涯学習課】
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

2

旧名手宿本陣整備事業【生涯学習課】 83,381 千円 107,484
市⺠の財産である文化財施設を後世に受け継いでいくために、重要文化財・国の史跡とし
てふさわしい整備を進める事業

・郡役所部材倉庫修繕
・郡役所復元実施設計
・史跡整備基本設計
・重要文化財修理・耐震診断等

・郡役所主屋工事・監理
・郡役所主屋防災工事・監理
・⼟塀実施設計
・耐震補強工事等

千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 5 歴史・文化の継承、多様な文化・芸術を楽しめる環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

53,308 千円

5,710

・郡役所⼟蔵等工事・監理
・郡役所⼟蔵等防災工事・監理
・⼟塀工事（⻄側）
・発掘調査等

粉河ふるさとセンター、貴志川生涯学習センターの２館において、市⺠が質の高い文化や
芸術に⾝近に触れることにより文化意識が向上し、心豊かに過ごせるように、⾳楽・演劇・
演芸・伝統芸能・映像など、様々な芸術文化事業を開催する事業

・ホール事業
・チラシ・ポスターによるイベントの
周知

・ホール事業
・チラシ・ポスターによるイベントの
周知

・ホール事業
・チラシ・ポスターによるイベントの
周知

千円

市⺠の重要な財産である文化財を次世代に受け継ぐための調査や整備に対する補助など
を⾏う事業

・埋蔵等調査
・歴史体験教室・企画展等の開催
・文化財の保護管理等への補助
・保護委員会の運営

・埋蔵等調査
・歴史体験教室・企画展等の開催
・文化財の保護管理等への補助
・保護委員会の運営

・埋蔵等調査
・歴史体験教室・企画展等の開催
・文化財の保護管理等への補助
・保護委員会の運営

千円

12,300 千円

1

文化財保護事業【生涯学習課】 5,710 千円 5,710

紀の川市文化協会に補助⾦を交付することで紀の川市の文化向上を図り、また、文化祭
を開催し、多くの市⺠参加を得ることで、紀の川市の文化振興および市⺠の交流を図る事
業

・文化協会補助 ・文化協会補助 ・文化協会補助
4

文化協会運営補助事業【生涯学習課】 4,035 千円 4,035 千円

3

自主文化事業【生涯学習課】 12,388 千円 12,300 千円

4,035 千円
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 5 歴史・文化の継承、多様な文化・芸術を楽しめる環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

千円千円

5

生涯学習施設管理運営事業（粉河ふるさとセンター⼤規模修繕）【生
涯学習課】 191,914

千円

6

千円 163,605
建築後２０年を経過し、施設全体の経年劣化が進んでいることから、⽼朽化に対する⼤
規模な修繕を⾏うことで、施設の耐久性を高め、機能を充実させるとともに施設の⻑寿命
化を図る事業

・外壁塗装の監理
・外壁・屋根改修工事
・舞台吊り物機構取替え工事
・⾃動火災報知機取替工事

・調光操作卓・調光盤の取替
・⾳響機材取替
・駐⾞場の舗装工事

建築後２０年を経過し、施設の空調設備および調光設備の経年劣化が進んでいることか
ら、⽼朽化に対する⼤規模な改修を⾏うことで、耐久性を高め、施設の⻑寿命化を図る事
業

・2階部分の空調改修
・設計監理委託
・舞台照明設備ﾎﾞｰﾀﾞｰｹｰﾌﾞﾙ交
換

・舞台調光設備改修
・設計監理委託

千円生涯学習施設管理運営事業（貴志川生涯学習センター⼤規模修繕）
【生涯学習課】 54,351 千円 85,536
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①目標が達成された姿
市⺠誰もが必要に応じて学び続けることができる環境が整備され、市⺠が主体的に⾃ら学習活動を⾏っている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

　

　

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化
【基本施策】 6 生涯学習の推進

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

生涯学習活動への参加者数 16.4万⼈ 17.7万⼈ 25.3万⼈

図書館利⽤者登録率（⼈口⽐） 28.7％ 38.0％ 33.0％

図書館貸し出し冊数（年間） 296,625冊 309,121冊 330,000冊

生涯学習の推進 社会教育推進事業【生涯学習課】、成⼈式事業【生涯学習課】

市⺠の⾃発的な学習活動支援

公⺠館活動の運営体制の⾒直しと活動の
充実

図書館活動の充実

生涯学習推進事業【生涯学習課】

公⺠館活動推進事業【生涯学習課】

図書館運営事業【生涯学習課】
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千円 1,300 千円

紀の川市における文化芸術の振興と生涯学習の推進を目的として子どもからお年寄りまで
楽しんでいただける市⺠参加型の総合イベントを開催し、地域間交流や世代間交流を図る
事業

・生涯学習フェスティバル
・「公⺠館へ⾏こらフェア」の開催

・生涯学習フェスティバル
・「公⺠館へ⾏こらフェア」の開催

・生涯学習フェスティバル
・「公⺠館へ⾏こらフェア」の開催3

生涯学習推進事業【生涯学習課】 1,377 千円 1,300

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 6 生涯学習の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

4

公⺠館活動推進事業【生涯学習課】 23,252 千円 23,252 23,252 千円

市⺠の交流の場である公⺠館を活⽤し、文化的な生活を営むための教養や技術を習得す
る講座やイベントを開催することにより、地域づくりの拠点である公⺠館で市⺠の学びを深
め、地域課題の解決を目指す事業

・公⺠館講座
・高齢者学級の開催

・公⺠館講座
・高齢者学級の開催

・公⺠館講座
・高齢者学級の開催

千円

1

社会教育推進事業【生涯学習課】 12,001 千円 12,001 12,001 千円

地域間格差の是正や効率化を図りながら、学習機会の充実と市⺠の生涯学習への参加
を促進するとともに、指導者をはじめとする⼈材の育成を図る。また、地域で活躍する生涯
学習活動団体への支援を⾏う事業

・社会教育委員会議
・社会教育指導員会議
・社会教育主事講習
・近畿社会教育研究⼤会参加

・社会教育委員会議
・社会教育指導員会議
・社会教育主事講習
・近畿社会教育研究⼤会参加

・社会教育委員会議
・社会教育指導員会議
・社会教育主事講習
・近畿社会教育研究⼤会参加

千円

1,600 千円

2

成⼈式事業【生涯学習課】 1,600 千円 1,600 千円

新成⼈⾃らが実⾏委員を経験し、企画・運営を⾏政との協働により実施することで、生涯
学習活動の一環を体験するとともに、実⾏委員のみならず、参加者も心に残るような成⼈
式の実施を目指す事業

・式典
・⾃主イベント
・芸能イベント

・式典
・⾃主イベント
・芸能イベント

・式典
・⾃主イベント
・芸能イベント
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 6 生涯学習の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

5

図書館運営事業【生涯学習課】 38,149 千円 38,100 38,100 千円

生涯学習を推進していくための基盤となる図書館において、読み聞かせ会やイベントを⾏う
など、より多くの地域住⺠が図書に親しむための事業

・イベント事業の実施
・新刊図書購⼊

・イベント事業の実施
・新刊図書購⼊

・イベント事業の実施
・新刊図書購⼊

千円
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①目標が達成された姿

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

　

【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化
【基本施策】 7 スポーツ環境の充実

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

市⺠の暮らしの中にスポーツが定着し、子どもから高齢者まで幅広い年代の⼈が、気軽にスポーツに親しみ、またそのための施設環境が整備され、市⺠が健康で心⾝ともに元気で暮ら
している。

日常的にスポーツを⾏っている市⺠の割合 21.9％ 24.2％ 65.0％

社会体育施設の利⽤者数 371,715⼈ 410,577⼈ 433,200⼈

20.0％

地域でのスポーツ活動の振興 スポーツフェスティバル事業【生涯スポーツ課】、スポーツ教室･⼤会等事業【生涯スポーツ課】、スポーツ少年団
運営事業【生涯スポーツ課】、生涯スポーツ振興事業【生涯スポーツ課】、体育協会運営事業【生涯スポーツ
課】、スポーツ交流事業【生涯スポーツ課】

都市公園整備事業【都市計画課】

《再掲》スポーツ教室･⼤会等事業【生涯スポーツ課】

スポーツ施設の充実と適切な管理

総合型地域スポーツクラブの育成

スポーツ少年団への加⼊率 18.8％ 17.0％
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 7 スポーツ環境の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

482 千円

少子高齢化、生活環境の利便化に伴う⾝体運動不⾜、コミュニティ感情の希薄化に対応
するため、他世代が多志向に多種目のスポーツを親しむことができ、⾃主的に⾃⼰の健康
状態に応じたスポーツを⾏える機会を提供する事業

・ウオークラリー
・トレーニングルーム無料開放
・ニュースポーツ等開催

・スポーツイベント
・トレーニングルーム無料開放
・ニュースポーツ等開催

・スポーツイベント
・トレーニングルーム無料開放
・ニュースポーツ等開催

千円

1

スポーツフェスティバル事業【生涯スポーツ課】 482 千円 482

3,164 千円

体⼒テストやスポーツ活動はもとより、社会活動や野外活動を通じ、スポーツへの参加機会
の提供と体⼒向上を図ることにより、⼈格形成とともに地域スポーツの活性化を促進する事
業

・⼊団式、体⼒テストの実施
・那賀地方スポ少指導者協議会
負担⾦
・加盟団体への運営補助

・⼊団式、体⼒テストの実施
・那賀地方スポ少指導者協議会
負担⾦
・加盟団体への運営補助

・⼊団式、体⼒テストの実施
・那賀地方スポ少指導者協議会
負担⾦
・加盟団体への運営補助

千円

3

スポーツ少年団運営事業【生涯スポーツ課】 3,164 千円 3,164

3,734 千円

多彩なスポーツ教室・⼤会等を展開し、市⺠がスポーツに親しむ機会を増やすとともに、
ニュースポーツの普及や体⼒テストなどで生涯スポーツを推進し、健康維持を支援する事業

・スポーツ教室の開催
・桃源郷ハーフマラソン補助⾦
・ジュニア駅伝参加補助⾦
・総合型スポーツクラブ補助⾦

・スポーツ教室の開催
・桃源郷ハーフマラソン補助⾦
・ジュニア駅伝参加補助⾦
・総合型スポーツクラブ補助⾦

・スポーツ教室の開催
・桃源郷ハーフマラソン補助⾦
・ジュニア駅伝参加補助⾦
・総合型スポーツクラブ補助⾦

千円

2

スポーツ教室・⼤会等事業【生涯スポーツ課】 3,734 千円 3,734

1,298 千円

4

生涯スポーツ振興事業【生涯スポーツ課】 1,298 千円 1,298 千円

市⺠一⼈ひとりがスポーツに親しみながら、健康で活⼒あふれる生活ができるよう生涯スポー
ツの実現を目指す事業

・県レクリエーション協会負担⾦
・スポーツ⼤会派遣補助⾦

・県レクリエーション協会負担⾦
・スポーツ⼤会派遣補助⾦

・県レクリエーション協会負担⾦
・スポーツ⼤会派遣補助⾦
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【政策目標】 2 「⼈づくり」すこやかで感性豊かな⼈が育つまち
【施策目標】 2 教育・文化

事業内容 事業内容

【基本施策】 7 スポーツ環境の充実

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

4,703 千円

健康な体づくりの推進、生涯スポーツの推進を図るため、加盟団体に活動補助⾦・事業運
営補助⾦を交付し、各種⼤会およびスポーツ教室を開催する事業

・加盟団体への活動補助
・加盟団体が主催する事業への
補助

・加盟団体への活動補助
・加盟団体が主催する事業への
補助

・加盟団体への活動補助
・加盟団体が主催する事業への
補助

千円

5

体育協会運営事業【生涯スポーツ課】 4,703 千円 4,703

千円

紀の川市と学校法⼈日本体育⼤学が相互のスポーツ交流などで、それぞれが有する資源
を活⽤して、互いの一層の発展ならびに更なる社会貢献を図る事業

・児童派遣
・日体⼤からの競技別専門員招
聘

・児童派遣
・日体⼤からの競技別専門員招
聘

千円

6

スポーツ交流事業【生涯スポーツ課】 1,196 千円 1,196

千円 千円

紀の川市⺠公園内にゲートボール場および駐⾞場等の整備をする事業 ・⽤地買収、物件補償
・本工事7

都市公園整備事業【都市計画課】 17,800 千円
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①目標が達成された姿
秩序ある⼟地取引、計画的な⼟地利⽤や都市基盤の整備により、市⺠が豊かな生活を送っている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

　

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

調査⾯積に対する地籍調査の進捗率 52.5％ 76.4％ 65.2％

【基本施策】 1 計画的な⼟地利⽤と都市基盤の整備

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

緑豊かで良好な住宅地の整備誘導

⼟地の権利関係の調査と適正な管理

計画的な⼟地利⽤の規制誘導と都市基盤
整備の計画的な推進

県営街路事業【都市計画課】、⼟地利⽤方針策定事業【都市計画課】、都市計画マスタープラン策定事業
【都市計画課】

市営住宅改修事業【住宅管理課】、住宅マスタープラン等策定事業【住宅管理課】

地籍調査事業【地籍調査課】
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 計画的な⼟地利⽤と都市基盤の整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

県営街路事業【都市計画課】 18,533 千円 千円

県が実施する都市計画道路（松井⽯町線）の改良事業に対し、事業経費の一部を負
担（市負担：1/6）する事業

・負担⾦（工事）

千円

2

⼟地利⽤⽅針策定事業【都市計画課】 150 千円 1,993 千円

紀の川都市計画区域内に⽤途地域等を指定するための調査検討を⾏う事業 ・関係機関、地元調整 ・都市計画図の作成

千円

4

市営住宅改修事業【住宅管理課】 16,686 千円 36,000 36,738 千円

住宅困窮者に対して低廉な家賃の住宅を提供するため、経年劣化による市営住宅の修
繕および空家住宅の有効活⽤のための修繕を実施するとともに、浄化槽法等に定められた
点検・検査を実施し、健全な住宅環境の維持・管理を⾏う事業

・住宅の耐震診断47棟
・下野井改良住宅駐⾞場整備

・市営住宅⻑寿命化修繕工事 ・市営住宅⻑寿命化修繕工事

千円

千円

3

都市計画マスタープラン策定事業【都市計画課】 千円 26,000 千円

現⾏の都市計画マスタープランの⾒直しを⾏なう事業 ・都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定業務
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 計画的な⼟地利⽤と都市基盤の整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

5

住宅マスタープラン等策定事業【住宅管理課】 千円 5,500 千円 千円

市⺠の快適な住環境の確⽴、良好な⺠間住宅地の整備促進、空家対策の円滑な進捗
のため、住生活基本法に基づく住生活基本計画(全国計画)や和歌⼭県きのくに住宅マス
タープランを基本として、「紀の川市住宅マスタープラン」を策定する事業

・住宅マスタープラン策定
・紀の川市営住宅⻑寿命化計
画⾒直し

6

地籍調査事業【地籍調査課】 271,667 千円 343,660 千円 368,180 千円

国⼟調査法に基づき⼟地所有者、地番、地目、⾯積等を調査し、地籍図、地籍簿を作
成する事業

・⾯積算定および閲覧
・一筆地調査および測量
・調査図素図の作成

・⾯積算定および閲覧
・一筆地調査および測量
・調査図素図の作成

・⾯積算定および閲覧
・一筆地調査および測量
・調査図素図の作成
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①目標が達成された姿
公共交通網が維持され、市⺠や観光交流客に対して適正な移動サービスが提供されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤
【基本施策】 2 公共交通網の整備

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

コミュニティバス等の年間利⽤者数 139,235⼈ 143,474⼈ 172,000⼈

公共交通機関の利便性向上対策・利⽤率
向上対策の推進 貴志川線存続支援事業【企画調整課】、地域公共交通網形成計画策定事業【企画調整課】

コミュニティバスの運⾏

和歌⼭電鐵貴志川線の年間利⽤者数 2,182,000⼈ 2,213,300⼈ 2,500,000⼈

地域巡回バス運⾏補助事業【企画調整課】、路線バス運⾏補助事業【企画調整課】
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 公共交通網の整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

3

地域巡回バス運⾏補助事業【企画調整課】 45,127 千円 46,000 46,000 千円

⼭間部等の公共交通空白地域を中心とした公共交通空白地域の解消を図るとともに、市
⺠（特に、高齢者や学生等の交通弱者）の日常生活の移動⼿段を確保することを目的
として地域巡回バスを運⾏する事業

・地域巡回バスの運⾏
・デマンドタクシーの運⾏
・利⽤啓発活動

・地域巡回バスの運⾏
・デマンドタクシーの運⾏
・利⽤啓発活動

・地域巡回バスの運⾏
・デマンドタクシーの運⾏
・利⽤啓発活動

千円

1

貴志川線存続⽀援事業【企画調整課】 51,440 千円 38,220 24,750 千円

貴志川線運営のため、鉄道施設の安全輸送に係る国庫補助対象の設備更新等に対し、
和歌⼭県、和歌⼭市と共同で10年間、上限、総額12億4,790万円（市負担：2億
7,763万円）を財政的に支援するとともに、事業者、地域、⾏政および各種団体等で構
成する「貴志川線運営委員会」において、利⽤促進と沿線のまちづくりの推進を図る事業

・貴志川線存続支援事業補助
(設備更新)
・貴志川線運営協議会負担⾦

・貴志川線存続支援事業補助
(設備更新)
・貴志川線運営協議会負担⾦

・貴志川線存続支援事業補助
(設備更新)
・貴志川線運営協議会負担⾦

千円

千円

2

地域公共交通網形成計画策定事業【企画調整課】 3,000 千円 9,000 千円

利⽤者アンケート、国勢調査のデータ、地域巡回バス・紀の川コミュニティバス・路線バス等
の利⽤状況等の調査を⾏い、客観的な指標に基づき、紀の川市の状況に応じたバス路線
を検討し、地域公共交通網形成計画を策定する事業

・地域巡回バス・紀の川コミュニ
ティバス・路線バス等の現状調査

・地域公共交通網形成計画策
定

4

路線バス運⾏補助事業【企画調整課】 23,177 千円 24,000 千円 24,000 千円

⼤阪府・岩出市への日常的な移動⼿段を確保し、住⺠の利便性を向上するために、路線
バス粉河熊取線の運⾏補助を⾏うとともに、岩出市と共同で紀の川コミュニティバスの運⾏
を実施する事業

・紀の川コミュニティバスの運⾏
・粉河熊取バスの運⾏補助

・紀の川コミュニティバスの運⾏
・粉河熊取バスの運⾏補助

・紀の川コミュニティバスの運⾏
・粉河熊取バスの運⾏補助
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①目標が達成された姿
道路が計画的に整備され、市⺠が安全かつ快適に利⽤している。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

　

　

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤
【基本施策】 3 道路網の計画的な整備

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

市道上野庁舎前線進捗率 0.0％ 45.0％ 70.0％

市道改良進捗率 31.7％ 33.6％ 35.2％

市道調⽉三和線進捗率 0.0％ 　　－
（平成27年度完了） 100.0％

生活道路の整備

道路の適正な維持管理の推進

京奈和関空連絡道路の計画促進のための
取り組み

幹線道路の整備促進

京奈和関空連絡道路促進事業【建設総務課】

市道等改良事業（市道佐川水源地線）【道路河川課】、道路整備等補助事業【道路河川課】

道路台帳整備事業【建設総務課】、橋りょう維持修繕事業【道路河川課】、橋りょう点検調査事業【道路河
川課】、市道等維持修繕事業【道路河川課】、道路メンテナンス事業【道路河川課】、交通安全施設整備事
業【道路河川課】

社会資本整備道路改良事業（市道上野庁舎前線、市道東国分⾚尾線、市道粉河65号線、市道中学校
連絡線、市道中93号線）【道路河川課】
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

1

京奈和関空連絡道路促進事業【建設総務課】 2,150 千円 250 千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 道路網の計画的な整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

250 千円

京奈和⾃動⾞道紀の川ICから阪和⾃動⾞道上之郷ICへの直結道路を「京奈和関空連
絡道路」と称し、その建設を国⼟交通省の直轄事業としての実現を目指すため、関係機関
への要望活動（国⼟交通省・⼤阪府・和歌⼭県）およびその整備効果を検証する事業

・総会開催
・要望活動
・啓発活動
・整備効果の検証

・総会開催
・要望活動
・啓発活動

・総会開催
・要望活動
・啓発活動

市の幹線として、主要公共施設へのアクセス道路等の整備を推進し、地域の利便性や安
全性の向上と地域産業の発展を図る事業

・⽤地買収
・物件補償
・本工事

・本工事
・付帯工事

千円

2

社会資本整備道路改良事業（市道上野庁舎前線）【道路河川課】 200,100 千円 200,000 千円

80,000 千円

市の幹線として、主要公共施設へのアクセス道路に歩道を整備し、地域の利便性や安全
性の向上と地域産業の発展を図る事業

・詳細設計
・調査業務
・⽤地買収
・物件補償

・⽤地買収
・物件補償

・⽤地買収
・物件補償
・本工事

3

社会資本整備道路改良事業（市道東国分赤尾線）【道路河川課】 30,000 千円 50,000 千円

千円

市の幹線として、主要公共施設へのアクセス道路等の整備を推進し、地域の利便性や安
全性の向上と地域産業の発展を図る事業

・本工事
・附帯工事4

社会資本整備道路改良事業（市道粉河65号線）【道路河川課】 80,000 千円 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 道路網の計画的な整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

184,865 千円

交通の安全性と通⾏性の向上を図るため、地元要望等を基に地域性・費⽤対効果を考
慮し利便性の高い生活道路の整備を進める事業

・設計業務
・工事
・⽤地買収
・物件補償

・設計業務
・工事
・⽤地買収
・物件補償

・設計業務
・工事
・⽤地買収
・物件補償

・詳細設計
･⽤地買収
･物件補償

・詳細設計
･⽤地買収
･物件補償

7

市道等改良事業（市道佐川水源地線）【道路河川課】 2,000 千円 10,000 千円

8

市道等改良事業【道路河川課】 189,504 千円 181,504 千円

5

社会資本整備道路改良事業（市道中学校連絡線）【道路河川課】 32,800 千円 千円

6

社会資本整備道路改良事業（市道中93号線）【道路河川課】 40,000 千円 30,000 千円 30,000 千円

10,000 千円

県の佐川改修と併せ、主要公共施設へのアクセス道路等の整備を推進し、地域の利便性
や安全性の向上と地域産業の発展を図る事業

・詳細設計

千円

粉河駅南北間の⾃転⾞および歩⾏者の通⾏の利便性や安全性の向上と地域の発展を
図る事業

・JR敷地の⽤地測量および⽤地
買収

県道より貴志駅周辺へのアクセス道路等の整備を推進し、地域の利便性や安全性の向上
と地域産業の発展を図る事業

・⽤地買収
・物件補償

・本工事 ・本工事
・附帯工事

70



【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 道路網の計画的な整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

新規路線認定箇所および道路改良工事等に伴い変化のあった箇所の道路台帳の補正を
⾏い、整備を図る事業

・道路台帳の整備（国・県から
市に移管される道路を含む）

・道路台帳の整備（国・県から
市に移管される道路を含む）

・道路台帳の整備

5,000 千円

12

橋りょう点検調査事業【道路河川課】 54,028 千円 54,028 千円

81,482 千円

従来の対症療法型の管理から、損傷が⼤きくなる前に予防的な対策を実施する予防保全
型の管理に転換し、橋りょうの⻑寿命化を図るとともに、修繕費⽤の縮減を図るため、⻑寿
命化修繕計画に基づく補修設計・補修工事を⾏う事業

・補修設計
・補修工事

・補修設計
・補修工事

・補修設計
・補修工事11

橋りょう維持修繕事業【道路河川課】 80,000 千円 80,000 千円

・道路整備、水路整備にかかる
補助⾦の交付

・道路整備、水路整備にかかる
補助⾦の交付

37,686 千円

平成26年の道路法施⾏規則の一部改正により、⽼朽化がすすむ橋りょうの点検を5年ごと
に実施することが必要となったことを受け、市道に架かる橋を5年毎に定期点検する事業

・点検調査 ・点検調査 ・点検調査

5,130 千円

関係⼾数２⼾以上の集落道路および共同利⽤下排水路において、⾃治区が実施する新
設・改良・舗装・維持修繕・交通安全施設整備に要する費⽤の２分の１を補助する事業

・道路整備、水路整備にかかる
補助⾦の交付

10

道路台帳整備事業【建設総務課】 8,478 千円 5,000 千円

9

道路整備等補助事業【道路河川課】 5,036 千円 5,036 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 道路網の計画的な整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

13

市道等維持修繕事業【道路河川課】 120,022 千円 120,022 千円

9,249 千円

道路パトロールおよび地域からの要望により危険箇所を把握し、カーブミラー・ガードレール等
安全施設の整備を⾏う事業

・カーブミラー45箇所
・防護柵25箇所
・区画線20箇所

・カーブミラー45箇所
・防護柵25箇所
・区画線20箇所

・カーブミラー45箇所
・防護柵25箇所
・区画線20箇所

15

交通安全施設整備事業【道路河川課】 9,080 千円 9,080 千円

30,556 千円

⽼朽化が進む幹線市道の円滑な管理を図るため、橋りょう・舗装⾯・道路付属物・法⾯な
ど、道路施設の損傷状態を把握し、状況に応じて補修を⾏う事業

調査結果に基づき、修繕必要施
設の設計業務および修繕工事

調査結果に基づき、修繕必要施
設の設計業務および修繕工事

路⾯調査・調査結果に基づき、
修繕必要施設の設計業務およ
び修繕工事

122,245 千円

破損もしくは⽼朽化した道路施設について、緊急性の高い箇所を優先的に補修等を⾏い、
草刈等についても⾃治区や団体等に委託して適切な維持管理を⾏う事業

・市道草刈清掃
・市道融解材散布
・市道修繕工事

・市道草刈清掃
・市道融解材散布
・市道修繕工事

・市道草刈清掃
・市道融解材散布
・市道修繕工事

14

道路メンテナンス事業【道路河川課】 25,000 千円 25,000 千円
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①目標が達成された姿
水道水が安定的に供給され、市⺠が安心して利⽤している。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

　

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

水道施設耐震化率 11.0％ 36.3％ 41.0％

【基本施策】 4 水道水の安定的な供給

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

普及率の向上と安定供給に向けた取り組み
の推進

水道事業の安定経営に向けた取り組みの推
進

計画的な維持管理の推進 中央監視・遠隔監視システム更新事業【水道工務課】、横⾕配水池移設事業【水道工務課】、花野・貴志
川浄水場ろ過池整備事業【水道工務課】、諸井橋添架管移設事業【水道工務課】、水道添架管調査事業
【水道工務課】、配水池等耐震化事業【水道工務課】、粉河中央配水池修繕事業【水道工務課】、管路整
備事業【水道工務課】

水道料⾦滞納整理業務委託事業【水道総務課】、水道事業運営審議会事業【水道総務課】、一般管理事
業（簡易水道事業法適⽤化整備）【水道総務課】、水道事業繰出⾦（基準外）【水道総務課】、水道事
業出資⾦（基準外）【水道総務課】

粉河・那賀間連絡管布設事業【水道工務課】、粉河高区配水池更新事業【水道工務課】、切畑低区配水
池更新事業【水道工務課】、⿇生津簡易水道取水井整備事業【水道工務課】、地元管理飲料水供給施設
整備補助事業【環境衛生課】
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 水道水の安定的な供給

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

50,000 千円

水道の安全・安定供給を⾏うため、貴志川浄水場1号ろ過池の砂補充と洗浄、花野浄水
場3号ろ過池と貴志川浄水場4号ろ過池の更生を⾏う事業

・花野浄水場３号ろ過池更生 ・貴志川浄水場４号ろ過池ろ過
砂補充3

花野・貴志川浄水場ろ過池整備事業【水道⼯務課】 49,896 千円 千円

千円

水道の安全・安定供給を⾏うため、⽼朽化している各浄水場に設置されている中央監視・
遠隔監視システムを更新する事業

・PC端末設置、中央監視・遠隔
監視システム更新（粉河浄水
場）

1

中央監視・遠隔監視システム更新事業【水道⼯務課】 千円 160,000 千円

千円

水道の安全・安定供給を⾏うため、⽼朽化している横⾕配水地を移設し、新たに80㎥ステ
ンレス製の配水池を築造する事業

・送配水管布設（直径75㎜・
150㎜、新規延⻑180m　布設
替延⻑789m）
・電気計装設備整備

2

横谷配水池移設事業【水道⼯務課】 87,470 千円 千円

千円

那賀振興局建設部が実施する県道岩出・野上線道路改良工事にともない、諸井橋に延
⻑180m、直径200㎜の配水管を添架替する事業

・添架工事（直径200㎜、工事
延⻑90ｍ）4

諸井橋添架管移設事業【水道⼯務課】 38,292 千円 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 水道水の安定的な供給

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

187,083 千円

水道の安定供給を図るため、新規配管の布設や⽼朽化した送・配水管の布設替を⾏う事
業

・⽼朽管・新規配管設計業務委
託
・工事延⻑1593ｍ

・⽼朽管・新規配管設計業務委
託
・工事延⻑2850ｍ

・⽼朽管・新規配管設計業務委
託
・工事延⻑2850ｍ

8

管路整備事業【水道⼯務課】 79,136 千円 187,083 千円

6,000 千円

⼤規模災害により水道施設が被災した場合、給水支援や復旧工事までに⻑期の断水を
余儀なくされることを想定し、配水池の耐震診断を⾏い、必要により耐震工事等を⾏うこと
で、被災時の水確保に備え、⽼朽化し耐震性に問題のある水道施設の改修等を⾏い、災
害に強い施設として整備する事業

・佃中継ﾎﾟﾝﾌﾟ所⽤地買収等 ・佃中継ﾎﾟﾝﾌﾟ所耐震化工事 ・桃⼭第３配水池耐震化工事
実施設計6

配水池等耐震化事業【水道⼯務課】 629 千円 30,000 千円

20,000 千円

直径75㎜以上の添架管および河川、水路等を横断している水道管339箇所の点検調
査により架替等のランク分けを⾏い、その結果に基づき平成28年度から修繕、架替工事を
実施する事業

・修繕および架替等工事 ・修繕および架替等工事 ・修繕および架替等工事
5

水道添架管調査事業【水道⼯務課】 20,000 千円 20,000 千円

朝⼣のピーク時に生じる水量不⾜への対応や災害時の安定供給を図るため、漏水のため
未使⽤となっている粉河中央配水池（1,500㎥）を修繕する事業

・修繕工事
7

粉河中央配水池修繕事業【水道⼯務課】 40,000 千円 千円 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 水道水の安定的な供給

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

12,000 千円

粉河・那賀間に連絡管整備を⾏うことで粉河高区配水池給水区域の水道使⽤ピーク時に
懸念されている水量不⾜の解消が図れるため、⽼朽化した粉河高区配水池を更新する事
業

・測量設計業務
10

粉河⾼区配水池更新事業【水道⼯務課】 千円 千円

9

粉河・那賀間連絡管布設事業【水道⼯務課】 5,500 千円 30,000 千円 30,000 千円

粉河給水区と那賀給水区に延⻑730m、直径150㎜の連絡管を布設し、⻄野⼭中継ポ
ンプ所の改造を⾏うことで、粉河高区配水池給水区域の水道使⽤ピーク時に懸念されてい
る水量不⾜の解消を図る事業

・設計業務 ・連絡管布設
（直径150㎜、工事延⻑365
ｍ）

・連絡管布設
（直径150㎜、工事延⻑365
ｍ）

9,057 千円

水道の安全・安定供給を⾏うため、⽼朽化している切畑低区配水池を更新し、送・配水
管の配管替を実施する事業

・測量設計、⽤地補償
11

切畑低区配水池更新事業【水道⼯務課】 千円 千円

千円

取水井⼾の水量不⾜等に対応するため、現在、1井しかない⿇生津簡易水道の井⼾を増
設する事業

・変更認可
・測量設計
・⽤地補償

・取水井整備
・ポンプ、送水管12

⿇生津簡易水道取水井整備事業【水道⼯務課】 10,000 千円 35,000 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 水道水の安定的な供給

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

地元管理飲料水供給施設に必要な最小限度の建物の建築費、配管布設工事費および
施設の改修費に補助⾦を交付する事業

・飲料水供給施設補助⾦の交
付

・飲料水供給施設補助⾦の交
付

・飲料水供給施設補助⾦の交
付

44,036 千円

水道料⾦滞納額の減少と水道使⽤者相互の負担の公平性確保を目的として、水道料⾦
の滞納整理業務を⺠間事業者に委託する事業

・水道料⾦滞納整理業務
・申請書受付・開閉栓業務

・水道料⾦滞納整理業務
・申請書受付・開閉栓業務

・水道料⾦滞納整理業務
・申請書受付・開閉栓業務
・検針業務、集⾦業務
・調定業務

紀の川市水道事業基本計画に基づき、平成３０年度から地方公営企業法の法適⽤化
されていない簡易水道事業業について、法適化（水道事業との会計統合）へ移⾏するに
あたり整備されていない固定資産情報等の整備および水道料⾦システム等の改修を⾏う
事業

・簡易水道事業の資産調査・評
価
・水道料⾦システム等改修

14

水道料⾦滞納整理業務委託事業【水道総務課】 12,744 千円 12,744 千円

294 千円

使⽤者等から選任した委員で構成する水道事業運営審議会を開催し、水道事業の運営
状況についての審議や市⻑からの諮問について検討・協議を⾏う事業

・水道事業運営審議会の開催
（年３回）

・水道事業運営審議会の開催
（年３回）

・水道事業運営審議会の開催
（年３回）15

水道事業運営審議会事業【水道総務課】 294 千円 294 千円

16

⼀般管理事業（簡易水道事業法適⽤化整備）【水道総務課】 10,800 千円 千円

1,830 千円

13

地元管理飲料水供給施設整備補助事業【環境衛生課】 1,830 千円 1,830 千円

千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 水道水の安定的な供給

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

18

水道事業出資⾦（基準外）【水道総務課】 4,061 千円 90,814 千円 51,490 千円

水道事業の辺地債元⾦償還⾦等に対して、一般会計から公営企業会計（水道事業会
計）への出資を⾏う事業

・水道事業会計への出資 ・水道事業会計への出資 ・水道事業会計への出資

4,326 千円

水道事業の辺地債利子償還⾦等に対して、一般会計から公営企業会計（水道事業会
計および簡易水道事業特別会計）への繰り出しを⾏う事業

・水道事業会計への繰出
・簡易水道事業会計への繰出

・水道事業会計への繰出 ・水道事業会計への繰出
17

水道事業繰出⾦（基準外）【水道総務課】 28,076 千円 15,435 千円
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①目標が達成された姿
情報通信基盤が整備され、市内全域で高速情報通信サービスが利⽤できる。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤
【基本施策】 5 情報通信基盤の整備

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

地域情報通信基盤の整備

ブロードバンド世帯普及率 52.0％ 62.0％ 60.0％

地域情報化の推進 地域情報通信基盤管理運営事業【情報推進課】

《再掲》地域情報通信基盤管理運営事業【情報推進課】
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 5 情報通信基盤の整備

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

地域情報通信基盤管理運営事業【情報推進課】 34,323 千円 44,026 36,314 千円

光ファイバーで建設した情報通信網の維持管理を⾏い⺠間事業者に貸し出すことで、⼭あ
いの地域に、難視聴を解消するケーブルテレビや高速インターネットなどのサービスを提供する
事業

・設備維持管理、修繕 ・設備維持管理、修繕 ・設備維持管理、修繕

千円
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①目標が達成された姿
治⼭、治水、ため池防災事業が進められ、災害に対して安全性が高い生活を送っている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

　

　

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤
【基本施策】 6 災害に強い安全なまちづくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

⼟砂災害被害の件数 14件 1件 ―

紀の川の治水対策事業の促進 国営総合農地防災事業【農地課】

準⽤河川管理と農業⽤施設の整備

⼟砂災害防⽌対策の促進

ため池整備の推進

準⽤河川管理事業【道路河川課】

急傾斜地維持管理事業【道路河川課】

県営ため池等整備事業【農地課】、震災対策農業水利施設整備事業【農地課】
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 6 災害に強い安全なまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

国営総合農地防災事業【農地課】 28,989 千円 18,389 1,489 千円

農地の宅地化や道路の舗装整備等により、⼟地利⽤の変化が著しく変化し、農地が本来
有していた洪水調整機能が失われつつあるので、排水機や農業⽤水路等の基盤機能を回
復させる事業

・事業要望活動
・水路工490m(C水路)
・水路工519m(小⽥井粉河排
水路)

・事業要望活動
・水路工340m(C水路)

・事業要望活動

千円

3

急傾斜地維持管理事業【道路河川課】 1,410 千円 1,410 1,437 千円

急傾斜地崩壊対策により施工した法⾯の維持管理草刈を⾏う事業 ・急傾斜⾯の維持管理 ・急傾斜⾯の維持管理 ・急傾斜⾯の維持管理

千円

2

準⽤河川管理事業【道路河川課】 1,000 千円 1,000 1,019 千円

準⽤河川において、⼟砂の堆積や護岸の⽼朽化等により排水機能が低下し、豪⾬などに
おける河川氾濫等を未然に防ぐため維持修繕を⾏う事業

・準⽤河川の浚渫等維持管理 ・準⽤河川の浚渫等維持管理 ・準⽤河川の浚渫等維持管理

千円

10,480 千円

4

県営ため池等整備事業【農地課】 18,428 千円 33,998 千円

ため池築造後、⻑期間経過し⽼朽化が著しいため池や、防災上構造に不安がある、ため
池について、改修を⾏い豪⾬等の災害時の被害を未然に防⽌する事業

・全⾯改修(⻄の池、中の池、春日
池、奥ノ池)
・部分改修(⾚⼭池、妙⾒池、桜池
(調⽉)

・全⾯改修(中の池、春日池、奥ノ
池)
・部分改修(⾚⼭池、熊ノ倉池、小
池、桜池(調⽉)、野末池)

・全⾯改修(中の池、上新池、野上
⼤池、あさお池)
・部分改修(熊ノ倉池、小池、箕⾕
池、野末池、地獄⾕池、狩場池)
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤

事業内容 事業内容

【基本施策】 6 災害に強い安全なまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

千円 20,471 千円

震災に起因する災害に備え、ため池の改修計画を、より加速化させるための計画を策定す
る事業

・ため池計画書作成　４箇所
・ハザードマップ作成　５６箇所

・ため池計画書作成　６箇所
・ハザードマップ作成　５６箇所

・ため池計画書作成　4箇所5

震災対策農業水利施設整備事業【農地課】 50,251 千円 60,301
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①目標が達成された姿
緑の豊かな⼭林緑地や季節毎に彩りを変える農地と集落やまち並みが調和した美しいふるさと景観が維持され、魅⼒あるまちが形成されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 1 都市基盤
【基本施策】 7 美しいふるさと景観のまちづくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

屋外広告物に関する適正な誘導

未届け屋外広告物の件数 2,700件 2,633件 2,500件

景観形成に関する基本方針の検討
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①目標が達成された姿
企業誘致や企業が増加し、就業しやすい環境が整備され、本市で働く⼈が増加している。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

　

　

　

商工業資⾦利子補給事業【商工観光課】

雇⽤対策事業【商工観光課】、シルバー⼈材センター運営補助事業【商工観光課】市内雇⽤の促進

既存企業の振興や新規起業の支援

就労支援

⽴地企業連絡協議会会員雇⽤⼈数
（うち地元雇⽤者数）

地域職業相談室年間雇⽤契約成⽴数 420⼈ 396⼈ 450⼈

1,679⼈ 1,745⼈ 2,201⼈
599⼈ 696⼈ 738⼈

シルバー⼈材センターへの加⼊会員数 373⼈ 351⼈ 400⼈

工業団地等への企業誘致の促進 企業誘致促進事業【企業⽴地推進課】、⽴地企業連携事業【企業⽴地推進課】

⽴地企業数
（操業開始に伴う雇⽤者数）

【基本施策】 1 就業しやすい活⼒ある産業づくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

2社
68⼈

6社 10社
114⼈ 449⼈

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 就業しやすい活⼒ある産業づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

2

⽴地企業連携事業【企業⽴地推進課】 58 千円 58 58 千円

産学官連携のもとに情報の共有化、会員企業および⼤学との共同研究、共同開発による
地域経済の発展と、会員相互の親睦を図るとともに、市の⼈材確保を目的とした雇⽤対
策・雇⽤促進・産業振興事業へ参画し活動する「紀の川市⽴地企業連絡協議会」に対
し、その活動費の一部を補助する事業

・研修会・交流会実施
・企業ガイド作成・修正
・雇⽤対策事業
・雇⽤促進・産業振興事業

・研修会・交流会実施
・企業ガイド作成・修正
・雇⽤対策事業
・雇⽤促進・産業振興事業

・研修会・交流会実施
・企業ガイド作成・修正
・雇⽤対策事業
・雇⽤促進・産業振興事業

千円

4

雇⽤対策事業【商⼯観光課】 127 千円 127 127 千円

雇⽤機会を広く一般に提供することで雇⽤を促進し、定職に就いてもらう事業 ・地域職業相談室の維持管理 ・地域職業相談室の維持管理 ・地域職業相談室の維持管理

千円

3

商⼯業資⾦利⼦補給事業【商⼯観光課】 5,217 千円 6,042 6,702 千円

本市商工業の活性化を図るため、会員が借り⼊れた資⾦の返済資⾦0.5％以内（上限
3万円）を予算の範囲内で補助し、経営支援を⾏う事業

・小企業利子補給（新規2名）
・創業支援資⾦利子補給
（H28〜H29創業8名）

・小企業利子補給（新規2名）
・創業支援資⾦利子補給
（H28〜H30創業12名）

・小企業利子補給（新規2名）
・創業支援資⾦利子補給
（H28〜H31創業16名）

千円

9,050 千円

1

企業誘致促進事業【企業⽴地推進課】 14,067 千円 25,550 千円

企業誘致による安定した税収による⾃主財源の確保、市⺠の雇⽤機会の拡⼤と定住促
進を図るため、戦略的に企業誘致活動を⾏い、また企業の⽴地を促進するための各種優
遇処置を⾏う事業

・企業⽴地促進助成⾦交付
・企業誘致活動
・企業誘致広報啓発
・企業誘致各種負担⾦

・企業⽴地促進助成⾦交付
・企業誘致活動
・企業誘致各種負担⾦

・企業⽴地促進助成⾦交付
・企業誘致活動
・企業誘致各種負担⾦
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 就業しやすい活⼒ある産業づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

5

シルバー⼈材センター運営補助事業【商⼯観光課】 23,202 千円 23,202 23,202 千円

臨時的・短期的な就業や軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のために、職業紹介と
雇⽤を促進する事業

・シルバー⼈材センターの運営支
援

・シルバー⼈材センターの運営支
援

・シルバー⼈材センターの運営支
援

千円
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①目標が達成された姿
魅⼒と個性ある商業集積が進み、便利で活気にあふれた商業環境のまちが形成されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

既存商店（街）等の活性化

主要産直施設の利⽤者数
（めっけもん広場） 844,500⼈ 700,000⼈ 853,000⼈

商工会運営補助事業【商工観光課】、商工会商品券補助事業【商工観光課】

商業関係事業所数
（卸売業、小売業） 818事業所 669事業所 820事業所

【基本施策】 2 魅⼒と個性ある便利な商業環境づくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 魅⼒と個性ある便利な商業環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

2

商⼯会商品券補助事業【商⼯観光課】 10,946 千円 10,946 10,946 千円

市内全域の商工会員の経営支援と活性化を図ることを目的に、小規模商店の売り上げ増
進と、消費者の購買意欲の拡⼤を図る事業

・商工会への補助 ・商工会への補助 ・商工会への補助

千円

32,080 千円

1

商⼯会運営補助事業【商⼯観光課】 32,080 千円 32,080 千円

地域小企業者の経営改善普及を目的に、地域の商工業に関する経営相談や指導を⾏う
公共団体としての商工会を支援する事業

・紀の川市商工会補助⾦
・那賀町商工会補助⾦

・紀の川市商工会補助⾦
・那賀町商工会補助⾦

・紀の川市商工会補助⾦
・那賀町商工会補助⾦
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①目標が達成された姿
農業の6次産業化等により、安定した農業所得が確保され、農家の担い⼿が増加し農家や集落が活性化している。

②目標の達成度を測る指標

農村体験交流の参加者数 2,238⼈ 2,900⼈ 3,000⼈

エコ農業認定農業者数 407⼈ 169⼈ 550⼈

農産物の商標登録数 2件 2件 10件

農業生産法⼈の数 6法⼈ 8法⼈ 15法⼈

利⽤権設定率 3.7％ 4.9％ 5.0％

ほ場整備予定箇所数（累計） 1箇所 3箇所 4箇所

認定農業者数 375⼈ 329⼈ 500⼈

【基本施策】 3 活⼒ある農業と⾷のまちづくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興
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【基本施策】 3 活⼒ある農業と⾷のまちづくり

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

農産物販売促進事業【農業林業振興課】、6次産業化支援事業【農業林業振興課】、産業まつり支援事業
【農業林業振興課】、⻘洲の⾥管理運営事業【農業林業振興課】、⻘洲の⾥整備事業【農業林業振興課】

農業振興団体活動支援事業【農業林業振興課】、農業振興地域整備計画事業【農業林業振興課】、農業
振興戦略計画策定事業【農業林業振興課】、有害獣被害防⽌対策事業【農業林業振興課】、中⼭間地域
等直接支払事業【農業林業振興課】、モモせん孔細菌病対策事業【農業林業振興課】、果樹産地づくり支
援事業【農業林業振興課】

環境保全型農業直接支払事業【農業林業振興課】

地産地消・⾷育推進事業【農業林業振興課】

環境保全に配慮した農業の推進

地場産品を活⽤した⾷のまちづくりの推進

農業の担い⼿育成・経営支援

農業振興と農地の保全

農産物のブランド化や体験交流農業などの
取り組みと農業の6次産業化の推進

農業活動事業【農業林業振興課】、農業経営基盤強化促進事業【農業林業振興課】、新規就農総合支援
事業【農業林業振興課】、経営体育成支援事業【農業林業振興課】、農業資⾦・制度資⾦利子補給事業
【農業林業振興課】、農業共済加⼊促進事業【農業林業振興課】

農業基盤の整備 県営基幹水利施設保全事業【農地課】、県営基盤整備促進事業【農地課】、県営広域営農団地農道整備
事業【農地課】、県営耕作放棄地解消・発生防⽌基盤整備事業【農地課】、県営農業競争⼒強化基盤整
備事業【農地課】、多⾯的機能支払交付⾦事業【農地課】、農業基盤整備促進事業【農地課】、農業⽤施
設整備補助事業【農地課】、小規模⼟地改良事業【農地課】
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

10,055 千円

市道名⼿市場中央線の下部を流れる小⽥井水路の⽼朽化が進んでおり、危険な状態で
あるため改修を実施する事業

・負担⾦
（水路改修工　L=100m）

・負担⾦
（水路改修工　L=212m）1

県営基幹水利施設保全事業【農地課】 千円 9,805 千円

千円

ほ場整備および農道整備を実施し、営農効率の向上を図り優良な農地を確保する事業 下丹生⾕地区
・区画整理工事　一式
・換地業務　一式

下丹生⾕地区
・区画整理工事　一式
・換地業務　一式

千円

農産物の輸送効率を高め、優良な農業経営を確保するために農道整備を実施する事業 ・負担⾦
（道路工　L=1295.0m）

・負担⾦
（道路工　L=1313.7m）3

県営広域営農団地農道整備事業【農地課】 170,686 千円 187,000 千円

4

県営耕作放棄地解消・発生防⽌基盤整備事業【農地課】 18,426 千円 10,266 千円

26,169 千円

⽼朽化した農業基盤の再整備を実施し、持続的な生産基盤の環境を整え、受益⾯積お
よび農家⼾数減少の緩和を図る事業

・神⽥水路負担⾦
・神⽥水路仮設道撤去工事

・⻑⽥水路負担⾦
・⻑⽥水路測量試験費

・⻑⽥水路負担⾦
・⻑⽥水路工事230ｍ2

県営基盤整備促進事業【農地課】 445 千円 4,026 千円

92



【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

33,627 千円

農業経営の安定と改善を図り、更なる向上に資するため、⾃治区および農業関係団体が
実施する農業⽤施設の整備に対して補助⾦を交付する事業

農道･水路･ため池等の農業基
盤の改良

農道･水路･ため池等の農業基
盤の改良

・農道･水路･ため池等の農業基
盤の改良

千円

地域の実績に応じた迅速な農地・農業利水施設等を整備し、生産効率の向上と農業競
争⼒の強化を図る事業

・新池⽤水管工　440ｍ ・新池⽤水管工　360ｍ
7

農業基盤整備促進事業【農地課】 12,061 千円 8,041 千円

ほ場整備および農道整備を実施し、営農効率の向上を図り優良な農地を確保する事業 ・計画書作成
・従前地等基礎調査

・測量設計　一式 ・区画整理工事　一式
・換地業務　一式5

県営農業競争⼒強化基盤整備事業【農地課】 5,027 千円 6,039 千円

高齢化、過疎化からくる農村地域の集落機能の低下により、昔から共同活動によって支え
られてきた多⾯的機能の発揮に支障をきたしているため、機能の維持・発揮を図り、地域が
実施する共同活動に対して支援する事業

・農地維持支払52地区
・資源向上支払(共同)46地区
・資源向上支払(⻑寿命化)46
地区

・農地維持支払52地区
・資源向上支払(共同)46地区
・資源向上支払(⻑寿命化)46
地区

・農地維持支払52地区
・資源向上支払(共同)46地区
・資源向上支払(⻑寿命化)46
地区

6

多⾯的機能⽀払交付⾦事業【農地課】 112,659 千円 112,659 千円

20,130 千円

112,659 千円

8

農業⽤施設整備補助事業【農地課】 19,415 千円 33,015 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

13,110 千円

農業者が5年間の経営改善計画を策定する際の作成補助を⾏うほか、国・県等を含めた
各種支援事業を推進する事業

・農業者認定事務
・経営所得安定対策の推進
・⼈・農地プラン作成事務

・農業者認定事務
・経営所得安定対策の推進
・⼈・農地プラン作成事務

・農業者認定事務
・経営所得安定対策の推進
・⼈・農地プラン作成事務

11

農業経営基盤強化促進事業【農業林業振興課】 11,850 千円 12,720 千円

634 千円

農業振興施策を総合的に実施するため、国、県、各協議会と関係機関等との調整を図り
ながら、農産物のブランド化、地域の担い⼿の育成、新技術の導⼊等の事業に取り組む那
賀農業改良普及推進協議会に負担⾦を交付する事業

・那賀農業改良普及推進協議
会負担⾦

・那賀農業改良普及推進協議
会負担⾦

・那賀農業改良普及推進協議
会負担⾦10

農業活動事業【農業林業振興課】 634 千円 634 千円

36,304 千円 36,304 千円 36,304 千円

独⽴・⾃⽴就農時の年齢が原則満45歳未満で、国の諸要件を満たし、強い意欲を持って
いる⻘年就農者に対し、農業経営の不安定な就農初期段階において年間最高150万円
（最⻑5年間）の給付⾦を交付する事業

・⻘年就農給付⾦給付事業
・研修会の開催

・⻘年就農給付⾦給付事業
・研修会の開催

・⻘年就農給付⾦給付事業
・研修会の開催12

新規就農総合⽀援事業【農業林業振興課】

9

⼩規模⼟地改良事業【農地課】 27,503 千円 千円 千円

地元ニーズにきめ細かく対応するために、地域の実情に即した生産基盤の整備を実施して
いくとともに、県単独事業費を活⽤して整備推進を図る事業

・危険ため池改修
・農業⽤施設整備
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

持続可能な農業を支える担い⼿の育成と、安定した農業生産の基盤を継続するために、
各農業振興団体を支援する事業

・補助⾦交付申請書類の精査
(8団体)

・補助⾦交付申請書類の精査
(8団体)

・補助⾦交付申請書類の精査
(8団体)

180 千円

農業関係資⾦や風水害等の被害・燃油高騰に対する融資に対して、農業者の負担を軽
減するために利子補給⾦を交付する事業

・農業融資制度資⾦の利子補
給

・農業融資制度資⾦の利子補
給

・農業融資制度資⾦の利子補
給14

農業資⾦・制度資⾦利⼦補給事業【農業林業振興課】 180 千円 180 千円

12,000 千円

⼈・農地プランに位置づけられた中心経営体等が、目標達成のために必要な農業⽤機械
等を取得する場合に支援を⾏うとともに、被災した経営体の農業経営の安定化を図るた
め、必要な施設等の復旧・再建を支援する事業

・補助⾦の交付 ・補助⾦の交付 ・補助⾦の交付

15

農業共済加⼊促進事業【農業林業振興課】 3,000 千円 3,000 千円 千円

公的保険制度である農業共済事業の普及と加⼊者の拡⼤を推進し、被災時における果
樹栽培農家の経済的軽減と「フルーツ王国　紀の川市」としての持続的な果樹生産の安定
化を図る事業

・果樹共済掛⾦の一部負担 ・果樹共済掛⾦の一部負担

13

経営体育成⽀援事業【農業林業振興課】 10,740 千円 12,000 千円

3,963 千円

16

農業振興団体活動⽀援事業【農業林業振興課】 3,963 千円 3,963 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

19

有害獣被害防⽌対策事業【農業林業振興課】 8,322 千円 8,322 千円 8,405 千円

農作物への被害を減少させるため農業者等が防護柵等を設置するのに要する資材費およ
び設置工事の一部を補助する事業

・有害獣被害防⽌対策補助⾦ ・有害獣被害防⽌対策補助⾦ ・有害獣被害防⽌対策補助⾦

630 千円

農地を保全し、農地の無秩序な開発⾏為を予防するとともに、良好な営農環境を確保す
るために概ね10年を⾒通し策定した農業振興地域整備計画に沿って事務⼿続きをすすめ
る事業

・農業振興地域整備計画の運
⽤、管理

・農業振興地域整備計画の運
⽤、管理

・農業振興地域整備計画の運
⽤、管理17

農業振興地域整備計画事業【農業林業振興課】 627 千円 627 千円

千円

本市農業の現状課題に対処するため、横断的な協議体で分析と検証を⾏い、その結果を
踏まえて今後の農業振興の方針や取組みを⽰す戦略的な計画を策定する事業

・業務の委託
・協議会の開催
・部会の開催

18

農業振興戦略計画策定事業【農業林業振興課】 6,297 千円 千円

63,501 千円

農業生産条件の不利な中⼭間地域等において、集落等の単位で農⽤地を維持・保全管
理していくため協定を締結し、持続的かつ計画的に集落の農業生産活動を支援する事業

・耕作放棄地の抑制
・水路農道の管理

・耕作放棄地の抑制
・水路農道の管理

・耕作放棄地の抑制
・水路農道の管理20

中山間地域等直接⽀払事業【農業林業振興課】 63,474 千円 63,474 千円

96



【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

千円

本病害は強風⾬により感染が拡⼤するため、防風ネットの導⼊を推進し被害を最小限に抑
制する事業

・防風ネットの設置補助
21

モモせん孔細菌病対策事業【農業林業振興課】 3,000 千円 千円

6,170 千円

紀の川市産農作物の販売促進のため、国内およびアジア圏を含む消費地で、トップセール
スや現地商談会等を実施する事業

・トップセールス等
・台湾・香港への販売促進事業

・トップセールス等
・台湾・香港への販売促進事業

・トップセールス等
・台湾・香港への販売促進事業23

農産物販売促進事業【農業林業振興課】 6,770 千円 6,590 千円

1,500 千円

果樹を生産する認定農業者等の経営改善計画の目標達成に向けた規模拡⼤・農地の
集積に対して支援する事業

・利⽤権設定支援
・経営改善計画作成・改定支援

・利⽤権設定支援
・経営改善計画作成・改定支援

・利⽤権設定支援
・経営改善計画作成・改定支援

1,000 千円

農産物の生産に加え、6次産業化事業は、付加価値を高め、農業者の経営の多角化や、
収益性の改善、雇⽤確保等につながる重要な取組みであるため、農業者等が加工・製
造、流通・販売に一体的に取り組む事を推進する事業

・事業周知と公募
・商品開発および販路開拓の支
援

・事業周知と公募
・商品開発および販路開拓の支
援

・事業周知と公募
・商品開発および販路開拓の支
援

24

6次産業化⽀援事業【農業林業振興課】 1,000 千円 1,000 千円

22

果樹産地づくり⽀援事業【農業林業振興課】 1,500 千円 1,500 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

28

環境保全型農業直接⽀払事業【農業林業振興課】 642 千円 642 千円 643 千円

安全で安心な農産物を生産する農業地域の形成を促進する事業 ・営農活動計画書策定支援 ・営農活動計画書策定支援 ・営農活動計画書策定支援

千円

敷地(借地)については、将来の継続的な運営を図るためにも取得し、フラワーヒルミュージア
ム等の施設については、道の駅としての機能・魅⼒を発揮させるため直売所建設や駐⾞場
整備等を実施する事業

・⽤地取得(測量設計業務) ・実施設計業務
・施設整備工事等

・施設整備工事等
27

⻘洲の⾥整備事業【農業林業振興課】 21,000 千円 千円

3,800 千円

基幹産業である農業やそれに関連する団体と企業などが会し、市内外から集まる消費者と
生産者との交流の場を創出するための事業

・会議運営
・農産物品評会の開催
・PRの実施
・他市への農産物PR出展

・会議運営
・農産物品評会の開催
・PRの実施
・他市への農産物PR出展

・会議運営
・農産物品評会の開催
・PRの実施
・他市への農産物PR出展

25

産業まつり⽀援事業【農業林業振興課】 3,800 千円 3,800 千円

24,156 千円

道の駅「⻘洲の⾥」を紀の川市の情報を包括的に発信する拠点として利活⽤し、⼈を呼び
込むことで、地域のブランド⼒の強化を図り、農業の振興と活性化を目指す事業

・指定管理者の効果検証
・啓発活動
・道の駅関連業務

・指定管理者の効果検証
・啓発活動
・道の駅関連業務

・指定管理者の効果検証
・啓発活動
・道の駅関連業務

26

⻘洲の⾥管理運営事業【農業林業振興課】 25,911 千円 24,156 千円
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 活⼒のある農業と⾷のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

29

地産地消・食育推進事業【農業林業振興課】 1,878 千円 2,020 千円 1,800 千円

すべての市⺠が心⾝ともに健全な⾷生活を実践し、生涯にわたって健康で生き生きと暮らし
てもらうため、第２次紀の川市⾷育推進計画に沿ってオール紀の川市で⾷育を実施する事
業

・⾷育フェア開催
・各料理教室の開催
・野菜フェスタ参加

・⾷育フェア開催
・各料理教室の開催
・野菜フェスタ参加
・第３次⾷育推進計画作成等

・⾷育フェア開催
・各料理教室の開催
・野菜フェスタ参加
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①目標が達成された姿
農業を主とする地域資源活⽤型の観光交流地域として、様々な観光交流客の受け⼊れ体制が整い、市内に多くの観光交流客が訪れている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

観光交流⼈口受け⼊れ体制の整備

観光ＰＲの推進

観光協会の運営体制の強化

観光交流創造事業【商工観光課】

観光振興事業【商工観光課】、地域おこし協⼒隊活動事業【商工観光課】

《再掲》観光振興事業【商工観光課】

年間観光客数 210万⼈ 180万⼈ 218万⼈

【基本施策】 4 魅⼒ある⽥園観光交流のまちづくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興
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【政策目標】 3 「基盤づくり」快適で活気があるまち
【施策目標】 2 農業・産業振興

事業内容 事業内容

【基本施策】 4 魅⼒ある⽥園観光交流のまちづくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

観光交流創造事業【商⼯観光課】 35,001 千円 23,462 23,462 千円

市⺠団体「フルーツ・ツーリズム研究会」が中心となり、市内の関連事業者や多様な関係者
を巻き込み、観光地域づくりを⾏う舵取り役であるＤＭＯ組織「（仮称）紀の川フルーツ・
ツーリズムビューロー」を設⽴し、地域一体の魅⼒的な観光地域づくりを⾏う事業

・ＤＭＯの設⽴
・商品開発・プロモーション
・⼈材、地域資源の発掘
・交流拠点の整備

・ＤＭＯの運営
・商品開発・プロモーション
・⼈材、地域資源の発掘
・交流拠点の運営

・ＤＭＯの運営
・商品開発・プロモーション
・⼈材、地域資源の発掘
・交流拠点の運営

千円

3

地域おこし協⼒隊活動事業【商⼯観光課】 13,759 千円 18,000 16,000 千円

都市地域から紀の川市に住⺠票および生活拠点を移した者に対し委嘱し、地域ブランドや
地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や地域協⼒活動を⾏いながら、紀の
川市への定住・定着を図る事業

・１名採⽤ ・１名採⽤ ・１名採⽤

千円

20,025 千円

2

観光振興事業【商⼯観光課】 5,680 千円 17,025 千円

フィルムコミッション事業への積極的な参加や、関連団体と連携を図り、各種物販・展⽰の
機会を最⼤限に活⽤し紀の川市を県内外にPRする事業

・メディア誘致
・PRワゴンキャラバン活動の実施
・スカイスポーツの推進
・観光協会の運営

・メディア誘致
・PRワゴンキャラバン活動の実施
・スカイスポーツの推進
・観光協会の運営

・メディア誘致
・PRワゴンキャラバン活動の実施
・スカイスポーツの推進
・観光協会の運営
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①目標が達成された姿
ごみの減量化、資源化が進み、環境にやさしい暮らし方が⾏われている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境
【基本施策】 1 ごみの減量・資源化等衛生的な環境づくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

ごみ排出量 19,220トン 18,639トン 20,000トン

ごみの減量、資源化の推進

273回 300回

ごみ資源化率 18.1％ 14.8％ 25.7％

不法投棄パトロール回数 270回

ごみ収集事業【廃棄物対策課】、ごみ対策事業【廃棄物対策課】、粗⼤ごみ⼾別回収事業【廃棄物対策
課】、ごみ集積施設設置補助事業【廃棄物対策課】

環境美化活動の推進

廃棄物の適正処理

不法投棄防⽌の推進

一般廃棄物処理施設解体事業【廃棄物対策課】、し尿処理事業【那賀支所】

不法投棄防⽌事業【環境衛生課】

環境保全事業【環境衛生課】、地域環境美化事業【環境衛生課】
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ごみの減量・資源化等衛生的な環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

274,991 千円

市⺠の生活環境を清潔に保つため、「ごみの出し方のルールとマナー」をもとに、市⺠との協
働によって効率的で衛生的にごみ収集を実施し、あわせて、集積所から資源物を持ち去る
⾏為を防⽌する啓発等を実施する事業

・家庭廃棄物の収集、運搬
・収集運搬⾞の計画的更新およ
び維持

・家庭廃棄物の収集、運搬
・収集運搬⾞の計画的更新およ
び維持

・家庭廃棄物の収集、運搬
・収集運搬⾞の計画的更新およ
び維持

【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境

事業内容 事業内容

【基本施策】 1

1

ごみ収集事業【廃棄物対策課】 262,512 千円 271,653 千円

2,190 千円

直置きの集積所に集積BOXを設置してもらうことにより防鳥獣効果で環境の保全を図ると
ともに、少ない⼈口に対して、集積所が多くある地区の集積所を集約化する。これらの目的
のため設置費⽤の助成を⾏い集積施設の設置を促す事業

・ごみ集積施設設置に対する補
助
・補助制度および事業効果の周
知

・ごみ集積施設設置に対する補
助
・補助制度および事業効果の周
知

・ごみ集積施設設置に対する補
助
・補助制度および事業効果の周
知

4

ごみ集積施設設置補助事業【廃棄物対策課】 3,650 千円 2,190 千円

2,354 千円

廃棄物を適正かつ効率的に処理するため、収集日程カレンダーを作成し、計画的に収集し
処理を実施するとともに、3R（減量化・再使⽤・再資源化）を推進することで、資源の有
効利⽤や最終処分場の延命化を図る事業

・ごみ収集日程表の作成
・⼤阪湾圏域広域処理場整備
事業に参画

・ごみ収集日程表の作成
・⼤阪湾圏域広域処理場整備
事業に参画

・ごみ収集日程表の作成
・⼤阪湾圏域広域処理場整備
事業に参画

2

ごみ対策事業【廃棄物対策課】 5,351 千円 5,099 千円

1,908 千円

住⺠の利便性の向上を図るため、家庭から出る粗⼤ごみについて、1点あたり300円で⾃
宅への収集サービスを実施する事業

・粗⼤ごみ⼾別回収の実施 ・粗⼤ごみ⼾別回収の実施 ・粗⼤ごみ⼾別回収の実施
3

粗⼤ごみ⼾別回収事業【廃棄物対策課】 1,786 千円 1,893 千円
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ごみの減量・資源化等衛生的な環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境

事業内容 事業内容

【基本施策】 1

産業廃棄物処理施設等の設置申請について、環境保全対策審議会において良好な環
境の保全に関する基本的事項について調査審議する。また、あき地に雑草または枯草が放
置され、火災、犯罪または病害虫発生の原因となり、清潔な生活環境の保持が困難な状
態であるとき、それらの⼟地の雑草等の措置について必要な指導または助⾔を⾏う事業

・環境保全対策審議会開催
・あき地適正管理指導、啓発
・休廃⽌鉱⼭鉱害防⽌対策補助

・環境保全対策審議会開催
・あき地適正管理指導、啓発
・休廃⽌鉱⼭鉱害防⽌対策補助

・環境保全対策審議会開催
・あき地適正管理指導、啓発
・休廃⽌鉱⼭鉱害防⽌対策補助

・不法投棄防⽌の啓発
・パトロールの実施
・投棄物の回収、処分

・不法投棄防⽌の啓発
・パトロールの実施
・投棄物の回収、処分

7

不法投棄防⽌事業【環境衛生課】 3,503 千円 3,503 千円

紀の海クリーンセンターが本格稼動するにあたり既存の廃棄物処理施設（打⽥美化セン
ター・粉河クリーンセンター・那賀アメニティセンター・貴桃クリーンセンター）を⽤途廃⽌し、平
成28年度から平成31年度までに既存4施設の解体・撤去を⾏い、跡地の有効利⽤を図
る事業

・事前調査・設計（粉河CC）
・解体工事（那賀AC）

・事前調査・設計（粉河CC）
・解体工事（那賀AC）

・解体工事（貴桃CC）
5

⼀般廃棄物処理施設解体事業【廃棄物対策課】 304,372 千円 294,933 千円 24,201 千円

910 千円

8

環境保全事業【環境衛生課】 1,220 千円 910 千円

12,413 千円

旧那賀町地域のし尿および浄化槽汚泥の汲み取りを適正に処理し、市⺠に衛生的な生
活環境を提供する事業

・し尿汲み取り業務 ・し尿汲み取り業務
・3トンし尿収集⾞１台買い替え

・し尿汲み取り業務
6

し尿処理事業【那賀⽀所】 12,536 千円 26,500 千円

3,503 千円

不法投棄禁⽌看板を設置し、不法投棄は違法⾏為であることの啓発を⾏う。また、監視カ
メラ、監視カメラ作動中ののぼりの設置、さらには定期的にパトロールを実施することにより、
市⺠を含め市全体で監視をしていることを積極的にアピールすることで不法投棄⾏為者の
抑制を図る事業

・不法投棄防⽌の啓発
・パトロールの実施
・投棄物の回収、処分
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ごみの減量・資源化等衛生的な環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境

事業内容 事業内容

【基本施策】 1

⽝の糞害防⽌看板の設置および地域で実施する水路一⻫清掃事業の補助等により、市
⺠、⾏政が連携して住み良いまちづくりをめざすとともに、市⺠の環境美化意識の向上を図
る事業

・水路清掃の実施
・地域一⻫清掃補助⾦の交付
・⼟砂等の処分委託
・⽝の飼主の意識向上啓発

・水路清掃の実施
・地域一⻫清掃補助⾦の交付
・⼟砂等の処分委託
・⽝の飼主の意識向上啓発

・水路清掃の実施
・地域一⻫清掃補助⾦の交付
・⼟砂等の処分
・⽝の飼主の意識向上啓発

9,203 千円

9

地域環境美化事業【環境衛生課】 9,197 千円 9,197 千円
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①目標が達成された姿
市内に汚水処理施設が普及し、衛生的な生活環境が実現されるとともに、河川等の水質改善が進み、美しい清流や良好な生物の生息環境があるまちが形成されている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境
【基本施策】 2 下水道整備などによる河川等の水質改善

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

水質検査箇所数
（紀の川、貴志川支流） 39箇所 39箇所 39箇所

下水道整備区域の整備進捗率 10.3％ 15.2％ ―

汚水処理施設の効率的で健全な運営

浄化槽普及率 35.1％ 43.7％

公共下水道事業繰出⾦（法定外）【下水道課】、施設管理事業（最適整備構想策定）【下水道課】、一
般管理事業（公営企業法適⽤化）（公共下水道事業分・農業集落排水事業分）【下水道課】

39.0％

汚水処理施設整備の推進 公共下水道事業【下水道課】、流域下水道事業【下水道課】、下水処理施設解体整備事業【下水道課】、
合併処理浄化槽設置整備補助事業【環境衛生課】

水質保全事業【環境衛生課】水質保全の取り組み
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【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境

4

合併処理浄化槽設置整備補助事業【環境衛生課】 83,982 千円 83,982 千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 下水道整備などによる河川等の水質改善

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

公共下水道事業【下水道課】 412,439 千円 412,581 千円

千円

2

流域下水道事業【下水道課】 100,259 千円 251,373 千円 245,460 千円

3

下水処理施設解体整備事業【下水道課】 182,700 千円 60,000 千円

412,632 千円

公共⽤水域の水質保全と快適な生活環境の実現を目的に、流域関連公共下水道として
市内の管渠、マンポールポンプ及び公共マスを整備し、県が施工する流域関連管渠に接続
する事業

・公共下水道に関する測量設計、
管理および工事委託等

・公共下水道に関する測量設計、
管理および工事委託等

・公共下水道に関する測量設計、
管理および工事委託等

和歌⼭県が事業主体となって整備促進を⾏なっている終末処理施設および幹線管渠の整
備に必要となる事業費の一部を負担する事業

・流域下水道接続地点水質検査
・終末処理施設および幹線管渠布
設工事負担⾦
・処理場周辺整備負担⾦

・流域下水道接続地点水質検査
・終末処理施設および幹線管渠布
設工事負担⾦
・処理場周辺整備負担⾦

・流域下水道接続地点水質検査
・終末処理施設および幹線管渠布
設工事負担⾦

83,982 千円

下水道事業認可区域、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域および農業集
落排水事業実施区域等を除いた区域で、合併処理浄化槽を設置する者に対して補助⾦
を交付する事業

・浄化槽設置補助⾦の交付
（5⼈槽：165基、7⼈槽：55
基、10⼈槽：10基、単独転
換：10基）

・浄化槽設置補助⾦の交付
（5⼈槽：165基、7⼈槽：55
基、10⼈槽：10基、単独転
換：10基）

・浄化槽設置補助⾦の交付
（5⼈槽：165基、7⼈槽：55
基、10⼈槽：10基、単独転
換：10基）

特定環境保全公共下水道から公共下水道への統合をH29年4⽉を目処に予定してお
り、⻑⼭処理施設を解体撤去し、処理場跡地を整備する事業

・⻑⼭処理施設汚泥等最終清
掃

・⻑⼭処理施設の解体・跡地の
整備
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【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 下水道整備などによる河川等の水質改善

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

6

844 千円

浄化槽の整備促進を図り、適正な維持管理の啓発、指導を⾏い、また、河川の水質検査
を実施することで、本市の清らかで豊かな河川の保全を図るための事業

・水質検査の実施
・水質保全の啓発

・水質検査の実施
・水質保全の啓発

・水質検査の実施
・水質保全の啓発5

水質保全事業【環境衛生課】 844 千円 844 千円

公共下水道事業の施設整備にともない、一般会計からの繰出⾦を財源とすることにより、
事業経営の安定化を図るための事業

・公共下水道事業会計への一
般会計からの繰出⾦（法定
外）

・公共下水道事業会計への一
般会計からの繰出⾦（法定
外）

・公共下水道事業会計への一
般会計からの繰出⾦（法定
外）

千円 183,028 千円公共下水道事業繰出⾦（法定外）【下水道課】 160,599 千円 185,278

5,000 千円

⻄⼭および善⽥農業集落排水事業の⻑寿命化計画を策定し、計画に基づいた計画的な
補修を⾏なうことにより予防保全型監理による重⼤事故の防⽌や予算の抑制を図る事業

・⻑寿命化計画策定 ・施設修繕 ・施設修繕
7

施設管理事業（最適整備構想策定）【下水道課】 9,072 千円 5,000 千円

25,828 千円

公共下水道事業の経営基盤強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むた
め、⺠間企業と同様の公営企業会計を適⽤（地方公営企業法の適⽤）し、経営・資産
等の状況の正確な把握、弾⼒的な経営等を実現することを推進する事業

・基本方針策定
・固定資産情報整備

・固定資産情報整備
・企業会計システム構築

・企業会計システム構築
・条例、規則の整備8

⼀般管理事業（公営企業法適⽤化・公共下水道事業分）【下水道課】 16,104 千円 13,200 千円
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【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 1 生活環境

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 下水道整備などによる河川等の水質改善

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

9

⼀般管理事業（公営企業法適⽤化・農業集落排水事業分）【下水道課】 1,790 千円 1,400 千円 2,870 千円

農業集落排水事業の経営基盤強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組む
ため、⺠間企業と同様の公営企業会計を適⽤（地方公営企業法の適⽤）し、経営・資
産等の状況の正確な把握、弾⼒的な経営等を実現することを推進する事業

・基本方針策定
・固定資産情報整備

・固定資産情報整備
・企業会計システム構築

・企業会計システム構築
・条例、規則の整備
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①目標が達成された姿

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 2 ⾃然環境
【基本施策】 1 森林の保全とふれあい環境づくり

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

本市を特徴付ける森林として整備を⾏い、緑豊かな景観や環境が守られるとともに、適切な管理と活⽤によって多くの市⺠が森林の恵みを享受していることを認識して過ごしている。

多⾯的な機能を有する森林の保全

⼈工林の間伐実施率 26.0％ 34.0％ 40.0％

狩猟免許取得者数 174⼈ 240⼈ 224⼈

林業対策事業【農業林業振興課】、林道復旧治⼭事業【農地課】

企業の森や市⺠の森の整備

森林を活⽤したふれあい環境づくり

有害鳥獣捕獲の効率的な推進

緑化推進事業【農業林業振興課】

《再掲》緑化推進事業【農業林業振興課】
《取り組み》⾃然環境保護の啓発活動

有害鳥獣捕獲対策事業【農業林業振興課】

110



【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 2 ⾃然環境

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 森林の保全とふれあい環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

4

有害⿃獣捕獲対策事業【農業林業振興課】 12,794 千円 12,794 12,805 千円

捕獲した鳥獣および捕獲方法別に補助⾦を交付し、有害鳥獣の頭数を抑制する事業 ・有害鳥獣捕獲事業等補助⾦
・実施隊活動報酬
・猟友会補助⾦

・有害鳥獣捕獲事業等補助⾦
・実施隊活動報酬
・猟友会補助⾦

・有害鳥獣捕獲事業等補助⾦
・実施隊活動報酬
・猟友会補助⾦

千円

2

林道復旧治山事業【農地課】 2,732 千円 2,500 2,547 千円

森林へのアクセス道路を安全に⾛⾏できるように、崩⼟除去等を実施し現状復旧する事業 ・パトロール実施
・崩⼟復旧工事

・パトロール実施
・崩⼟復旧工事

・パトロール実施
・崩⼟復旧工事

千円

3

緑化推進事業【農業林業振興課】 48 千円 48 49 千円

緑の募⾦を活⽤し、⾃治会やボランティア団体等が実施する森林整備や緑化推進活動を
支援するとともに、地球温暖化など環境に関心が高い、多くの企業とともに森づくりを進める
事業

・緑の募⾦啓発
・事業申請事務支援
・団体への負担⾦

・緑の募⾦啓発
・事業申請事務支援
・団体への負担⾦

・緑の募⾦啓発
・事業申請事務支援
・団体への負担⾦

千円

12,478 千円

1

林業対策事業【農業林業振興課】 12,363 千円 12,363 千円

森林の有する多⾯的機能が⼗分に発揮できるよう病害虫の発生を抑制し、保全を基本と
した維持管理を促すとともに、林業従事者の雇⽤の促進・安定を図るための事業

・森林病害虫防除事業
・森林整備地域活動支援事業
・各種団体への負担⾦
・財産区収納管理事業

・森林病害虫防除事業
・森林整備地域活動支援事業
・各種団体への負担⾦
・財産区収納管理事業

・森林病害虫防除事業
・森林整備地域活動支援事業
・各種団体への負担⾦
・財産区収納管理事業
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①目標が達成された姿
市内主要河川の水質がきれいな清流となり、河川や水辺を利⽤した、様々なレクリエーションが体験できる地域が設定され、多くの⼈が安全に楽しめる水辺空間となっている。

②事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【基本施策】 2 水辺の⾃然ふれあい環境づくり

【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 2 ⾃然環境

水辺の⾃然ふれあい環境づくり

貴重な水生生物を守る環境づくり

河川の高水敷を活⽤した緑地の活⽤

ほたる保護事業【商工観光課】
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【政策目標】 4 「環境づくり」環境にやさしいまち
【施策目標】 2 ⾃然環境

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 水辺の⾃然ふれあい環境づくり

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

ほたる保護事業【商⼯観光課】 4,384 千円 1,444 1,618 千円

ほたる保護や環境保全（改善）をすすめ、市⺠一⼈ひとりがほたるにとって良好な⾃然環
境を保全するために水質汚濁の防⽌やほたる保護の⼤切さについて意識してもらう事業

・ほたるサミット紀の川市の開催
・ほたるの館施設維持管理
・ほたる保護団体への補助

・ほたるサミット真庭市に参加
・ほたるの館施設維持管理
・ほたる保護団体への補助

・ほたるサミット北九州に参加
・ほたるの館施設維持管理
・ほたる保護団体への補助

千円
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①目標が達成された姿
本市にふさわしい⾏政サービスが効率的・効果的に⾏われ、市⺠が納得できる⾏財政運営が健全かつ安定的に⾏われている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

《取り組み》納税の適正化と収納率の向上に向けた取り組み

⻑期総合計画策定事業【企画調整課】、マイナンバー制度推進事業【企画調整課】、基幹系システム構築事業
【情報推進課】、ふるさとまちづくり寄附⾦推進事業【総務課】

旧分庁舎解体整備事業【管財課】、市有財産管理事業（公有財産台帳整備）【管財課】

【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 1 ⾏財政運営
【基本施策】 1 効率的・効果的で健全な⾏財政運営

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

市税収納率 98.4％ 98.7％ 98.5％

経常収支⽐率 90.2％ 93.2％ 類似団体の平均
値以下

⾏政財産の適正管理と有効活⽤

職員数 615⼈ 547⼈ 550⼈

効果的に処分された遊休資産の数 11件 57件 30件

納税の適正化と収納率の向上

財政計画に基づいた計画的な財政運営

⾏財政改⾰の着実な推進
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【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 1 ⾏財政運営

2

マイナンバー制度推進事業【企画調整課】 803 千円 480
平成29年7⽉から子育てワンストップサービス（⺟子保健・児童⼿当・ひとり親支援・保育
の電子申請）の導⼊およびマイナンバーカードの普及促進冊子の作成などを⾏い、マイナン
バー制度の推進を⾏う事業

・LGWANASP（LGWAN-
Proxy、署名検証）導⼊
・マイナンバーカード啓発冊子作
成

・LGWANASP（LGWAN-
Proxy、署名検証）利⽤

千円

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 効率的・効果的で健全な⾏財政運営

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

480 千円

・LGWANASP（LGWAN-
Proxy、署名検証）利⽤

コスト削減や災害対策の強化を図ることを目的に、保守期限が満了する電算システムの更
新（基幹系、情報系、ネットワークの再構築）を⾏う事業

・業者選定、契約締結（基）
・システム設計（基）
・業務標準化の検討（基）
・調達仕様書作成（ネ・情）

・データ移⾏、運⽤開始（基）
・業者選定、契約締結、データ移
⾏、運⽤開始（ネ・情）

・次回更新に向けた検討

千円

千円

市⺠、職員の多数の参画をいただき、現状・課題の分析から地域の特⾊を活かし、さらに経
営資源の裏付けがある、発展的かつ健全で持続可能な新たな⻑期総合計画を策定する
事業（計画期間：基本構想＝平成30年度〜38年度の9年間、前期計画＝平成30年
度〜34年度の5年間）

・総合計画策定、印刷製本
・報酬ほか内部管理経費

千円

1

⻑期総合計画策定事業【企画調整課】 12,934 千円

41,809 千円

紀の川市の産品を全国にＰＲすることにより、紀の川市への応援意識の高揚と地域振興を
図りながらふるさと産品等を充実させ、⾃主財源の確保・増収に繋げる事業

・ふるさと産品PR、利⽤啓発
・ふるさと産品贈呈

・ふるさと産品PR、利⽤啓発
・ふるさと産品贈呈

・ふるさと産品PR、利⽤啓発
・ふるさと産品贈呈

千円

千円

4

ふるさとまちづくり寄附⾦推進事業【総務課】 41,794 千円 41,794

3

基幹系システム構築事業【情報推進課】 千円 386,100
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【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 1 ⾏財政運営

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 効率的・効果的で健全な⾏財政運営

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

5

旧分庁舎解体整備事業【管財課】 104,906 千円 74,722 千円 千円

6

378 千円 540 千円

固定資産台帳システムを導⼊して、公有財産台帳（⼟地・建物・物品）の整備および精
査を実施する事業

・システム保守 ・路線価データ更新
・航空写真データ更新
・家屋図更新
・システム保守

・システム保守

市有財産管理事業（公有財産台帳整備）【管財課】

旧分庁舎の維持管理経費の削減や今後の敷地全体の有効な活⽤を図るため、建物の解
体や敷地の整備を⾏う事業

・旧那賀分庁舎監理、解体工
事、浄化槽最終汲取清掃
・旧桃⼭分庁舎実施設計
・粉河分庁舎跡地整備工事

・旧桃⼭分庁舎監理
・旧桃⼭分庁舎解体工事

378 千円
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①目標が達成された姿
効率的で効果的な⾏財政運営が担保され、政策目標に基づく市⺠サービスが向上している。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 1 ⾏財政運営
【基本施策】 2 ⾏政評価制度の推進

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

⾏政評価制度の推進

⾏政経営の視点で仕事を理解している職員
の割合 82.6％ 88.9％ 100.0％

施策計画管理事業【企画調整課】
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【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 1 ⾏財政運営

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 ⾏政評価制度の推進

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

2,593 千円

1

施策計画管理事業【企画調整課】 7,755 千円 3,907 千円

「⻑期総合計画」および「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進⾏管理を⾏うための⼿法とし
て、「⾏政経営」の観点を取り⼊れた⾏政評価（マネジメントシステム）の再構築を進める
とともに、新たな⻑期総合計画を推進するための組織機構案の検討を⾏う事業

・⾏政評価(マネジメントシステム)制
度の構築
・業務改善案、新組織機構構築
案、新組織機構運⽤計画案策定

・⾏政評価(マネジメントシステム)制
度の定着、検証支援（各種研修実
施、ヘルプデスクの設置）
・市⺠アンケート調査の実施

・⾏政評価(マネジメントシステム)制
度の定着、検証支援（各種研修実
施）
・市⺠アンケート調査の実施
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①目標が達成された姿
職員の採⽤、研修、評価が適正にかつ継続的に⾏われ、職員がいきいきと働くことができる職場づくりと、充実した市⺠サービスや協働のまちづくりが⾏われている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 2 市⺠サービス
【基本施策】 1 職員の能⼒向上

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

2,200⼈

職員の資質の向上 ⼈材育成研修事業【⼈事課】

《取り組み》⼈事評価制度の導⼊

《再掲》⼈材育成研修事業【⼈事課】

適正な⼈事評価と⼈材活⽤

協働のまちづくりを推進できる職員の養成

職員研修に参加した職員数 1,923⼈ 1,283⼈
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【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 2 市⺠サービス

事業内容 事業内容

【基本施策】 1 職員の能⼒向上

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

⼈材育成研修事業【⼈事課】 6,966 千円 6,966 6,966 千円

交通安全や⼈権研修といった全職員に対する研修に加え、ターゲット（新採、新任課⻑、
⼈事評価の評価者）を絞った研修を実施することで、職員の意識改⾰、能⼒向上を図
り、更には、⼈事評価制度により、職員の職務遂⾏能⼒や勤務実績を的確に把握、評価
することで⼈材育成や組織⼒の強化に繋げる事業

・各種研修の実施（交通安全、
⼈権、⼈事評価、新採、新任課
⻑等各種研修）

・各種研修の実施（交通安全、
⼈権、⼈事評価、新採、新任課
⻑等各種研修）

・各種研修の実施（交通安全、
⼈権、⼈事評価、新採、新任課
⻑等各種研修）

千円
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①目標が達成された姿

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【基本施策】 2 わかりやすい情報発信とPR戦略の展開

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

紀の川市の⾏政情報が広く市⺠に⾏き渡り、⾏政に対する理解や⾏政サービスの利便性が高いまちとなっている。また、友好な観光情報やイベント情報など市内外からの利⽤が促
進され、観光交流⼈口の増加や市の知名度が上がり、市のイメージ戦略に結びついている。

【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 2 市⺠サービス

情報公開の推進

ホームページ（トップページ）への年間アクセ
ス数 288,914件 540,000件 400,000件

メール情報発信事業【情報推進課】

《取り組み》情報公開の推進

メール登録者への緊急情報等の発信

メール配信登録者数 1,820⼈ 3,000⼈ 2,800⼈

広報の充実 広報広聴事業【広報広聴課】
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【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 2 市⺠サービス

事業内容 事業内容

【基本施策】 2 わかりやすい情報発信とPR戦略の展開

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

広報広聴事業【広報広聴課】 23,424 千円 21,132 21,216 千円

市政に対する市⺠の理解と協⼒を深めるため、「広報紀の川」の発⾏、ホームページ・フェイ
スブックによる情報発信、ラジオ・テレビ放送をはじめとした情報媒体を活⽤し、市政情報や
各種イベントなどを周知するとともに、戦略的なプロモーション計画に基づく市の認知度アップ
とイメージアップを図る事業

・広報発⾏
・各種媒体による情報発信
・戦略的なメディア作戦の展開

・広報発⾏
・各種媒体による情報発信
・戦略的なメディア作戦の展開

・広報発⾏
・各種媒体による情報発信
・戦略的なメディア作戦の展開

千円

3

メール情報発信事業【情報推進課】 901 千円 901 910 千円

防災、防犯、交通安全、観光、⾏政など日常生活に関するわかりやすいメールの配信に加
え、国の全国瞬時警報システム（J-ALERT）とも連携し、情報を提供する事業

・メールによる情報発信
・事業啓発

・メールによる情報発信
・事業啓発

・メールによる情報発信
・事業啓発

千円
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①目標が達成された姿
新庁舎を拠点とした市⺠サービスが充実し、かつ市⺠利⽤スペース等が有効に利⽤され、多くの市⺠が利⽤し、新庁舎に対する満⾜度が高くなっている。

②目標の達成度を測る指標

③事業の体系
【取り組み方針】 【事業・取り組み】

【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 2 市⺠サービス
【基本施策】 3 新庁舎を拠点とした市⺠サービス

指標 平成23年度 平成28年度
（現状値）

平成29年度
（目標値）

証明書等⾃動交付機設置数 0箇所 0箇所 3箇所

市⺠協働スペースの利⽤件数 0件 43件 50件

支所の再編と市⺠サービスの充実

証明書等交付サービスの充実

総合窓口によるサービス

市⺠利⽤スペースの有効利⽤

《取り組み》総合案内によるサービスの実施

《取り組み》市⺠協働スペース等の利⽤促進

法律相談事業【市⺠課】
《取り組み》証明書等交付サービスの充実

123



【政策目標】 5 「⾏財政」健全な⾏財政運営をするまち
【施策目標】 2 市⺠サービス

事業内容 事業内容

【基本施策】 3 新庁舎を拠点とした市⺠サービス

④事業計画
NO 事業名/担当課/事業概要

H29年度事業費 H30年度事業費 H31年度事業費
事業内容

1

法律相談事業【市⺠課】 360 千円 360 360 千円

市⺠が日常生活で直⾯する法律的諸問題に対し、専門家からの助⾔指導を受けることが
できるよう、無料の法律相談を実施し問題解決を図る事業

・無料法律相談の実施
（毎⽉　受付上限5件×12ケ
⽉）

・無料法律相談の実施
（毎⽉　受付上限5件×12ケ
⽉）

・無料法律相談の実施
（毎⽉　受付上限5件×12ケ
⽉）

千円
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