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平成２７年度 当初予算会計別総括表
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平成２７年度予算（一般会計）について
～人口減少対策のための産業振興・集客交流・子育て支援、安心し
て生活できるための高齢者福祉・防災対策・生活環境整備～
１．予算の概要
平成２７年度の予算は、
（１）平成２７年度は、人口減少対策のための最大の課題が、働く場・雇用
の場の創出であるとの認識のもと、高速道路開通に合わせてこれまで
行ってきた産業振興・集客交流推進などの各施策に引き続き注力しま
す。生産者の皆さんへの支援、事業者の皆さんとの連携を発展させる
とともに、市内で最も大きな組織である市役所自ら、
「株式会社熊野市
役所」の発想で、全職員が厳しい現状に対する認識を持ち、大胆な発
想・積極的な姿勢で様々な課題に取り組みます。また、ＵＩＪターン
定住促進、学校など未利用施設や空き家の活用、女性を始め若者のよ
り一層の起業促進・事業拡大などの分野にも、前例にとらわれない新
たな発想で積極的に挑戦し、市を挙げて活力再生を目指します。
（２）また、少子化対策の要となる子育て支援・子供向けの各施策について
も今以上の拡充を試みることはもとより、子育てしやすい環境づくり
に力を入れるとともに、婚活推進の分野にも積極的に挑戦します。支
え合い、助け合うまちの実現に向けて、高齢者が安心して生活できる
環境の整備など福祉・健康づくり等にも引き続き力を入れます。
（３）全市民が生き抜くための防災対策事業については、各種生活環境の整
備と並んで、市民が安心して快適に生活できる基盤であるため、ソフ
ト面・ハード面の双方に必要な予算を確保します。
これらの重要課題に加え、教育・文化など市政の全ての分野における諸課題
に的確に対処していくため、当初予算としては総額１２７億１，１６４万８
千円の予算編成をしております。地方創生に関連する国の補正予算を活用し
た１３か月予算においては、総額１２８億円を超え、市の人口規模からみて、
過去最大だった前年度に引き続き、非常に積極的で超大型の予算編成にして
おります。
（１）過去最大だった前年度予算に引き続いての超大型積極予算
平成２７年度予算は、人口減少対策のための産業振興・集客交流・子育て支援、
市民がいつまでも安心して生活できるための高齢者福祉・防災対策・生活環境の整
備という６点を中心に、各分野の施策をこれまで以上に力強く前進させ、本市の目
指すべき将来像「豊かな自然と歴史の中で人がかがやく、活力と潤いのあるまち・熊
野」の実現にむけ、全力を挙げて取り組みます。
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特に、地方創生に関連した国の補正予算を活用して、当市の平成２６年度３月補
正予算に計上する予定の各事業においては、人口減少対策のための都市部からの
移住交流促進、未利用公共施設・空き家の活用、市外への輸出促進のための新た
な特産品開発や販売力強化、少子化対策のための婚活支援、地域内の消費拡大
など、積極的に施策を展開してまいります。
市民の視点・感覚に立った市民本位の行政運営を基本とし、経常的経費などに
ついては、これまで以上に厳しく見直すことはもとより、適正な財源を確保するなど
行財政改革の更なる推進に努めます。活動基準原価計算（ＡＢＣ分析）の実施結果
を活用し、職員一人ひとりが業務の効率化、コスト削減を十分に考慮し、前例にとら
われず積極的に事業を見直し、新しい発想でアイデアを生み出し、創意工夫を図り
ます。
このように編成を行った平成２７年度当初予算は１２７億１，１６４万８千円となって
おります。当初予算と国の補正予算を活用した１３ヶ月予算から災害復旧費を除い
た実質的な予算額においては、総額１２８億円を超え、過去最大だった前年度に引
き続き「超」大型の積極予算となります。同程度の人口規模の市と比較しても、約２
割増となる超大型の予算です。（参考：全国の人口２万人前後の７市の平成２６年度
当初予算額の平均は約１０６億円です。）
新市誕生後は、平成１８年度１０７億５，０３７万円、平成１９年度１１２億４，７３８万９
千円、平成２０年度１１４億７，７２２万３千円、平成２１年度１１７億４，４８４万７千円、
平成２２年度１２０億７，７０１万９千円、平成２３年度１２１億２，７１８万９千円、平成２
４年度１４１億３，８４４万９千円（災害復旧費を除いた額１２３億４，６３４万８千円）、
平成２５年度１２７億２，８２９万９千円、平成２６年度１３０億５，８０８万円と毎年度連
続して超大型予算を編成しています。
（２）平成２７年度の主な事業
①産業の振興 「地域資源を活かした、独創性のある産業が発展するまち」
特産品づくりでは、地方創生関連事業として、新たな特産品づくりや販売力強化
などに取り組むほか、地元産品の「輸出力」の強化に引き続き積極的に取り組みます。
集客・交流では、ホテル瀞流荘の大規模改修や湯ノ口温泉施設周辺の整備を継続
して実施するほか、都市部からの誘客を図るＰＲ事業などを行います。スポーツによ
る集客をさらに拡大するため、ソフトボールをはじめ野球、ラグビー、ソフトテニス、柔
道など各種大会・合宿の一層の誘致拡大、トレイルランニングレースや海水浴場魅
力向上事業なども引き続き実施します。農業では、これまで実施してきたすきま野菜
の栽培で事業者から引き合いの強かった農産物を栽培する「優良野菜産地化実証
事業」、都市部の営業拠点販売の推進、移住交流推進を目的とした貸出農園事業な
どに新たに取り組むほか、獣害対策や地域に根付く有能な新規就農者を確保し、生
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産拡大、耕作放棄地解消を目指す「農業公社事業」などに引き続き取り組みます。
水産業では、遊木漁港、磯崎漁港の基盤整備や水産物の消費拡大の促進などを、
林業では、地元産材の利用拡大・輸出の推進や森林整備などに引き続き取り組みま
す。商工業では、中心市街地でのチャレンジショップ支援や産業力強化推進事業を
新たに実施します。
②保健・医療・福祉の充実 「支え合い助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち」
高齢者福祉では、憩いのためのサロンを運営する「高齢者サロン事業」を拡充する
ほか、認知症高齢者等への支援のためのカフェ事業、啓発推進事業、徘徊ＳＯＳネ
ットワーク事業に新たに取り組みます。また、一人暮らし高齢者世帯等の見守りの強
化・推進に一層力を入れていきます。健康づくりでは、ウォーキングの取り組みと健
診・健康に関連した事業への参加に応じて、商品等と交換できる「健康増進ポイント
事業」、男性にターゲットを絞った「男性のための肉体改造教室事業」などに新たに
取り組みます。少子化・子育て対策として、出産後の育児不安を抱える人に対してサ
ポートを行う「産後ケア事業」や井戸保育園の耐震化を新たに実施します。また、子
育てを行っている世代の経済的負担を軽減し、安心して子育てのできる環境を整え
るため「中学生・高校生等医療費助成事業」を、支援を要する子どもに対して支援を
行う「こども発達支援室事業」も引き続き実施します。また、地方創生関連事業として
婚活支援を大幅に拡充し、結婚を望む独身者を応援していきます。医療体制では、
診療所の設備を充実させるほか、救急救命士の実習事業を拡充させ、救急医療体
制の充実も図ります。
③教育・文化の振興 「人・歴史・文化を育み、心の豊かさに包まれたまち」
学校教育では、児童生徒の集中力や忍耐力、相手を思いやる気持ちを育む目的
で「学校における囲碁教室事業」に新たに取り組みます。外国語指導助手により英
会話教室や英語イベントなどを行う「グローバル体験事業」や小学校で使用している
社会科副読本「わたしたちの熊野市」の改訂も実施します。学校環境の整備では、
山間部中学校の年度途中での給食実施、木本・有馬中学校の平成２８年度からの給
食実施を目指す「中学校給食実施事業」を行うほか、各小・中学校の改修事業を実
施します。文化芸術では、市民会館、鉱山資料館の改修事業を行い、安心して施設
を利用できるようにします。
④生活環境の整備 「人・まち・自然が共生する、安全・快適なまち」
防災では、「地域ぐるみの災害時要援護者支援事業」、「福祉避難所資機材整備
事業」、「災害対策本部再生可能エネルギー等導入事業」など合計で１０の新規事業、
３の増額事業に積極的に取り組みます。市街地の整備では、健康づくりと中心市街
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地の活性化を目指す「スマートウェルネスシティ検討事業」や景観整備を新たに行う
ほか、住宅・住環境では、空き家の活用など都市部からの移住促進に積極的に取り
組みます。道路では、生活に密着した道路の側溝や舗装修繕を実施する「側溝・舗
装修繕事業」、適切な道路管理を行うために行う「橋梁定期点検事業」に新たに取り
組むほか、新設・改良事業も引き続き実施します。交通体系の整備では、市街地・紀
和町における交通弱者の不安解消を図るため乗合タクシーを運行し、市街地観光施
設等を周遊させる「市街地山間部交通対策推進事業」を実施するほか、自主運行バ
ス、福祉バスの運行も引き続き行います。廃棄物処理では、ごみの減量化、リサイク
ルの推進を図る「ごみ減量化市民行動計画事業」に新たに取り組むほか、すでに着
手している「汚泥再生（し尿）処理センター建設事業」の完成を目指し、工事を継続し
て実施します。
⑤「まちづくりの進め方」
新鹿、久生屋、飛鳥町滑地の各公民館・集会所の修繕事業をおこないます。また、
平成２７年度は旧熊野市と紀和町が合併して１０周年を迎えるため、記念式典を開催
します。平成２３年紀伊半島大水害によって被害を受けた五郷ふれあい公園内施設
の復旧を支援し、地域コミュニティの育成強化を図るほか、地域の絆の再生、市民の
おもてなし力の向上により、防犯・環境・交流の各分野で地域力を高めるため、「あい
さつ運動推進事業」にも引き続き積極的に取り組みます。市議会議員の調査活動能
力向上のため、研修や視察時の旅費と負担金等を支給する「議員調査活動能力向
上事業」も新たに実施します。

２．歳出予算の特徴
（１）義務的経費
義務的経費（人件費、扶助費、公債費）については、対前年度比３億４７８万円、５．
３％減の５４億７，８３１万１千円となっており、予算全体の４３．１％を占めています。
人件費につきましては、定年退職予定者の増により職員退職手当が２，０３２万円
の増額となるなどの影響により、１，３１９万７千円の増となっています。
扶助費につきましては、臨時福祉給付金支給事業の減額等により、１億４，１５４万
６千円の減となっています。
公債費につきましては、市債償還額が１億１，４７９万６千円の増となっております
が、平成２６年度に引き続き将来の財政健全化のため実施する繰上償還が２億６，７
８６万４千円の減となることなどから、トータルで１億７，６４３万１千円の減の１５億５，２
１３万９千円となります。
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（２） 普通建設事業費
普通建設事業費については、新規事業では、「側溝・舗装修繕事業」、｢中学校給
食実施事業｣など、継続事業では、｢ホテル瀞流荘大規模改修整備事業｣、「湯ノ口
温泉施設周辺整備事業」、「防災公園整備事業」、「汚泥再生（し尿）処理センター建
設事業」などを予算化しています。
トータルでは、２９億３，７１１万２千円（前年度比７，６７５万６千円減、２．５％減）とな
っています。
（３） その他経費
義務的経費及び投資的経費を除くその他経費については、社会保障・税番号制
度への対応経費などの増により、トータルでは５，２８０万円の増となっています。
（４） 地方創生関連事業
（事業費、事業内容についてはＰ１１～Ｐ１２）
（５） 特色ある新規事業、増額した継続事業
（事業費、事業内容についてはＰ１３～Ｐ２１）

３．歳入予算の特徴
（１） 市税
市税については、評価替に伴う固定資産税の減などにより、総額で１５億９，６４１
万５千円、対前年度比５，０４５万４千円、３．１％の減となっています。
（２） 地方交付税
地方交付税については、国の地方財政計画においては１６兆７，５４８億円、対
前年度比１，３０７億円、０．８％減となっていますが、市においては過去の交付実
績を参考に普通交付税については前年度に比べて１億円の減、特別交付税につ
いては、１億円の増としています。
その結果、地方交付税は５０億円、前年度と同額となっています。
（３） 市債
市債について、建設事業や災害復旧事業などに対しては、単独事業費の増額
により１７億３，５６０万円、対前年度比６，２７０万円、３．７％の増となっております。
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地方交付税と同様に一般財源として取り扱われる臨時財政対策債については、３
億円、対前年度比７，０００万円、１８．９％の減となり、市債総額では、２０億３，５６
０万円、対前年度比７３０万円、０．４％の減となっています。
市債の内容は、合併特例債２億４７０万円、過疎債１４億８，０２０万円、その他３
億５，０７０万円となっています。
この結果、平成２７年度末の市債残高見込額は１４９億３，５５８万１千円となって
います。なお、合併特例債などは元利償還の際に交付税措置がされることから、実
質的市債残高は約３７億円となっております。
（４） 財政調整基金繰入金
財政調整基金から５億５，０３４万６千円を財源不足解消のため繰り入れします。
この結果、平成２７年度末財政調整基金の残高見込額は２４億３，３８８万４千円
となっています。なお、地域振興基金、減債基金などを加えた基金総額では４６億
７，６９４万５千円となっています。

10

地方創生関連事業一覧表（平成２６年度３月補正予算）
単位：千円
事

業

名

１
都市部地域に対する誘客ＰＲ事
業

事

概算事業費

15,660

業

内

容

都市部地域に対して積極的に誘客ＰＲを行い、市内での経済効果・
活性化を生み出します。

２
移住対策就業促進事業

250

定住人口の増加を図るため、熊野市への移住を検討する人に対し
て、熊野市内にある事業所での就業体験を実施します。

３
若者移住のための地元ＰＲ事業

240

パドルアップサーフィンを趣味に持つ人に対する移住ＰＲを行い、趣
味を満喫できるという視点での移住を推進します。

４
移住促進空き家活用事業

334

空き家の活用を通じて移住を進めるため、改修費用等の一部を補
助します。

５
健康づくり景観整備推進事業
６
お試し居住整備事業
７
地方創生推進委員会（仮称）運
営事業
８
熊野材を活用した誕生祝記念品
事業
９
婚活支援・少子化対策事業
10
移住交流・都市農村交流促進貸
出農園事業
11
都市部営業拠点販売推進事業
12
ミニマルシェ（地域産品販売促
進）事業

健康づくりと市街地の活性化を柱とするスマートウェルネスシティ構
1,963 想を推進するため、歩きたくなるまちの創出を目的に景観整備を行
います。
熊野市で住宅や仕事を探すことを目的としたお試し居住施設を整備
712 し、移住希望者が短・中期間滞在できる環境を整備することで円滑
な移住を図ります。
74

地方版総合戦略に外部有識者の意見を取り入れることで幅広い関
係者の意見を吸い上げます。

243

熊野材を活用した「木製フォトフレーム」を誕生祝いの記念品として
新たに加えます。

婚活支援のための様々なサポートを行います。結婚を望む独身者を
応援するお世話焼きさんを「婚活サポーター」として登録し、婚活の
1,663
お手伝いを行います。また、釣り、料理、バスツアー等のサークル活
動を通じて出会いの場を提供します。
遊休農地となりそうな農地や耕作放棄地を利用し、市民農園として
5,833 貸し出しを行い、交流人口の増加を図ります。都市部を中心とした
方の滞在時間、来市回数を増加させ、移住促進を目指します。
当地域の柑橘を中心とした都市部でニーズの高い農産物を選抜し、
7,343 軽トラックで直接持ち込み販売を行います。熊野産農産物への認知
度向上によるブランド化を確立し、地域の活性化につなげます。
高速道路開通に伴い県内外から入込客数が増加しているため、た
983 かな等の特産品をはじめとする多くの優良野菜を観光客が立ち寄る
施設で販売することにより、地域活性化につなげます。
4,304

熊野の気候に適した農産物及び販売需要の高い農産物のブランド
化を進めるため、作付面積を増やす取組を行います。

14
熊野地鶏販売拡大事業

728

都市部の展示会への参加により、競争力を高めて熊野地鶏の需要
を押し上げます。

15
都市農村交流促進事業

597

都市住民を丸山千枚田のグリーンツーリズムを中心として受け入
れ、集落の活性化につながるように交流活動を促進します。

13
農産物ブランド化緊急対策事業

11

事

業

名

16
坑道きのこ産地化推進事業
17
熊野材を活用した特産品づくり検
討事業
18
水産物加工品等開発事業
19
水産物消費拡大促進事業

事

概算事業費

業

内

容

紀和町にある旧紀州鉱山の坑道を利用したシイタケの本格的な量
3,511 産化に向けて基盤整備を行い、新たな特産品として商品化を行いま
す。
熊野材をつかった新たな特産品を開発するため、都市部の大学デ
1,533 ザイン学科と協力して学生の意見やアイデアを活かした商品を作成
します。
漁業関係者等とで構成する産地協議会において、熊野産の水産物
350 を使った加工品等の開発を行い、漁業者の所得向上、熊野産水産
物の消費拡大を図ります。
水産物消費拡大につなげるため、漁協の移動販売に対する支援を
2,193 行うとともに熊野のおいしい魚を取り扱う魚屋・魚料理屋マップとＨＰ
を作成し、料理教室を開催します。

20
商店街チャレンジショップ支援事
業

1,270

21
産業競争力強化推進事業

中小企業の経営支援のため必要な専門家を派遣し、既存事業者の
1,251 経営拡大や市内での企業を促進することで地域経済の活性化を図
ります。

22
熊野市プレミアム付き地域商品券
発行事業
23
シネアド広告展開事業
24
外国人誘客促進対策事業
25
都市との交流・新たな魅力再発見
事業
総計

２５事業

45,200

3,188

記念通り商店街での空き店舗をチャレンジショップとして活用して商
店街での起業を促し、商店街の活性化を図ります。

プレミアム付き地域商品券や、いこらい市限定の買物券を販売し、
地域消費の拡大を図るとともに地域経済を活性化します。
都市部の映画館で熊野市のＰＲを行い、高速道路開通で近くなった
熊野市への誘客・ＰＲを行います。

800

市内の観光施設等における無料Ｗｉ－Ｆｉ設置費用の一部に対して
補助を行い、観光客の受け入れ態勢の向上につなげます。

1,408

熊野市の知られざる珍景・絶景をＰＲすることにより、宿泊込の観光
集客を図ります。

101,631

12

特

色

あ

る

新

規

事

業
単位：千円

事

業

名

事業費

事

１

業

内

容

産業の振興

集客・交流
１
観光用ライブカメラ設置事業

646

紀和町の赤木城跡にライブカメラを設置し、情報発信を行い集客を
図ります。

２
インバウンド環境整備事業

310

外国人観光客の受け入れ整備を図るため、観光資源や施設の案内
シールを作成します。

３
車両ステッカー観光ＰＲ事業

熊野市をＰＲする大型の車両用ステッカーを作成し、地元運送会社
432 などの市外へ向かうトラックに貼ってもらい、市外へのＰＲを図りま
す。

４
ＪＲタイアップ広告宣伝展開事業
５
くまのりものＰＲ事業
６
鬼ヶ城センター複合施設バス乗
務員用休憩所設置事業
７
観光地保存事業費補助事業
８
観光ガイド養成事業
９
観光客実態調査事業

1,668

ＪＲ東海と協同・連携し、駅構内で熊野市が作成したポスターを掲示
し、情報発信します。

市街地周遊バス、レンタサイクル、観光タクシー、路線バス、熊野古
84 道無料バスなどを利用した周遊モデルプランを載せたガイドマップ
を作成し、観光客の市内滞在期間を増やすことを目指します。
1,960

鬼ヶ城センター駐車場内に観光バス乗務員用休憩所を設置し、観
光バスの更なる誘致を図ります。

586

清掃活動等のため新鹿海岸で使用しているクローラーの更新費用
の一部を補助し、観光地としての景観を維持します。

熊野市内の観光資源を幅広くガイドできる人材を養成し、熊野の魅
242 力を十分に伝えることにより、観光客の満足度を上げることを図りま
す。
鬼ヶ城、花の窟、熊野古道、千枚田などの主要な観光地において、
253 アンケート調査により観光客の実態を把握して、今後の観光戦略に
つなげます。

農業
10
優良野菜産地化実証事業

地域おこし協力隊を活用して、これまで実施してきた「すきま野菜栽
23,619 培実証事業」で事業者から引き合いの強かった農産物を栽培し、さ
らに規模拡大することにより耕作放棄地の解消を図ります。

11
柑橘統一選果場整備事業

9,210

ＪＡ三重南紀が柑橘統一選果場再整備を行う経費の一部を負担
し、柑橘の更なる品質向上を目指します。

12
農地利用状況調査事業

1,033

遊休農地所有者に対して農地の利用意向調査を行い、農地中間管
理機構への貸し出しや農地銀行の利用を推進します。

5,750

台風など災害時の倒木などで集落が孤立する恐れがあるため、集
落間を結ぶ林道における危険木及び枝を伐採します。

11,001

遊木漁港内の市場前の岸壁に小型船の突入防止柵を設置し、小
型船が市場に陸揚げする際の安全を図ります。

30

市の特産品の販売のため、ネット販売に関する勉強会を開催しま
す。

林業・豊かな森づくり
13
暮らしを守る危険木伐採事業

水産業
14
遊木漁港改良事業

商工業
15
インターネット販売強化推進事
業

13

事

業

名

事業費

16
松原商店街街路灯整備事業
小計

１６事業

1,528

事

業

内

容

松原商店街の活性化と地域の防犯目的のために設置されている街
路灯をＬＥＤ化する経費の一部を補助します。

58,352

２

保健・医療・福祉の充実

高齢者福祉
１
くまの魅力再発見！男性シニア
健康ハイキング事業
２
認知症カフェ事業
３
認知症啓発推進事業
４
徘徊ＳＯＳネットワーク事業
５
在宅医療・介護連携推進事業

54

男性高齢者を対象としたハイキングを開催することで、外出する楽し
みを提供し、健康意識を高めてもらいます。

認知症の人と家族、支援者とボランティアなどの地域住民が交流
300 し、さまざまな活動を通してリフレッシュすることができる場所を展開
します。
認知症についての専門医等による講演や映画鑑賞会を行い、認知
症予防への関心を高めるとともに、認知症の人や家族に対する支援
199
者を増やし、認知症になっても住みやすい環境の整備につなげま
す。
123

徘徊のおそれのある認知症高齢者等の支援を行うため、関係機関
による緊急連絡体制及び支援体制を構築します。

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
けることができるように、この地域の在宅医療・介護に携わる様々な
1,662 職種（医師、看護師、歯科医師、薬剤師、介護職等）の連携ネット
ワークを構築するとともに、地域の特性に配慮した患者情報管理の
検討や人材育成を行っていきます。

健康づくり
６
健康増進ポイント事業

健診や健康づくりに関する事業への参加に応じて健康ポイントを集
め、集めたポイントに応じて商品等と交換できるようにします。また、
1,531
ウォーキングの習慣化をめざし、毎週水曜日はウォーキングデイと意
識してウォーキングを心掛けることをＰＲします。

７
男性のための肉体改造教室事
業

224

男性にターゲットを絞った運動教室を開催し、生活習慣病予防の啓
発と実践を行い、健康づくりへの意識を高めます。

８
ノルディックウォーク教室事業

115

様々な年代の人に効果があるノルディックウォークの教室を開催し、
運動習慣の啓発と普及を図ります。

274

市街地においてウォーキングする方が多い通りに歩行距離等の目
安となる目印を設置し、健康づくりを図ります。

11,230

五郷診療所にレントゲン装置、心電計、荒坂診療所に薬の分包機
を整備し、医療体制を充実します。

９
まちなかウォーキングコース事
業
10
五郷診療所、荒坂診療所医療
機器整備事業
11
救急事業地域メディカルコント
ロール体制構築事業
12
ＡＥＤ更新事業

救急救命士が救急のためにできる行為の範囲が拡大されるため、
200 専門的な検証医師を確保して事後検証を行い、救急医療体制を充
実します。
社会福祉協議会３施設（ふれあいセンター、高齢者福祉センター、
1,167 飛鳥五郷デイサービスセンター）のＡＥＤを更新し、救急体制を充実
します。

少子化・子育て対策
13
産後ケア事業
14
井戸保育園耐震補強事業

54
23,130

育児不安が強く、きめ細かなサポートが必要な人に対し、心身のケ
アや育児サポート等の支援を行います。
社会福祉法人ひまわり会が運営する「井戸保育園」の耐震補強工
事を行います。

生活支援
14

事

業

名

15
生活困窮者自立支援事業
小計

１５事業

事業費
3,929

事

業

内

容

将来的に生活困窮におちいると見込まれる人に対して、各関係機
関が包括的な支援を実施し、生活困窮問題の解決を目指します。

44,192

３

教育・文化の振興

学校教育
１
グローバル体験事業
２
社会科副読本改訂事業
３
学校における囲碁教室事業

夏休みや冬休みにＡＬＴによる英会話教室や英語イベントなどを行
100 い、英語の世界を楽しく体験させることにより、グローバル社会に対
応できる児童生徒の育成を目指します。
市内各小学校で使用している「わたしたちの熊野市」の改訂を行
1,231 い、各資料のデータを新しいものにすることにより、学習効果・学力
の向上を図ります。
市内の小学校において、児童生徒が囲碁に親しむ教室を開催し、
174 集中力や忍耐力、相手を思いやる気持ちなどの豊かな心や生きる
力を育みます。

学校環境の整備
４
中学校給食実施事業
５
小学校校舎等改修事業

山間部中学校（飛鳥中学校、五郷中学校）に学校給食を実施しま
す。また、木本中学校、有馬中学校の給食を実施するため、木本中
133,666
学校の教室を改修し、調理場とするための設計・改修工事を行いま
す。
新鹿小中学校のプール塗装、木本小学校のトイレ洋式化、有馬小
11,860 学校の受電設備改修を行い、安全安心に学校生活を送れるように
します。
11,660

木本中学校体育館の床を改修し、安全安心に学校生活を送れるよ
うにします。

７
市民会館電気室改修事業

9,800

市民会館地下電気室内の受変電設備を更新し、安心して施設を利
用できるようにします

８
市民会館舞台機構改修事業

7,300

市民会館舞台の吊物装置の改修及び取替えを行い、安心して施設
を利用できるようにします

９
鉱山資料館電気室改修事業

700

６
中学校校舎等改修事業

文化芸術

小計

９事業

鉱山資料館の電気設備を改修し、安心して施設を利用できるように
します

176,491

４

生活環境の整備

市街地の整備
１
スマートウェルネスシティ検討事
業

158

健康づくりと中心市街地の活性化に関して、積極的かつ先進的に
取り組んでいる自治体との情報交換を行います。

防災
２
防災意識啓発事業（講演会）
３
防災意識啓発事業（漫才）
４
地域ぐるみの災害時要援護者
支援事業

東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県多賀城市の職員を招い
59 て震災の経験や教訓について聞き、市民の防災意識の向上を図り
ます。
環境省推薦の漫才師、林家ライス・カレー子さんを呼び、防災漫才
284 を実施します。笑いを交えた防災の話を聞き、市民の防災意識の向
上を図ります。
地域ぐるみの災害時要援護者対策の講演を行うとともに、避難行動
194 要援護者名簿を基に、地域内の避難場所となりうる家屋などの支援
対策を検討します。
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事

業

名

事業費

事

業

内

容

５
円滑な避難場所開設事業

風水害時の避難場所は１１０か所ありますが、鍵はそれぞれの地域
92 の責任者が管理しています。そこで、合鍵を作製し、防災対策推進
課でも保管し、迅速に避難場所の開設ができるようにします。

６
宿泊施設用津波ハザードマッ
プ・避難場所作成事業

10

７
福祉避難所資機材整備事業

福祉避難所については、たちばな園、むつみ苑、ケアホーム熊南の
３施設で避難所生活に適応できない高齢者や要援護者の受入れを
850
行うこととなっていますが、福祉避難所に避難した住民が安心して
避難所生活を送ることができるように資機材を整備します。

８
福祉避難所運営検討事業
９
風水害対策気象情報収集整備
試行事業
10
災害対策本部再生可能エネル
ギー等導入事業
11
木本中学校再生可能エネル
ギー等導入事業

津波浸水区域の宿泊施設と相談の上、避難場所を定めた津波ハ
ザードマップを作成し、配布します。

-

災害時に福祉避難所が有効に機能するために、運営マニュアルを
作成します。

気象情報を㈱ウェザーニュースの気象予報士と直接電話で確認で
きるようにして、より詳細な気象情報を得られるようにし、情報周知や
1,296
初動体制の迅速化、地域の特性を考慮した避難勧告等の判断を実
現できるようにします。
市役所本庁舎に太陽光発電装置と蓄電池装置を設置し、災害によ
28,853 る電力喪失時に災害対策本部としての機能維持のための電力を確
保します。
木本中学校に太陽光発電装置と蓄電池装置を設置し、災害による
32,141 電力喪失時に避難所としての機能維持のための電力を確保しま
す。

消防
本署に配備している高規格救急車を更新並びに、高度救命処置用
資機材等を更新し、消防力の充実強化につなげます。

12
高規格救急車更新事業

36,685

13
分団車庫改築・改修事業

老朽化した飛鳥分団小阪車庫を浸水のリスクの低い場所に改築す
21,080 るほか、木本分団車庫の外壁改修を行い、消防力の充実強化につ
なげます。

14
小型動力ポンプ付積載車更新
事業

9,508

老朽化した神川分団神上の小型動力ポンプ付積載車を更新し、消
防力の充実強化につなげます。
老朽化した小森分団に配備している小型動力ポンプを更新し、消
防力の充実強化につなげます。

15
小型動力ポンプ更新事業

810

16
消防分団員被服整備事業

3,109

消防分団員の雨合羽、Ｔシャツ、ヘルメット、ヘッドライトを購入し、活
動力強化につなげます。

5,932

ＵＩＪターン者の受入れを促進するため、市内の空き家調査を実施
します。

18
側溝・舗装修繕事業

234,608

生活に密着した道路の側溝や舗装修繕を実施し、安全で安心な生
活環境を構築します。

19
橋梁定期点検事業

10,000

適切な道路管理を行うため、市道の橋梁の定期点検を実施し、異
常または損傷を早期に発見し、対策の要否を判定します。

7,065

ごみの減量化、リサイクルの推進並びにごみ処理経費の削減に結
びつく事業を実施します。

住宅・住環境
17
空き家活用促進事業

道路

廃棄物処理
20
ごみ減量化市民行動計画事業
小計

２０事業

392,734

５

まちづくりの進め方
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事

業

名

事業費

事

業

内

容

１
市制１０周年記念事業

1,644

旧熊野市と紀和町が合併して１０周年を迎えるため、記念式典を開
催します。

２
五郷地域づくり補助事業

3,868

紀伊半島大水害により被害を受けた五郷ふれあい公園内施設の復
旧を支援し、地域コミュニティの育成強化を図ります。

３
新鹿公民館修繕事業

1,142 新鹿公民館の窓、床等の修繕を行います。

４
久生屋公民館塗装事業

4,919 久生屋公民館の外壁塗装を行います。

５
滑地集会所修繕事業
６
議員調査活動能力向上事業
小計
総計

316
1,680

７事業

13,569

６７事業

685,338

飛鳥町滑地自治会が所有する集会所の屋根修繕費用の一部を補
助します。
市議会議員の調査活動能力向上のため、研修や視察時の旅費と負
担金等を支給します。
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平成２７年度一般会計当初予算の主な内容
事業費の(

)は平成２６年度当初予算額

①産業の振興
「地域資源を活かした、独創性のある産業が発展するまち」
１

集客交流の推進

（１）観光業
（ア）多様な情報発信の展開
（新規） 観光用ライブカメラ設置事業 【観光スポーツ交流課】 ６４万６千円
紀和町の赤木城跡にライブカメラを設置し、情報発信を行い集客を図ります。
（新規） インバウンド環境整備事業 【観光スポーツ交流課】 ３１万円
外国人観光客の受け入れ整備を図るため、観光資源や施設の案内シールを作成しま
す。
（新規） 車両ステッカー観光ＰＲ事業 【観光スポーツ交流課】 ４３万２千円
熊野市をＰＲする大型の車両用ステッカーを作成し、地元運送会社などの市外へ向かうト
ラックに貼ってもらい、市外へのＰＲを図ります。
（新規） ＪＲタイアップ広告宣伝展開事業 【観光スポーツ交流課】 １６６万８千円
ＪＲ東海と協同・連携し、駅構内で熊野市が作成したポスターを掲示し、情報発信します。
（新規） くまのりものＰＲ事業 【観光スポーツ交流課】 ８万４千円
市街地周遊バス、レンタサイクル、観光タクシー、路線バス、熊野古道無料バスなどを利
用した周遊モデルプランを載せたガイドマップを作成し、観光客の市内滞在期間を増やすこ
とを目指します。
（継続） 観光アンバサダー推進事業 【市長公室】 ８６万１千円
外国人及び留学生を活用して市の観光資源の情報発信を行います。
（イ）受入態勢の向上
（新規） 鬼ヶ城センター複合施設バス乗務員用休憩所設置事業 【観光スポーツ交流課】
１９６万円
鬼ヶ城センター駐車場内に観光バス乗務員用休憩所を設置し、観光バスの更なる誘致を
図ります。
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（新規） 観光地保存事業費補助事業 【観光スポーツ交流課】 ５８万６千円
清掃活動等のため新鹿海岸で使用しているクローラーの更新費用の一部を補助し、観光
地としての景観を維持します。
（増額） ホテル瀞流荘大規模改修整備事業 【地域振興課】
１億２，９２４万５千円（３，０３１万１千円）
奥瀞道路の完成や国道３１１号の改良を見越し、熊野市の西の玄関口としての役割を充
実させるため、建設から２４年が経過して老朽化が進んでいるホテル瀞流荘の大規模改修
及び増築を行います。平成２７、２８年度で大規模改修工事及び増築工事を行います。
（増額） 湯ノ口温泉施設周辺整備事業 【地域振興課】 １億４，９３１万２千円（３７１万２千円）
老朽化が進んでいた湯ノ口温泉の本館の建て替えは２６年度に完成しますが、２７年度は
バンガローの改築、駐車場の整備、既設設備の撤去等を行います。
（継続） 熊野市集客倍増・おもてなしアップ推進事業 【観光スポーツ交流課】 １９万６千円
市内の観光施設運営者、宿泊業者、運輸業者、旅行業者等の参画による熊野市集客倍
増・おもてなしアップ推進会議を設置し、観光客の集客向上に向けた取組みを行います。
（ウ）観光地としての魅力創造
（新規） 観光ガイド養成事業 【観光スポーツ交流課】 ２４万２千円
熊野市内の観光資源を幅広くガイドできる人材を養成し、熊野の魅力を十分に伝えること
により、観光客の満足度を上げることを図ります。
（新規） 観光客実態調査事業 【観光スポーツ交流課】 ２５万３千円
鬼ヶ城、花の窟、熊野古道、千枚田などの主要な観光地において、アンケート調査により
観光客の実態を把握して、今後の観光戦略につなげます。
（継続） 観光大使事業 【観光スポーツ交流課】 ４３万６千円
熊野市にゆかりがあって、観光業などに精通した方々に観光大使になっていただき、熊
野市の魅力、良さを国内外にＰＲしてもらいます。また、観光大使のアドバイスを今後の観光
施策に反映します。
（継続） 観光案内スマホ活用事業 【観光スポーツ交流課】 ６万５千円
携帯アプリ「かざすＣＩＴＹ」を利用した観光名所等の情報を提供し、観光客の誘客と観光
振興を図ります。
（継続） 観光タクシー事業 【観光スポーツ交流課】 １４万４千円
研修を受けた乗務員が観光名所の案内を行うことにより、誘客を行います。
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（継続） 食のキャンペーン事業 【観光スポーツ交流課】 ６９万６千円
熊野を訪れた観光客のおもてなしアップのため、丼のキャンペーンを引き続き行います。
（継続） 徐福の里魅力向上事業 【観光スポーツ交流課】 ４８万２千円
徐福伝説を活用し、波田須周辺の地域資源の魅力を高め「徐福の里」波田須を国内外に
発信します。
（継続） 熊遊戦隊イコライジャーステージ事業 【地域振興課】 ２３万６千円
市内、市外のイベントで熊野市が誇る数々の観光名所や特産品をテーマとしたステージ
を行い、集客の増大を図ります。
（エ）体験型観光の促進
（増額） 地域おこし協力隊等観光振興事業 【観光スポーツ交流課】
１，０７３万６千円（７４０万５千円）
外部からの新しい視点で市内の観光資源を活用した地域や集落の活性化を図ります。民
泊の整備推進、体験ツアーの企画・立案、みやげもの開発等を行います。
（増額） 丸山千枚田虫おくり支援事業 【地域振興課】 ５７万円（２７万円）
丸山千枚田の虫おくり実行委員会が主催する「丸山千枚田の虫おくり」に対し支援を行い
ます。
（継続） 観光公社事業 【観光スポーツ交流課】 １，５２９万５千円
熊野古道をはじめとする市内の豊富な観光資源を活用し、着地型旅行商品や体験プログ
ラムの企画や販売を行い滞在型観光の推進を図るとともに、旅行代理店への宣伝、宿泊施
設の紹介などを行い、観光の振興と観光関連産業及び地域経済の活性化を図ります。
（オ）集客交流の促進
（継続） 都市農村交流推進事業 【農業振興課】 １６万８千円
都市住民と集落の都市農村交流を促進させ活性化につなげます。また、百貨店での地域
物産展への出展や相模女子大学の大学祭への参加を行い、当市の特産品を販売します。
（継続） 熊野古道積極活用推進事業 【観光スポーツ交流課】 ６０万円
熊野市の観光をＰＲするため、おもてなし事業、メディア交流会への参加等を行います。
（継続） 紀南中核的交流施設整備事業

【市長公室】 ２，５３５万５千円

滞在型の集客交流施設の整備を行う（株）エムアンドエムサービスに対し支援を行いま
す。
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（継続） 小船梅まつり・小森桜まつり・火祭り・ふるさとまつり開催事業
【地域振興課】 ４２０万円
地域の活性化と地域振興のため、伝統あるまつりを継続して実施します。
（継続） 観光イベント開催事業 【観光スポーツ交流課】 ２９５万円
各種観光イベント事業に対し、事業費の一部を支援することによってイベントの充実を図り、
観光地としての宣伝活動及び観光客の誘致を行います。
（カ）観光客の利便性向上
（継続） 熊野古道客に対する２次交通確保対策事業 【市長公室】 ２１９万３千円
熊野古道客に対する２次交通の確保を図るため、松本峠、大吹峠、通り峠・丸山千枚田へ
無料シャトルバスを運行します。
（継続） 熊野古道シャトルバス運行事業 【観光スポーツ交流課】 １６５万４千円
中京圏から熊野古道伊勢路への古道客誘致のために運行されている「熊野古道シャトル
バス」への運営費の一部を負担します。
（２）スポーツによる集客交流
（ア）大会・合宿の誘致
（増額） 海水浴場魅力向上事業 【観光スポーツ交流課】 ２５９万８千円（１３５万円）
新鹿海岸でビーチ・マリンスポーツフェスティバルＩＮ新鹿（シーカヤック、スタンドアップパ
ドルサーフィン、ビーチサッカーなどの大会）やビーチバレーボールフェスタを開催し、熊野
の雄大な自然、地形を利用したマリンスポーツを振興し、一年を通した集客を創出します。
（増額） 還暦野球熊野大会開催事業 【観光スポーツ交流課】 ７０万円（６０万円）
山崎運動公園くまのスタジアム等で、還暦の部１６チーム、古希の部４チームによる「還暦
野球熊野大会」を開催し、市の情報発信、集客効果の増大を図ります。
（継続） トレイルランニングレース開催事業 【地域振興課】 ８０万円
ランニングブームのなか、山道などを走るトレイルランニングが関東地方を中心に爆発的
に人口を増やしているため、３０キロコース、５０キロコースなどのトレイルランニング大会を開
催し、全国からの集客を図ります。
（継続） ロングトレイル整備事業 【地域振興課】 ８４万３千円
トレイルランニングレースを開催するため、紀和地域の絶景ポイントを取り入れたトレッキン
グコースを新たに整備します。
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（継続） サイクルデイ ｉｎ 熊野開催事業 【観光スポーツ交流課】 ７０万円
一流選手等を講師に迎え、講習会やサイクルイベントを実施し、新たな種目のスポーツ集
客の拡大を図ります。
（継続） スポーツフェスティバル開催事業 【観光スポーツ交流課】 １，１８４万３千円
ソフトボール、ベースボール、ラグビー、柔道、ソフトテニスのフェスティバルを開催し、スポ
ーツを通じた集客・交流を促進します。
（継続） 紀伊半島グラウンドゴルフ大会開催事業 【観光スポーツ交流課】 ５万円
平成２７年１１月に紀伊半島グラウンドゴルフ大会を開催し、地域の活性化、観光客誘致
による集客の拡大を進めます。
（継続） 紀伊半島寿野球大会開催事業 【観光スポーツ交流課】 １００万円
三重・和歌山・奈良３県等からの参加チームにより寿野球大会を開催し、都市間の交流を
行うことにより、地域振興を図ります。
（継続） 熊野学童軟式野球大会開催事業 【観光スポーツ交流課】 ５０万円
学童軟式野球大会を開催し、他地域からの集客を行うことにより、地域振興を図ります。

２

商工（鉱）業の振興

（１）商 業
（ア）販売・輸出の強化
（新規） インターネット販売強化推進事業【水産・商工振興課】 ３万円
市の特産品の販売のため、ネット販売に関する勉強会を開催します。
（増額） 那智黒石振興事業 【水産・商工振興課】 ２６６万６千円（１７３万円）
宮崎県日向市の蛤碁石と熊野市の那智黒石のＰＲを、東京にある三重県アンテナショッ
プ「三重テラス」にて合同開催することで、両市の特産品の知名度の向上を図ります。また、
「熊野那智黒碁石まつり」を熊野で開催し、那智黒石の郷、熊野市をＰＲします。
（継続） 物産展開催事業 【水産・商工振興課】 ８２万６千円
市外への輸出を促進するため、商談会等へ参加し、バイヤーとの連携強化を行います。
また、関西圏や中部圏において市特産品のＰＲを実施します。
（イ）中小小売業の活性化
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（新規） 松原商店街街路灯整備事業【水産・商工振興課】 １５２万８千円
松原商店街の活性化と地域の防犯目的のために設置されている街路灯をＬＥＤ化する経
費の一部を補助します。
（増額） 若者起業支援・融資助成事業 【水産・商工振興課】 １００万円（７５万円）
若者が市内で起業する際、金融機関から起業のために融資を受ける場合において、利子
の一部（融資金額の４％（現行３％）・補助対象融資限度額５００万円、補助上限２０万円（現
行１５万円））に対して補助を行います。
（継続） 若者起業支援・チャレンジショップ支援事業 【水産・商工振興課】 １３４万４千円
市内の商店街等における空き店舗を活用した若者の起業に対し、家賃の２分の１以内
（月額上限３万円）で最高２年間補助します。
（継続） 歩き楽しむ記念通り商店街実現支援事業 【水産・商工振興課】 １３８万１千円
平成２３年度から実施している記念通り商店街での歩行者天国事業を継続実施します。
中心市街地の賑わいを創出し、商店街の経済効果を高めます。
（継続） 小規模事業者振興資金利子補給事業 【水産・商工振興課】 ５１８万円
高速道路開通により、もてなしアップの改善やこの機会に事業規模の拡大や新規の創業
を考えている市内事業者に対して、そのリスクを軽減するため、事業者が日本政策金融公庫
の経営改善貸付制度及び三重県小規模事業者資金制度等を活用して融資を受けた場合
に、その利息の一部を補助します。
（継続） きのもと商いＰＲ支援事業 【水産・商工振興課】 ６２万８千円
熊野市商店連合会が本町通、記念通り商店街などに呼びかけて実施する百円市や一店
逸品活動などのＰＲ費用を支援し、個々の商店主が独自の発想で自己商品の販売戦略を
考え魅力ある店作りに努めることを支援します。
（継続） 記念通り商店街活性化事業 【水産・商工振興課】 ２１０万８千円
住民の憩いの場として利用されている「いこらい広場」を様々な人が利用できるスペースと
して活用します。また、毎月「いこらい市」を開催します。

３

農林水産業の振興

（１）農 業
（ア）農業者の確保・育成対策
（継続） 地域おこし協力隊農業支援事業 【農業振興課】 ７８４万円
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農業従事者の高齢化や担い手不足により、たかな等の特産品についても生産量が減少
傾向にあるため、新たな担い手を確保して、耕作放棄地の解消、特産品の安定生産につな
げます。
（継続） 新規就農者確保事業 【農業振興課】 ２１４万１千円
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後の所得を
確保するため補助金を交付します。
（継続） 農業公社事業 【農業振興課】 １，０３４万２千円
農業の担い手や新規就農者育成を図る研修事業や遊休農地の再生利用、すきま野菜等
の栽培促進、都市と農村の交流を推進することにより、農産物の生産量増大、農村環境の
保全を図ります。
（継続） 経営所得安定対策推進事業 【農業振興課】 ２００万円
農業者の「経営所得安定対策」を適正かつ円滑に実施するため、各種事務及び必要な取
組を実施します。
（継続） 新規就農者等施設園芸補助事業 【農業振興課】 ３００万円
ＵＩＪターン新規就農者に対し、施設園芸用設備の整備を行う場合、費用の一部を補助し
ます。
（継続） 農業担い手対策補助事業【農業振興課】 ９６万円
新たに転入して農業に従事するＩＪターン農業担い手に対し、家賃の一部を補助します。
（イ）組織的農業への支援
（増額） 多面的機能支払事業 【農業振興課】 ２２８万９千円（３３万９千円）
地域住民主体での農地・農業用水などの資源の保全管理、環境の保全、水路・農道など
の施設の長寿命化を図る活動に対し、その経費を補助します。
（継続） 集落営農推進事業 【農業振興課】 １９万７千円
農業者の高齢化や担い手不足に対応するため、集落営農組織の設立を図り、将来に向
けて持続性のある経営体を育成します。
（ウ）市場競争力のある農産物・加工品による輸出力強化
（新規） 優良野菜産地化実証事業 【農業振興課】 ２，３６１万９千円
地域おこし協力隊を活用して、これまで実施してきた「すきま野菜栽培実証事業」で事業
者から引き合いの強かった農産物を栽培し、さらに規模拡大することにより耕作放棄地の解
消を図ります。
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（新規） 柑橘統一選果場整備事業 【農業振興課】 ９２１万円
ＪＡ三重南紀が柑橘統一選果場再整備を行う経費の一部を負担し、柑橘の更なる品質向
上を目指します。
（増額） 農地集積協力金事業 【農業振興課】 ２５０万（１５０万５千円）
農業者の高齢化により遊休農地・耕作放棄地が増加しているため、農地集積交付金を交
付することにより、農地集積を図り、農業振興地域の再生を促進します。
（継続） 柑橘高品質化推進事業 【農業振興課】 ３０６万円
柑橘の高品質化を図り、他産地との差別化を図るため、栽培資材（マルチ材）を新規に購
入する場合、費用の一部を補助します。
（継続） 熊野地鶏振興事業 【地域振興課】 １７万５千円
「熊野地鶏」の販売を促進するため、熊野地鶏フェアを開催し、市内外でのＰＲに力を入
れます。
（継続） 人・農地問題解決加速化支援事業 【農業振興課】 ３４万４千円
地域の営農継続、耕作放棄地の減少などを図るため、中心となる経営体への農地の集積
やその他の農業者を含めた地域農業のあり方を定めたマスタープランの作成及び見直しを
行います。
（継続） 「新姫」特産品化推進事業 【農業振興課】 ３６１万円
「新姫」を特産品として振興していく上で、既に商品化しているぽん酢、ドリンク、果汁、アイ
スクリーム等の販売強化に努め、売り上げ増を図っていきます。
（継続） 特産品等開発事業（一地域一品運動） 【農業振興課】 １００万円
地域の人材や資源を活用した特産品の開発に係る取り組みに対し、経費の一部を支援し、
地域の活性化と雇用の創出を図ります。
（エ）農村環境の整備と農地の適正な管理
（新規） 農地利用状況調査事業 【農業委員会】 １０３万３千円
遊休農地所有者に対して農地の利用意向調査を行い、農地中間管理機構への貸し出し
や農地銀行の利用を推進します。
（増額） 県営畑地帯総合整備事業 【農業振興課】 ４，０５０万円（３，３７５万円）
高品質柑橘の生産を可能とする用水及び排水路の改良、道路整備を基本とした生産基
盤整備を行います。
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（継続） 県営中山間地域総合整備事業【農業振興課】 ３，４５０万円
中山間農村地域の活性化と集客交流の場の提供並びに農業生産力の向上と労働力の
軽減、農村生活環境の改善を図ります。
（オ）獣害対策
（増額） 有害鳥獣駆除事業 【林業振興課】 １，８７８万５千円（１，０９３万５千円）
鳥獣害対策として、有害鳥獣買上事業、有害鳥獣出動奨励事業を行います。
（継続） 有害鳥獣捕獲実施隊事業 【農業振興課】 ６９２万７千円
鳥獣による農作物への被害が市内全域で深刻化しているため、有害鳥獣捕獲実施隊を
組織して、獣害対策に関するきめ細やかな地域指導を行います。
（継続） 農産物獣害対策事業 【農業振興課】 ３１０万５千円
農産物への被害を防止するために設置する電気柵等の資材を支援し、農産物の安定生
産を図ります。
（カ）（一財）熊野市ふるさと振興公社の役割
（増額） 丸山千枚田保全事業 【地域振興課】 ２，２６４万５千円（１，９４４万２千円）
丸山千枚田の稲作・草刈作業及び水口・畦畔・石垣等の補修作業を保存会の協力を得て
行い、文化資源としての活用を図り、農耕文化の継承に努めます。また、都市住民との交流
を推進し、観光資源としての活用にも努めます。
（継続） 熊野市ふるさと振興公社事業 【地域振興課】 ４，６１２万４千円
熊野地鶏や新姫、味噌などの特産物の生産・加工・販売や瀞流荘、湯ノ口温泉、鬼ヶ城
センターなど観光サービス事業などを行います。各部が連携して販売額のアップを図るとと
もに効率化と生産性向上に努めるなどコスト改革に取り組み、健全な経営に努めます。そし
て、市と公社が連携を取りながら「輸出力」の増大を図り、市の地域振興、雇用拡大に貢献し
ていきます。
（２）林 業
（ア）市民と共存する豊かな森づくり
（新規） 暮らしを守る危険木伐採事業 【林業振興課】 ５７５万円
台風など災害時の倒木などで集落が孤立する恐れがあるため、集落間を結ぶ林道にお
ける危険木及び枝を伐採します。
（継続） 木造住宅建設促進対策事業 【林業振興課】 １，７３６万円
地元産材の活用を通して建築関連産業の活性化を図るため、熊野材を使用した住宅建築
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者にレインボー商品券の購入を助成します。また、内装材に基準以上の熊野材を使った家
については、レインボー商品券を増額します。
（継続） 身近なみどり整備推進事業 【林業振興課】 １２０万９千円
倒木の恐れがある樹木から市民の生命や財産を守るため、危険木の伐採に対する支援を
行います。
（継続） 森林環境創造事業 【林業振興課】 ３，０００万円
環境林の間伐、植栽、下刈、歩道整備、現地調査を実施することで山林の持続的な管理
を行い、山林の活性化を図ります。
（継続） 森林病害虫防除事業 【林業振興課】 ５万８千円
花の窟、獅子岩、有馬町防風保安林内の松喰い虫防除を実施します。
（継続） 甲虫類飼育生産事業 【林業振興課】 １４万５千円
紀和町のクヌギ山を利用し、甲虫類の産卵場所を人工的につくり増殖させることで、自然
豊かな森づくりとともに、観光客に昆虫採取の体験メニューを提供したり、甲虫の販売を行い
ます。
（継続） 林内作業道開設事業 【林業振興課】 １５０万円
森林組合が開設する作業道について、支援を行います。
（継続） 林道開設事業 【林業振興課】 ７，３３６万７千円
林道高代山・大井川線開設事業、他１路線の開設・改良事業を実施します。
（継続） 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業 【林業振興課】 ９万円
かつて野生鳥獣の生息地となっていた森林を再生することにより、集落周辺への野生鳥
獣の出現の減少を図ります。
（継続） 民有林境界測量促進事業 【林業振興課】 ６０万５千円
民有林の位置、境界をＧＰＳ等を使用しながら測量・調査する費用の一部を補助します。
（イ）林産物の需要拡大と安定供給体制づくり
（継続） 熊野材輸出促進事業 【林業振興課】 １５９万円
市と熊野木材協同組合が一体となって熊野材輸出促進のための協議会を設置し、熊野
材の産地化を進めることによって消費者の認知度を深め、工務店などに営業活動を行うこと
により、都市部での需要拡大を図ります。
（ウ）森を支える人と組織体制づくり
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（継続） 林業担い手対策事業 【林業振興課】 ２４万円
新たに転入して林業に従事するＩ・Ｊターン林業担い手の家賃を２年間助成します。
（継続） 森林経営計画作成推進事業 【林業振興課】 １１４万円
一体的に施業などを行う集約化を推進するため、小規模森林所有者を取りまとめ合意形
成を図ります。合意形成への取組に必要な森林情報の収集・現況調査・境界確認等の森林
所有者の合意形成等活動への支援を行います。
（３）水産業
（ア）水産資源の安定的確保と漁業基盤の整備
（新規） 遊木漁港改良事業 【水産・商工振興課】 １，１００万１千円
遊木漁港内の市場前の岸壁に小型船の突入防止柵を設置し、小型船が市場に陸揚げ
する際の安全を図ります。
（増額） 遊木地区漁港漁村環境整備事業 【水産・商工振興課】
１億２，８１０万１千円（１億７１０万１千円）
遊木漁港内に建設予定の新たな魚市場の完成後、漁業者等が安全、安心に活動できる
ように、北防波堤を延長して港内の静穏度向上を図ります。
（増額） 水産物供給基盤機能保全事業 【水産・商工振興課】 ４，７２５万４千円（８００万円）
遊木漁港、磯崎漁港の機能保全を行うために必要な機能保全計画を策定し、計画に基
づき機能保全工事を行います。
（継続） 遊木漁港機能強化事業 【水産・商工振興課】 ５，２５０万１千円
遊木漁港内の主要な岸壁、防波堤等について、耐震診断に基づき地震・津波対策工事
を行います。
（継続） 水産多面的機能発揮対策事業 【水産・商工振興課】 ２０万円
地域活動組織が実施する水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する活動（藻場の環境
保全、沿岸域の環境保全など）について支援を行います。
（継続） 種苗放流事業 【水産・商工振興課】 ３７７万２千円
トラフグ、ヒラメ、マダイの放流に加え、魚価が高く放流後の定着性のあるカサゴの放流を
実施し、水産資源の維持・増大と漁家所得の向上・安定を図ります。
（イ）ブランド化と輸出の拡大
（継続） 漁業６次産業化推進事業 【水産・商工振興課】 ４４万８千円
漁業関係者等と産地協議会を設置し、漁業の６次産業化に資する取組を行います。
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（ウ）後継者育成
（継続） 地域おこし協力隊漁業後継者育成事業 【水産・商工振興課】 ３９１万７千円
Ｉ・Ｊターン者を受け入れ、一本釣り漁などの個人漁家経営者のもとで修業を行ってもらい、
新たな漁業者を確保します。
（継続） 漁業担い手対策事業 【水産・商工振興課】 １６４万円
漁業経営体に雇用されたＩ・Ｊターン新規漁業就労者の家賃を２年間助成します。
（継続） 漁業新規就業者支援事業 【水産・商工振興課】 ３６万円
熊野漁協による漁業新規就業者支援事業に対し補助を行います。
（エ）内水面漁業の振興
（継続） 漁協淡水魚放流事業 【水産・商工振興課】 １３５万円
水産動植物の増殖保護と漁獲高の向上を図るため、大又川飛鳥五郷、紀和町、北山川
神川の各漁協によるアユ、ウナギ、アマゴの放流に対し、助成を行います。

33

②保健・医療・福祉の充実
「支え助け合い、健やかにいきいきと暮らせるまち」
１

支え合い助け合う福祉の充実

（１）高齢者福祉
（ア）高齢者の健康づくり
（新規） くまの魅力再発見！男性シニア健康ハイキング事業 【健康・長寿課】 ５万４千円
男性高齢者を対象としたハイキングを開催することで、外出する楽しみを提供し、健康意
識を高めてもらいます。
（継続） 介護予防ケアマネジメント事業 【健康・長寿課】 ４，７２３万５千円
介護予防事業、新予防給付の対象となる高齢者の把握を行い、対象者に応じた介護予
防のケアマネジメントを行います。
（継続） 介護予防二次予防事業 【健康・長寿課】 ７１８万５千円
要介護状態の予防のため、要介護状態になる可能性の高い高齢者の把握や評価をし、
運動機能の向上、栄養相談、口腔機能改善などを実施します。
（継続） 介護予防一次予防事業 【健康・長寿課】 ２，９５６万６千円
６５歳以上の高齢者に対する健康相談や、高齢者伝承遊び普及、水中運動、筋力向上ト
レーニングなどを実施し、生活習慣改善及び要介護予防につなげます。
（イ）高齢者の生きがいと社会参加の促進
（増額） 高齢者サロン事業 【健康・長寿課】 １７８万円（６１万１千円）
高齢者による高齢者のための憩いのサロンを運営、開催し、高齢者に外出する楽しみを提
供します。
（継続） 若返りクラブ事業 【健康・長寿課】 １４４万円
高齢者がいつまでも地域で元気に過ごすために、外出の機会を増やし、長く活動できる
趣味と将来にわたって助け合える仲間づくりの場として支援していきます。
（ウ）共に支え合える地域社会づくり
（新規） 認知症カフェ事業 【健康・長寿課】 ３０万円
認知症の人と家族、支援者とボランティアなどの地域住民が交流し、さまざまな活動を通し
てリフレッシュすることができる場所を展開します。
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（新規） 認知症啓発推進事業 【健康・長寿課】 １９万９千円
認知症についての専門医等による講演や映画鑑賞会を行い、認知症予防への関心を高
めるとともに、認知症の人や家族に対する支援者を増やし、認知症になっても住みやすい環
境の整備につなげます。
（新規） 徘徊ＳＯＳネットワーク事業 【健康・長寿課】 １２万３千円
徘徊のおそれのある認知症高齢者等の支援を行うため、関係機関による緊急連絡体制及
び支援体制を構築します。
（継続） 緊急通報装置設置事業 【健康・長寿課】 ３３万３千円
在宅の一人暮らしの高齢者宅に緊急通報装置を設置し、高齢者の急病、災害発生時の
緊急時等の連絡・援助体制を確立し、不安の解消、日常生活の安全の確保により、高齢者
福祉の向上を図ります。
（継続） 元気見守り事業 【健康・長寿課】 １９０万５千円
地区社協の福祉委員を中心として、定期的な訪問やはがき、電話による見守り活動を行
い、一人暮らし高齢者等の見守り、安否確認を実施します。
（継続） 食の自立支援事業 【健康・長寿課】 ５９７万９千円
在宅の一人暮らしの高齢者等に対して、定期的に居宅を訪問し、栄養のバランスがとれた
食事を提供するとともに、安否確認、孤独感の解消を図ります。
（エ）相談・支援体制の充実
（新規） 在宅医療・介護連携推進事業 【健康・長寿課】 １６６万２千円
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、
この地域の在宅医療・介護に携わる様々な職種（医師、看護師、歯科医師、薬剤師、介護職
等）の連携ネットワークを構築するとともに、地域の特性に配慮した患者情報管理の検討や
人材育成を行っていきます。
（増額） 認知症サポーター養成事業 【健康・長寿課】 ３７万８千円（１８万１千円）
講師役のキャラバンメイトを養成し、講演会・研修会を開催することで、認知症を理解し、
認知症の人やその家族を温かく見守り支援する認知症サポーターを養成します。
（継続） 元気づくり推進員育成事業 【健康・長寿課】 １１６万９千円
元気づくり推進員を育成し、健康診査やがん検診の推進、健康づくり事業のＰＲを行いま
す。地域に密着した健康づくりを実施することで、市民の健康への意識を高めます。
（継続） 元気確認ふれあいノート事業 【健康・長寿課】 １５万３千円
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高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするため、７５歳以上の一人暮らし
高齢者で見守りを希望する方を対象に「元気ふれあい確認ノート」を配布し、見守りを希望
する高齢者がどれくらい訪問を受けているか把握し、訪問頻度の少ない人に対して、今後ど
のような見守りを行っていくかを検討します。
（継続） 集落支援事業 【健康・長寿課】 ８０４万１千円
集落支援員を設置し、過疎集落等における高齢者の見守り活動や、高齢者サロンの支援
を行います。
（継続） メタボリックシンドローム改善強化事業 【健康・長寿課】 ２２万４千円
国民健康保険の特定保健指導の対象者に対し、個別訪問による改善のための指導など
を実施して、メタボリックシンドロームの予防、改善を図ります。
（継続） 一人暮らし高齢者等安心生活確保事業（救急医療情報キット配備事業）
【健康・長寿課】 １４万２千円
一人暮らし高齢者等の要援護者の有事における救急対策として、飲み薬や血液型、病歴
等の医療情報や診察券、健康保険証、緊急時連絡先等の情報をキットにまとめて居宅に配
備します。
（継続） 総合相談・権利擁護事業 【健康・長寿課】 ５３０万１千円
社会福祉士が中心となり、高齢者の実態把握、総合相談・支援及び権利擁護に関する業
務を行います。
（継続） 介護用品支給事業 【健康・長寿課】 ３６５万５千円
重度の介護状態にある高齢者を自宅で介護している市民税非課税世帯の家族に対し、
介護用品を支給します。
（継続） 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 【健康・長寿課】 ５０２万９千円
地域のケアマネージャーに対する相談、資質向上のための研修や制度施策に関する情
報提供、支援困難事例への助言、包括的・継続的なケア体制の構築を行います。
（２）障がい者福祉
（ア）地域生活への移行支援
（増額） 障がい者自立支援事業 【福祉事務所】 ４億５，８９７万７千円（４億２，７５６万６千円）
障がいのある方々に対して、居宅でのホームヘルプサービスや施設でのサービスを提供
するほか、補装具や日常生活用具を支給することにより、自立した生活を支援します。
（継続） 障がい者相談員設置事業 【福祉事務所】 ５万円
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身体障がい者及び知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその家族等からの相談に
応じ、必要な指導、助言を行うとともに、障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に関す
る協力、障がい者に関する援護思想の普及を行うことにより、障がい者の福祉の増進を図り
ます。
（継続） 障がい者（児）紙おむつ給付事業 【福祉事務所】 ４３万２千円
在宅生活している重症心身障がい者（児）に対して、紙おむつを給付します。
（イ）

就労支援と社会参加

（継続） 訓練施設等通所交通費補助事業 【福祉事務所】 １７０万１千円
在宅の障がい者、知的障がい者及び精神障がい者が訓練施設等に通所するための費用
の一部について補助を行います。
（継続） 重度障がい者等管外施設送迎費補助事業 【福祉事務所】 １７万円
市外施設を利用する重度障がい児（者）に対する移送費用について、補助を行います。
（３）子育て支援
（ア）母と子の健康づくり
（増額） 特定不妊治療費助成事業 【健康・長寿課】 ５５万円（５０万円）
不妊治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する経費の一部を助
成します。
（継続） 不育症治療費補助事業 【健康・長寿課】 １５万円
不育症治療費に要する費用の一部を補助し、不育症治療を受けた方の経済的負担を軽
減します。
（継続） 風しん予防接種助成事業 【健康・長寿課】 ５万円
妊娠を希望する女性または家族に対し、風しん予防接種費用の一部を助成します。
（継続） 予防接種事業 【健康・長寿課】 ４、７２４万８千円
予防接種法、結核予防法に基づき、四種混合、三種混合、ＢＣＧ，二種混合、日本脳炎
小児肺炎球菌、子宮頸がん、ヒブ等の予防接種を行います。
（継続） 少子化対策・妊婦一般健康診査事業 【健康・長寿課】 １，１５６万７千円
母子保健のしおりを発行するとともに、自己負担なしで受診していただける妊娠中１４回の
健康診査を医療機関に委託して行います。
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（継続） 保育所フッ化物洗口事業 【福祉事務所】 ３４万６千円
虫歯予防のため、保育園児によるフッ化物洗口（うがい）を行います。
（継続） 小学校フッ化物洗口推進事業 【教育委員会】 ４４万３千円
虫歯予防のため、モデル校２校の小学生によるフッ化物洗口（うがい）を行います。
（継続） 幼稚園フッ化物洗口推進事業 【教育委員会】 ３４万１千円
虫歯予防のため、幼稚園園児によるフッ化物洗口（うがい）を行います。
（継続） 幼児フッ化物塗布推進事業 【健康・長寿課】 ７１万８千円
虫歯予防のため、１歳６か月、２歳６か月、３歳児にフッ化物塗布を行います。
（継続） 麻しん、風しん予防接種推進事業 【健康・長寿課】 ３０７万６千円
麻しん、風しんの予防接種を強化し、公衆衛生の向上及び増進につなげます。
（継続） 任意予防接種補助事業 【健康・長寿課】 ５２万１千円
任意予防接種のうち、ＭＲ，麻しん、風しん、高齢者肺炎球菌に要する費用の一部を補助
します。
（継続） ロタウイルス予防接種助成事業 【健康・長寿課】 １３１万８千円
ロタウイルスの罹患や重症化を防ぐため、ワクチン接種費用の一部を助成します。
（継続） おたふくかぜ予防接種助成事業 【健康・長寿課】 ２４万７千円
おたくふかぜの罹患や重症化を防ぐため、ワクチン接種費用の一部を助成します。
（継続） 食育推進事業 【健康・長寿課】 １２万２千円
幼児とその保護者に対して、親子料理教室などを開催し、親子で食に関する正しい習慣
を身につけ、生活習慣病を予防します。
（イ）安心して産み育てられる環境づくり
（新規） 産後ケア事業 【健康・長寿課】 ５万４千円
育児不安が強く、きめ細かなサポートが必要な人に対し、心身のケアや育児サポート等の
支援を行います。
（新規） 井戸保育園耐震補強事業 【福祉事務所】 ２，３１３万円
社会福祉法人ひまわり会が運営する「井戸保育園」の耐震補強工事を行います。
（増額） 放課後児童対策事業 【福祉事務所】 １，８２２万２千円（１，８１０万６千円）
保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校低学年の児童に対し、授業の終了後に
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施設を利用して、適切な遊び及び生活の場を提供して健全育成を図っている「くまのっ子学
童クラブ」の運営費を支援します。
（増額） 少子化対策・ひとり親家庭自立支援事業 【福祉事務所】 １７１万円（１３５万円）
くまのっ子学童クラブに入所するひとり親家庭の保育料の２分の１を補助します。
（増額） 熊野市ファミリーサポートセンター事業 【福祉事務所】 ２５４万６千円（２４５万６千円）
ファミリーサポートセンターを設立し、児童の預かりについて連絡・調整を行います。
（増額） こども発達支援事業 【福祉事務所】 １，７１２万６千円（５９５万２千円）
保健、福祉、教育の３部局が連携して「こども発達支援室」を福祉事務所内に設置して、
支援を必要とする子どもに対して途切れのない支援を行います。
（継続） 中学生・高校生等医療費助成事業 【市民保険課】 ９７８万３千円
子育てを行っている世代の経済的負担を軽減し、安心して子育てのできる環境を整える
ため、医療費の助成を中学生、高校生等まで拡大します。中学生は医療費の自己負担を無
料に、高校生等（１８歳の年度末まで）は医療費の自己負担を現在の３分の１とします。
（継続） 障がい児通所支援事業 【福祉事務所】 ２，９０５万６千円
障がいのある子どもに対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適
応訓練等を行います。
（継続） 私立保育所延長保育促進事業 【福祉事務所】 ９７０万６千円
就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保護者の希望に応じて、
ひまわり保育園、井戸保育園で１９時までの延長保育を実施します。
（継続） 少子化対策・子育て家庭保育サポーター利用助成事業 【福祉事務所】 ７８万円
子育ての不安感、孤立感を解消するため、小学校就学前の乳幼児を養育している家庭が
保育サポーターを利用した場合、利用料の２分の１、ひとり親家庭の場合は対象を小学６年
生まで拡大し、利用料の４分の３を助成します。
（継続） ひまわり保育園運営費補助事業 【福祉事務所】 ６３１万円
ひまわり保育園に対して職員研修費や保育士等の雇用、低年齢児保育の実施などに要
する経費の一部を補助し、保育サービスの充実を図ります。
（継続） 子育て支援センター事業 【福祉事務所】 １，０５９万９千円
地域全体で子育てを支援するため、金山保育所内に子育て支援センターを設置して、保
護者の育児不安や悩みに対する電話・面接相談、子育てサークル等への支援及び情報提
供を行い、子育て支援を行います。
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（継続） 児童手当給付事業 【福祉事務所】 ２億１，５５７万３千円
３歳未満の子ども一人につき月額１万５千円を、３歳以上小学校修了までの子ども（第 1 子、
第２子）は月額１万円、３歳以上小学校修了までの子ども（第３子以降）は月額１万５千円、中
学生は月額１万円を支給します。所得制限以上の方には月額５千円を支給します。
（継続） 出会いの広場開催事業 【福祉事務所】 ３０万円
男女の出会いの場を作るため、出会いの活動を推進する団体が行うパーティー開催等に
かかる経費の一部を補助します。
（継続） チャイルドシート購入費補助事業 【福祉事務所】 ４２万円
６歳未満の乳幼児のために購入したチャイルドシートの購入者に対し、助成を行います。
（継続） 少子化対策・多子家庭応援事業 【福祉事務所】
１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯で、第３子以降が保育所に入所する場合、保育料
を第３子は月額５千円、第４子は月額７千円、第５子以降は月額１万円をそれぞれ減額しま
す。
（継続） 少子化対策・土曜日延長保育事業 【福祉事務所】
引き続き土曜日の開所時間を延長し、保育サービスの充実を図ります。
①土曜日午後５時まで延長
金山
②土曜日午後１時まで延長
新鹿、木本、五郷、入鹿
（継続） ひとり親家庭高等技能訓練促進事業 【福祉事務所】 ４１４万２千円
ひとり親家庭の父または母が就職の際有利になるよう、かつ生活の安定に資する資格の
取得を推進するため、看護師、介護福祉士等の資格を取得する経費の一部を助成します。
（継続） ひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業 【福祉事務所】 ２０万円
ひとり親家庭の父または母の主体的な能力開発の取り組みを支援し、ひとり親家庭の自立
の促進を図るため、就業に結びつく可能性が高く、国が定める講座等の受講費用の一部を
助成します。
（継続） 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 【福祉事務所】 ２２万５千円
小児慢性特定疾患児に対して、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。
（継続） 少子化対策・ふるさと商店街子育て支援事業 【水産・商工振興課】 ４万５千円
１８歳未満のこどもが３人以上いる世帯に対して、市内の協賛店舗で買物することで、その
購入額に応じてレインボー商品券と交換できるサービスが受けられるパスポートを発行しま
す。
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（継続） 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 【福祉事務所】 ８８４万５千円
平成２６年４月からの消費税引き上げに伴い、子育て世帯に対し、現金を給付します。
（ウ）地域や社会で子育てを支える環境づくり
（継続） 老人とのふれあい事業 【福祉事務所】 ５８万３千円
保育園児と地域の老人との季節行事や手作り玩具の製作・伝承遊び等を通じてふれあい
を図り、子どもには「人を敬う心」を醸成するとともに、高齢者の生きがいづくり、社会参加を促
進します。
（４）社会保障等
（ア）福祉医療
（継続） 障がい者医療費助成充実事業 【市民保険課】 １５２万３千円
療養手帳所持者の医療面での負担軽減を図るため、療養手帳Ａ最重度・重度に上乗せ
して、Ｂ中度所持者の療養費を助成します。
（イ） 生活支援
（新規） 生活困窮者自立支援事業 【福祉事務所】 ３９２万９千円
将来的に生活困窮におちいると見込まれる人に対して、各関係機関が包括的な支援を実
施し、生活困窮問題の解決を目指します。
（継続） 臨時福祉給付金支給事業 【福祉事務所】 ４，５６４万７千円
平成２６年４月からの消費税引上げに伴い、低所得者に対し、現金を給付します。

２

健康長寿の推進

（１）健康づくり
（ア）健康づくり意識の向上
（新規） 健康増進ポイント事業 【健康・長寿課】 １５３万１千円
健診や健康づくりに関する事業への参加に応じて健康ポイントを集め、集めたポイントに応
じて商品等と交換できるようにします。また、ウォーキングの習慣化をめざし、毎週水曜日はウ
ォーキングデイと意識してウォーキングを心掛けることをＰＲします。
（新規） 男性のための肉体改造教室事業 【健康・長寿課】 ２２万４千円
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男性にターゲットを絞った運動教室を開催し、生活習慣病予防の啓発と実践を行い、健康
づくりへの意識を高めます。
（新規） ノルディックウォーク教室事業 【健康・長寿課】 １１万５千円
様々な年代の人に効果があるノルディックウォークの教室を開催し、運動習慣の啓発と普
及を図ります。
（新規） まちなかウォーキングコース事業 【建設課】 ２７万４千円
市街地においてウォーキングする方が多い通りに歩行距離等の目安となる目印を設置し、
健康づくりを図ります。
（増額） がん検診事業 【健康・長寿課】 １，６５１万４千円（１，５３９万４千円）
がんの早期発見、早期治療を図るため、集団（検診車）、個別（医療機関）によるがん健
診を行います。
（増額） がん検診推進事業 【健康・長寿課】 ２４４万５千円（２０２万３千円）
がん健診の受診率を高めるため、啓発活動を実施したり、予防のための生活習慣につい
てＰＲなどを行います。また、乳がん、子宮がん、大腸がんの対象者に検診手帳、クーポン券
と共に受診案内を送付し、有効期限内に受診した方に健診費用を補助します。
（継続） 骨粗しょう症予防事業 【健康・長寿課】 ２万９千円
加齢とともに骨密度が低下しやすい女性を対象に骨密度チェックを実施し、健康教育を施
すことによって、将来骨粗しょう症になることを防ぎます。
（継続） 歯周疾患検診事業 【健康・長寿課】 １３万６千円
歯を失う最大の原因になっている歯周疾患の予防と早期発見を行うため、４０歳、５０歳の
節目の年齢の方に検診、保健指導を行います。
（イ） 生活習慣病予防
（継続） 健康相談・意識啓発・訪問指導事業 【健康・長寿課】 ３０万円
健康診査受診者に対して個別相談、事後指導通知及び家庭訪問を実施し、本人やその
家族に対し必要な保健指導を行います。
（２）医療体制
（ア）地域医療体制の充実
（新規） 五郷診療所、荒坂診療所医療機器整備事業 【健康・長寿課】 １，１２３万円
五郷診療所にレントゲン装置、心電計、荒坂診療所に薬の分包機を整備し、医療体制を
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充実します。
（イ）救急医療体制の充実
（新規） 救急事業地域メディカルコントロール体制構築事業 【消防署】 ２０万円
救急救命士が救急のためにできる行為の範囲が拡大されるため、専門的な検証医師を
確保して事後検証を行い、救急医療体制を充実します。
（新規） ＡＥＤ更新事業 【消防署】 １１６万７千円
社会福祉協議会３施設（ふれあいセンター、高齢者福祉センター、飛鳥五郷デイサービス
センター）のＡＥＤを更新し、救急体制を充実します。
（増額） 救急救命士養成事業 【消防署】 ４０７万９千円（３２７万８千円）
平成２７年度においても１人養成を行います。また、現在救急救命士の資格を所有してい
る隊員については、順次気管挿管の実習を実施します。
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③教育・文化の振興
「人・歴史・文化を育み、心の豊かさに包まれたまち」
１

市民文化の創造

（１）文化芸術
（ア）文化芸術に触れる機会の提供
（継続） 文化交流センター企画事業 【教育委員会】 ５８万３千円
文化交流センターにおいて展示会を企画・実施するとともに、来館者参加型のイベントを
開催します。
（継続） 文化公演実施事業 【教育委員会】 ９５４万８千円
芸能文化に接する機会の少ない当地方において、芸能文化を鑑賞する機会をつくるとと
もに、地域文化の創作・育成を目指す企画も取り入れ、市民文化の向上を図ります。
（継続） 図書館企画事業 【教育委員会】 ７５万１千円
図書館において、読書感想文コンクール、子どもの心づくり講座等を実施します。
（イ）文化芸術活動の場の提供
（新規） 市民会館電気室改修事業 【教育委員会】 ９８０万円
市民会館地下電気室内の受変電設備を更新し、安心して施設を利用できるようにします
（新規） 市民会館舞台機構改修事業 【教育委員会】 ７３０万円
市民会館舞台の吊物装置の改修及び取替えを行い、安心して施設を利用できるようにし
ます
（新規） 鉱山資料館電気室改修事業 【教育委員会】 ７０万円
鉱山資料館の電気設備を改修し、安心して施設を利用できるようにします
（継続） 図書館図書購入事業 【教育委員会】 ２，０００万円
図書館図書を購入します。
（ウ）文化的資源の継承と活用
（増額） 紀和鉱山資料館体験学習事業 【教育委員会】 ３８万９千円（１３万２千円）
鉱山ズリ場や坑道での体験学習事業を引き続き実施するほか、熊野の石に描いた「金魚
絵」の展示会やトリックストーンの企画展などを行い、鉱山への関心を深め、資料館の魅力
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発信につなげます。
（継続） 熊野街道歴史の道整備活用推進事業【教育委員会】 １６１万４千円
世界遺産登録されている熊野古道の清掃、枝払い等を行い、きれいに保つことによって、
イメージアップを図り、来訪者の増加につなげます。
（２）国際交流
（ア）国際交流の推進
（継続） 国際交流推進事業 【市長公室】 １６６万２千円
姉妹都市であるソレント市とバストス市との交流を推進します。また、ソレント市及びバストス
市からの児童研修生の受け入れを行います。
（継続） 児童海外研修事業 【教育委員会】 ３００万円
姉妹都市であるソレント市に小学生５人を派遣します。
（３）地域間交流
（ア）友好都市との交流推進
（継続） 友好都市交流事業

【市長公室】

１７万１千円

友好都市である奈良県桜井市との友好を深めるため、熊野市からは「ウォーキングフェス
ティバル」や「さくらい農・商ふれあいフェスタ」などへ、桜井市からは「熊野大花火大会」など
への参加をはじめ各種交流事業を行います。
（イ）他地域との交流推進
（継続） 他地域交流検討事業 【市長公室】 ７８万６千円
宮崎県日向市とは、碁石（那智黒石とハマグリ）や神武天皇東征の出発地と到着地などで
つながりがあることから、友好都市の実現を視野に入れた各種交流事業を行います。

２

生涯学習社会の形成

（１）学校教育（義務教育）
（ア）学力向上の推進
（新規） グローバル体験事業 【教育委員会】 １０万円
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夏休みや冬休みにＡＬＴによる英会話教室や英語イベントなどを行い、英語の世界を楽し
く体験させることにより、グローバル社会に対応できる児童生徒の育成を目指します。
（新規） 社会科副読本改訂事業 【教育委員会】 １２３万１千円
市内各小学校で使用している「わたしたちの熊野市」の改訂を行い、各資料のデータを新
しいものにすることにより、学習効果・学力の向上を図ります。
（増額） 学力向上支援事業 【教育委員会】 ４３万４千円（３３万４千円）
小中学校において標準学力調査等を実施し、その分析結果に基づく授業改善とともに、
公開授業等を行うことで、児童・生徒の学力向上を目指します。
（継続） 外国語指導助手（ＡＬＴ）配置事業 【教育委員会】 １，６２０万５千円
外国語指導助手（ＡＬＴ）を３名体制とし、市内小・中学校の児童・生徒と総合的な学習の
時間、英語の時間等において交流、学習を行うことにより、英語教育を充実します。
（継続） 学力向上特別支援事業 【教育委員会】 ４０万円
木本中学校が実施している学力向上への取組に対して、支援を行います。
（イ）教職員の資質の向上
（継続） 学力向上推進研修事業 【教育委員会】 １２万１千円
全国学力学習状況調査の結果を受け、研修会を開催して教員の指導力を高め、授業方
法の工夫と改善につなげます。
（ウ）心の教育の推進
（新規） 学校における囲碁教室事業 【教育委員会】 １７万４千円
市内の小学校において、児童生徒が囲碁に親しむ教室を開催し、集中力や忍耐力、相
手を思いやる気持ちなどの豊かな心や生きる力を育みます。
（継続） いじめ対策事業 【教育委員会】 ４８万２千円
いじめを未然に防止するために学級満足度調査（ＱＵ調査）を実施して、学級の中での子
どもたちの人間関係を明らかにし、課題を解決するため適切な指導を行います。
（継続） 小中学校学級用図書購入事業 【教育委員会】 ２０８万８千円
児童生徒の読書の量と質の向上のため、学級用図書を購入します。
（エ）特別支援教育の推進
（継続） 臨時特別支援教育支援員設置事業 【教育委員会】 ４，０５９万７千円
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情緒、知的、身体的障がい及び発達障がい等の支援が必要な児童生徒に支援員を配置
します。
（オ）安全・安心な学校環境の整備
（新規） 中学校給食実施事業 【教育委員会】 １億３，３６６万６千円
山間部中学校（飛鳥中学校、五郷中学校）に学校給食を実施します。また、木本中学校、
有馬中学校の給食を実施するため、木本中学校の教室を改修し、調理場とするための設
計・改修工事を行います。
（新規） 小学校校舎等改修事業 【教育委員会】 １，１８６万円
新鹿小中学校のプール塗装、木本小学校のトイレ洋式化、有馬小学校の受電設備改修
を行い、安全安心に学校生活を送れるようにします。
（新規） 中学校校舎等改修事業 【教育委員会】 １，１６６万円
木本中学校体育館の床を改修し、安全安心に学校生活を送れるようにします。
（継続） 小・中学校防災教育事業 【教育委員会】 ２１万円
大規模災害時に児童生徒及び教職員が万全に対応できるよう、地域の実態に応じた防
災教育及び防災対策を行います。
（継続） スクールバス運行事業 【教育委員会】 １，５３３万８千円
遠距離通学する生徒の通学の安全を確保するため、新鹿小中学校、飛鳥小学校、入鹿
小中学校及び熊野川小中学校へ通う生徒のためにスクールバスを運行します。
（２）学校教育
（ア）高等学校等への要請と協力
（継続） 奨学金貸付事業 【教育委員会】 ４８０万円
大学、高等専門学校、専修学校で経済的理由により就学困難な生徒に対し、月額５万円
を奨学金として貸与し、卒業後に償還を受けます。
（３）生涯学習
（ア）多様な生涯学習機会の提供
（継続） 熊野検定事業 【教育委員会】 ７万２千円
市内の観光に携わる関係者（宿泊施設、飲食店、タクシー等）を始め、市民がより深く熊
野の歴史や文化を知るためにセミナー等を開催し、語り部やガイドができる人材を育成しま
す。
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（継続） 生涯学習事業 【教育委員会】 ２３２万７千円
熊野の歴史を学ぶ機会や高度情報化、国際化等に対応した学習機会をつくるため、「熊
野市市民大学」、「まちの人材活用事業」、「初心者パソコン教室」、「イタリア語教室」等の講
座を開設します。
（４）生涯スポーツ
（ア）生涯スポーツの普及・促進
（増額） ヨット体験事業 【教育委員会】 １７万９千円（１０万３千円）
小学生以上を対象にヨット体験教室を開催します。
（継続） 水泳教室事業 【教育委員会】 ２２万７千円
大人と子どもを対象とした初級者水泳教室を開催します。
（継続） 熊野市総合型地域スポーツクラブ運営事業 【教育委員会】 １２３万１千円
国・県が推進する生涯スポーツ社会の実現に向けて、子どもから高齢者、障がいのある人
まで、様々なスポーツを愛好する人々が積極的に参加することのできるスポーツ教室等の取
組を行っている総合型地域スポーツクラブに対し、助成を行います。
（継続） カヌー川下り体験事業 【教育委員会】 ２２万７千円
小学生以上を対象にカヌーでの川下り体験を実施します。
（継続） Ｂ＆Ｇウォーターマラソン事業 【教育委員会】 １万円
紀和Ｂ＆Ｇプールを利用して歩いた距離・泳いだ距離を、インターネットを通じて全国の
参加者と競い合います。
（継続） 大紀町スイミングクラブとの子ども交流水泳教室事業 【教育委員会】 ５万９千円
全国ジュニアチャンピオンを有する大紀町スイミングクラブのコーチ、子どもたちを招いて
の交流水泳教室を開催して、地元熊野市の子どもたちとの交流を図ります。
（継続） 市民健康スポーツ祭開催事業 【教育委員会】 ５０万円
子どもから高齢者、障がいを持つ人まで全市民を対象に積極的に参加することのできるス
ポーツ祭を開催し、地域の生涯スポーツ振興を図り、「市民１人１スポーツ運動」を推進しま
す。
３

人権尊重社会の形成

（１）人権の尊重
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（ア）人権問題への総合的な取組
（継続） 人権啓発事業

【市民保険課】 ３５万７千円

広く人権意識の高揚を図るため、人権に関する講演会とコンサートを行います。
（継続） 人権問題学習事業

【教育委員会】 ２０万円

人権講演会を通じて、人権啓発・人権教育を推進します。
（２）男女共同参画社会
（ア）一人ひとりを認め合う意識づくり
（継続） 男女共同参画推進事業

【市長公室】

１５万９千円

男女共同参画の普及のために各種啓発活動を行います。また、東紀州５市町で連携し、
持ち回りで映画を上映します。
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④生活環境の整備
「人・まち・自然が共生する、安全・快適なまち」
１

美しく魅力ある景観の整備

（１）土地利用
（ア）適正な土地利用の推進
（増額） 地籍調査事業 【建設課】 ９９８万円（７８３万円）
道路整備計画予定地における公図の混乱を解消し、道路の整備促進を図ります。
（２）市街地の整備
（ア）計画的な市街地の整備
（新規） スマートウェルネスシティ検討事業 【市長公室】 １５万８千円
健康づくりと中心市街地の活性化に関して、積極的かつ先進的に取り組んでいる自治
体との情報交換を行います。
（増額） 防犯灯設置事業 【建設課】 ２１０万円（１７５万円）
区、自治会などが防犯灯の新設する際や、ＬＥＤ防犯灯への改修費用の一部に対して補
助を行い、市内防犯灯のＬＥＤ化を進めます。
（継続） オール熊野世界ＮＯ．１フェスティバル開催事業【市長公室】 ４００万円
熊野市駅前において、市内各地域の住民同士の絆の再確認や地域内の活力再生、市全体
のＰＲのため、全市民参加型のイベントを実施します。
（継続） 駅前周辺街並景観整備事業 【建設課】 １２５万円
駅前周辺において、景観に配慮した建物の整備等に対し助成を行い、統一化した空間
づくりの推進を図ります。
（３）花のまちづくり
（ア）花いっぱい運動の普及
（継続） 花いっぱい運動事業

【市長公室】 １１７万円

育苗施設を活用した花づくり、市内の花グループで組織する「くまの花いっぱいネットワー
ク」の事業に対して助成を行い、「花のまちづくり」を推進します。
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２
（１）防

安全で快適な居住環境の充実

災

（ア）地域の自主防災組織等の強化
（継続） 自主防災組織アマチュア無線免許取得事業 【防災対策推進課】 ４５万５千円
自主防災組織がアマチュア無線の免許を取得する費用に対して補助を行います。
（継続） 自主防災組織資機材整備事業 【防災対策推進課】 ５０万円
防災資機材を整備する自主防災組織に対して補助を行います。
（イ）防災・減災体制の充実
（新規） 防災意識啓発事業（講演会） 【防災対策推進課】 ５万９千円
東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県多賀城市の職員を招いて震災の経験や教
訓について聞き、市民の防災意識の向上を図ります。
（新規） 防災意識啓発事業（漫才） 【防災対策推進課】 ２８万４千円
環境省推薦の漫才師、林家ライス・カレー子さんを呼び、防災漫才を実施します。笑いを
交えた防災の話を聞き、市民の防災意識の向上を図ります。
（新規） 地域ぐるみの災害時要援護者支援事業 【防災対策推進課】 １９万４千円
地域ぐるみの災害時要援護者対策の講演を行うとともに、避難行動要援護者名簿を基に、
地域内の避難場所となりうる家屋などの支援対策を検討します。
（新規） 円滑な避難場所開設事業 【防災対策推進課】 ９万２千円
風水害時の避難場所は１１０か所ありますが、鍵はそれぞれの地域の責任者が管理して
います。そこで、合鍵を作製し、防災対策推進課でも保管し、迅速に避難場所の開設ができ
るようにします。
（新規） 宿泊施設用津波ハザードマップ・避難場所作成事業 【防災対策推進課】 １万円
津波浸水区域の宿泊施設と相談の上、避難場所を定めた津波ハザードマップを作成し、
配布します。
（新規） 福祉避難所資機材整備事業 【防災対策推進課】 ８５万円
福祉避難所については、たちばな園、むつみ苑、ケアホーム熊南の３施設で避難所生活
に適応できない高齢者や要援護者の受入れを行うこととなっていますが、福祉避難所に避難
した住民が安心して避難所生活を送ることができるように資機材を整備します。
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（新規） 福祉避難所運営検討事業 【防災対策推進課】
災害時に福祉避難所が有効に機能するために、運営マニュアルを作成します。
（新規） 風水害対策気象情報収集整備試行事業 【防災対策推進課】 １２９万６千円
気象情報を㈱ウェザーニュースの気象予報士と直接電話で確認できるようにして、より詳
細な気象情報を得られるようにし、情報周知や初動体制の迅速化、地域の特性を考慮した避
難勧告等の判断を実現できるようにします。
（新規） 災害対策本部再生可能エネルギー等導入事業 【防災対策推進課】
２，８８５万３千円
市役所本庁舎に太陽光発電装置と蓄電池装置を設置し、災害による電力喪失時に災害
対策本部としての機能維持のための電力を確保します。
（新規） 木本中学校再生可能エネルギー等導入事業 【教育委員会】 ３，２１４万１千円
木本中学校に太陽光発電装置と蓄電池装置を設置し、災害による電力喪失時に避難所
としての機能維持のための電力を確保します。
（増額） 防災公園整備事業 【建設課】 ３億２，８７１万７千円（１億６，６８１万円）
オレンジホテル跡地に、スポーツ集客のための野球場、室内練習場を備え、大規模災害
時には復旧・復興活動の拠点となる公園を整備します。平成２７年度はグランド整備、雨水
排水工事等を行います。
（増額） 防災・安全交付金事業 【建設課】 ９，９１０万６千円（８，６７９万２千円）
道路利用者の安全と災害時における輸送経路を確保するため道路施設の危険個所対策
を推進し、地域防災力の向上を図ります。平成２７年度は、深山神社３号線、千儀鬼ヶ城線の
改良事業を実施します。
（増額） 災害時用非常食・飲料水整備事業 【防災対策推進課】 １２９万８千円（８１万８千円）
大規模災害時の避難者のための非常食及び非常飲料水を備蓄します。
（継続） 避難所運営マニュアル作成と円滑な運営モデル事業 【防災対策推進課】
地域の実情と特性に応じた避難所運営マニュアルを、三重大学・中部電力との産学官連
携により遊木町で作成し、円滑な運営ができるようにします。
（継続） 防災対策介護予防健康体操事業 【防災対策推進課】
三重大学・中部電力との産学官連携により、ゴムバンドを使った健康体操を二木島町、二
木島里町で実施し、「自助」「互助」による円滑な避難所運営ができる地域づくりを目指しま
す。
（継続） 新鹿海水浴場津波避難訓練事業 【防災対策推進課】 ５万円
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津波避難訓練を実施し、海水浴客や関係者の防災意識の向上を図ります。
（継続） 被災建築物応急危険度判定事業 【建設課】 ２０万８千円
地震によって被害を受けた建築物の危険性を速やかに判定して情報提供するため、職員
の資格取得を行い、大規模災害に備えます。
（継続） 防災啓発指導員事業 【防災対策推進課】 ５７１万７千円
防災啓発指導員を配置し、耐震診断・家具転倒防止の啓発・受付をはじめ、家具転倒防
止器具の取り付けなどを行います。
（継続） 津波避難タワー整備事業 【防災対策推進課】 ７，７６０万円
近隣に高台などがない地域の住民の生命を守り、身体の安全を確保するため、有馬町
志原尻地区に津波避難タワーを建設します。
（継続） 急傾斜地崩壊対策事業 【建設課】 ４５０万円
甫母地区外３地区の急傾斜地崩壊対策事業に対して、事業費の一部を負担します。
（継続） 災害時要援護者避難対策推進事業 【防災対策推進課】 ４２万９千円
災害時に要援護者の被害を減少させるため、木本町内の２地区で個別避難計画の作成
や避難訓練を実施します。
（継続） 避難誘導標識設置事業 【防災対策推進課】 ２９９万円
地震発生時、津波から速やかに避難ができる体制を整えるため、避難場所の表示、避難
誘導等の看板を整備します。
（継続） 家具転倒防止器具取付事業 【防災対策推進課】 ６０万９千円
災害要援護者の地震対策として、家具転倒による被災を防止するため、Ｌ字型金具等を
取り付けます。また、自主防災組織で取り付ける場合、対象者への器具の無償配布を行い
ます。
（継続） 津波避難路ブロック塀等除去改修事業 【防災対策推進課】 ７５万円
津波浸水予想地域の避難路に面するブロック塀等の除去、改修に対し補助を行います。
（継続） 木造住宅耐震補強補助事業 【防災対策推進課】 ２，１００万円
地震の際に、倒壊の危険性の高い木造住宅の耐震補強工事を行う住宅に対して補助を
行います。
（継続） 木造住宅耐震補強設計費補助事業 【防災対策推進課】 ４００万円
木造住宅の耐震補強設計費への補助を行います。
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（継続） 停電時避難誘導灯整備事業 【防災対策推進課】 ４０７万２千円
災害時に停電しても自動的に点灯する街灯を整備することで、停電時の夜間の避難に備
えます。
（継続） 耐震シェルター設置費補助事業 【防災対策推進課】 ４００万円
地震の際に、倒壊の危険性の高い木造住宅の居室等に耐震シェルター設置する場合に
補助を行います。
（継続） 避難路整備事業 【建設課】 １，５００万円
大規模地震・津波時の速やかな避難を図るため、避難路における階段手すり整備や路面
の補修などを行います。
（継続） 木造住宅耐震診断等事業 【防災対策推進課】 ４６３万２千円
昭和５６年５月３１日以前着工の木造住宅について、市民からの希望を募り耐震診断を実
施します。
（継続） 緊急時用浄水器整備事業 【防災対策推進課】 ７６万７千円
大規模災害時に孤立が予想される地区において、緊急時用浄水器の整備を行います。
（２）消 防
（ア）消防力の充実強化
（新規） 高規格救急車更新事業 【消防署】 ３，６６８万５千円
本署に配備している高規格救急車を更新並びに、高度救命処置用資機材等を更新し、
消防力の充実強化につなげます。
（イ）消防団の充実強化
（新規） 分団車庫改築・改修事業 【消防署】 ２，１０８万円
老朽化した飛鳥分団小阪車庫を浸水のリスクの低い場所に改築するほか、木本分団車庫
の外壁改修を行い、消防力の充実強化につなげます。
（新規） 小型動力ポンプ付積載車更新事業 【消防署】 ９５０万８千円
老朽化した神川分団神上の小型動力ポンプ付積載車を更新し、消防力の充実強化につ
なげます。
（新規） 小型動力ポンプ更新事業 【消防署】 ８１万円
老朽化した小森分団に配備している小型動力ポンプを更新し、消防力の充実強化につな
げます。
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（新規） 消防分団員被服整備事業 【消防署】 ３１０万９千円
消防分団員の雨合羽、Ｔシャツ、ヘルメット、ヘッドライトを購入し、活動力強化につなげま
す。
（３）住宅・住環境
（ア）住宅取得の支援
（新規）空き家活用促進事業 【市長公室】 ５９３万２千円
ＵＩＪターン者の受入れを促進するため、市内の空き家調査を実施します。
（継続）空き家情報公開事業 【水産・商工振興課】 ３万７千円
主に市内の山間部・海岸部にある空き家を売りたい・貸したいという人を募集し、市のホー
ムページなどで空き家情報を公開し、買いたい・借りたい人を募集します。
（継続）市営住宅修繕事業 【建設課】 ３５０万円
各市営住宅の修繕を行います。
（４）道 路
（ア）市道の整備推進
（新規） 側溝・舗装修繕事業 【建設課】 ２億３，４６０万８千円
生活に密着した道路の側溝や舗装修繕を実施し、安全で安心な生活環境を構築します。
（新規） 橋梁定期点検事業 【建設課】 １，０００万円
適切な道路管理を行うため、市道の橋梁の定期点検を実施し、異常または損傷を早期に
発見し、対策の要否を判定します。
（継続） 道路新設改良事業 【建設課】 ３，３４０万円
市道における車輌通行不能箇所及び通行困難箇所の解消を図ります。
（継続） 道路維持事業 【建設課】 ６，５００万円
市道における狭小な断面の側溝や、老朽化した側溝を改修し、排水性の向上や通行の
安全性を確保します。
（継続） 橋梁長寿命化修繕計画事業 【建設課】 ５，００１万円
市道の重要路線及び集落孤立化の恐れのある橋梁の修繕、落橋防止を行います。
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（継続） 市街地イルミネーション事業 【建設課】 １６１万円
駅前、中心市街地を東紀州最大級の３０万球の電球で飾りつけます。
（５）交通体系の整備
（ア）公共交通の確保
（増額） バス運行対策事業 【市長公室】 ７，６００万円（７，３３２万５千円）
路線バス廃止後の代替交通手段確保策として、乗合バス事業者に委託し、自主運行バス
を５路線運行します。
運行路線 清流・那智黒石の里線、潮風かほる熊野古道線
瀞流荘紀南病院線、熊野古道瀞流荘線、飛鳥五郷線
（継続） 生活交通路線維持費補助事業 【市長公室】 ２１０万２千円
市民の生活交通確保と交通利便を図ることを目的に、市内１路線を維持するため、三重交
通（株）に対して、赤字の一部を補助します。
（継続） 福祉バス運行事業 【健康・長寿課】 ２９１万６千円
ＪＲ、バスが運行されていない須野・甫母地区、育生地区、神川地区にワゴン型乗用車を
運行し、高齢者の生活利便性の向上を図ります。
（イ）地域交通体系の構築
（継続） 市街地山間部交通対策推進事業 【市長公室】 １，２１４万１千円
市街地及び山間部（紀和町）における交通弱者の日常生活における不安を解消し、交通
手段の確保を図るため、乗合タクシーを運行します。また、観光客に対する２次交通の確保
を図るため、市街地観光施設及び体験施設を周遊する定時定路線型、運賃固定のバス（ワ
ゴン車）を運行します。
（継続） 地域公共交通会議運営事業 【市長公室】 ３１万１千円
市が運行主体となる地域公共交通の実施及び態様の検討のため、地元住民及び関係機
関の間で協議を行い、合意形成を図ります。

３

環境保全の推進

（１）廃棄物処理
（ア）廃棄物の減量化
（新規） ごみ減量化市民行動計画事業 【環境対策課】 ７０６万５千円
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ごみの減量化、リサイクルの推進並びにごみ処理経費の削減に結びつく事業を実施しま
す。
（継続） 電気式生ごみ処理機・生ごみ処理容器購入費補助事業 【環境対策課】 ６６万円
電気式生ごみ処理機・生ごみ処理容器購入者に対し補助を行います。
（イ）廃棄物処理体制の充実
（継続） 汚泥再生（し尿）処理センター建設事業【環境対策課】 ４億７，６１８万５千円
耐用年数を経過し老朽化した現在の施設に代わる、汚泥再生処理センターの２７年度ま
での完成を目指し、工事を継続します。
（２）環境保全
（ア）水環境・自然環境の保全
（増額） 休廃止鉱山鉱害対策事業 【環境対策課】 ８４４万５千円（８２６万円）
休廃止鉱山にかかる鉱害防止を図るため、紀州鉱山において坑廃水処理事業者（公益
財団法人資源環境センター）が実施する坑廃水処理に要する経費の一部を助成します。
（継続） よみがえれ大又川連絡協議会活動事業 【環境対策課】 １２万円
大又川の水質の再生を目指して流域住民の水質浄化意識の向上等の運動を実施してい
る連絡協議会の活動費用の一部を助成します。
（イ）地球温暖化の防止
（継続） 緑のカーテン運動推進事業 【環境対策課】 ３４万６千円
地球温暖化の進行を抑制するため、夏場の冷房によるエネルギー消費量削減に効果が
ある緑のカーテン（壁面緑化）運動を推進します。
（ウ）環境美化と環境衛生
（継続） 熊野市環境美化ボランティア推進事業 【環境対策課】 ４万８千円
環境美化の維持を目的として、単独で環境美化を行っているボランティア団体へ清掃用
具の提供、ボランティア保険の加入、サインボードの設置等の助成を行います。
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⑤まちづくりの進め方
１

市民と行政の協働によるまちづくり

（１）市民参加の推進
（ア）情報の共有と広報・広聴の充実
（継続） 市施策等ＰＲ事業 【市長公室】 １１２万５千円
市が行う施策等を市民に周知することで、市が行っている事業への理解を深めます。
（継続） 広報紙内容充実事業

【市長公室】 １２万円

広報クイズを実施し、市民参加型の広報紙として内容を充実し、市民と行政のコミュニケ
ーションを深めます。
（継続） 市民意識調査事業 【市長公室】 ３０万３千円
市民アンケート調査で市民生活の状況や行政サービスに対する評価、満足度、ニーズを
把握し行政運営に生かします。
（イ）市制１０周年記念事業
（新規） 市制１０周年記念事業 【市長公室】 １６４万４千円
旧熊野市と紀和町が合併して１０周年を迎えるため、記念式典を開催します。
（２）地域コミュニティの育成強化
（ア）地域コミュニティ活動への支援
（新規） 五郷地域づくり補助事業 【総務課】 ３８６万８千円
紀伊半島大水害により被害を受けた五郷ふれあい公園内施設の復旧を支援し、地域コミ
ュニティの育成強化を図ります。
（増額）地域おこし協力隊等事業 【市長公室】 ４，０７４万円（２，４３１万８千円）
各地区へ「地域おこし協力隊」及び「集落支援員」を配置し、集落機能の強化を図ります。
（増額）移住・交流推進事業 【市長公室】 ８０万円（４６万１千円）
都市部での移住・交流に関する情報発信等、都市部の移住希望者のニーズにあった移
住・交流事業を推進し、定住人口の増加を目指します。
（継続）あいさつ運動推進事業 【市民保険課】 ６万１千円
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地域の絆の再生、市民のおもてなし力の向上により防犯・環境・交流の各分野で地域力
を高めます。
（イ）地域まちづくり協議会の充実
（継続） 地域まちづくり協働事業

１，３３２万円

各協議会において策定された総合計画に基づき、平成２６年度に引き続き住民と市が協
働で実施する「公助」の事業をまちづくり協働事業と位置づけ、補助金を交付するとともに、
職員をアドバイザーとして協議会に参加させるなどの支援を行います。
（各地域の事業内容等についてはＰ６１～６３）
（継続） 地域まちづくり協議会活動報告事業 【市長公室】 ５万円
オール熊野世界ＮＯ．１フェスティバルに合わせて、各地区地域まちづくり協議会の活動
を文化交流センターで展示し、活動の認知度の向上、意欲高揚を図ります。
（ウ）環境整備
（新規）新鹿公民館修繕事業 【教育委員会】 １１４万２千円
新鹿公民館の窓、床等の修繕を行います。
（新規）久生屋公民館塗装事業 【教育委員会】 ４９１万９千円
久生屋公民館の外壁塗装を行います。
（新規）滑地集会所修繕事業 【教育委員会】 ３１万６千円
飛鳥町滑地自治会が所有する集会所の屋根修繕費用の一部を補助します。

２

市民本位の行政

（１）行政サービスの向上と行財政改革の推進
（ア）市民に信頼され感謝される職員の育成
（継続） 職員研修事業 【総務課】 ２８７万５千円
コーチング技術の習得と実践を繰り返すことにより問題点を解消し、コミュニケーションの
意識を醸成していきます。職員個々のコミュニケーション能力を向上させることで分権社会に
その独自性、自主性を発揮し組織力を向上させます。また、課長補佐～係長を対象にＯＪＴ
研修を実施し、現場での経験から自分の意志で動き、学び、成長していく人材を育てます。
（継続） 職員企業等派遣研修事業 【総務課】 ７４万２千円
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職員を民間企業に派遣し、民間企業の「顧客感覚、経営感覚」などの厳しさを研修させる
ことにより、職員の意識改革と資質の向上を図ります。
（イ）議員の調査活動能力向上
（新規）議員調査活動能力向上事業 【議会事務局】 １６８万円
市議会議員の調査活動能力向上のため、研修や視察時の旅費と負担金等を支給しま
す。
３

財政健全化に向けた取り組み

（１）公債費繰上償還の実施
（ア）繰上償還を実施し、後年度公債費の負担を軽減させます。
繰上償還額 ３億２，９１２万４千円
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平成２７年度
地区

地域まちづくり協働事業一覧表
事業の目的

事業名

屋外掲示板設置事業
[H26～]
荒坂
熊野古道草刈り事業
[新規]
子供が安心して遊べる
きれいな公園整備事業
[新規]
遊木
災害に強い
まちづくり整備事業
[H18～]
災害に強い
まちづくり整備事業
[H19～]

新鹿 津波避難対策事業
[新規]

事業の内容

情報伝達手段の整備

要望額
（千円)

195

担当課

市長公室

屋外掲示板の設置

観光客受け入れ態勢の整備

279
84

観光スポーツ交流課

熊野古道へのアクセスルートの整備

地域住民の活動拠点の環境整備
公園周辺に獣害防止策を設置し、野生動物の糞害防止を図る

1,378

建設課

1,472

防災意識の向上
防災講演会の開催

94

防災対策推進課

1,500

防災対策推進課

62

防災対策推進課

避難経路の整備
避難経路への停電時避難誘導灯の設置

避難経路の整備

150

市長公室

291

防災対策推進課

避難所への進入路の確保

徐福花の郷づくり事業
[H25～]
防災拠点整備事業
[H26～]

水源地・維持整備事業
磯崎
[H26～]
きれいな
まちづくり推進事業
[H26～]

1,712

一時避難場所への避難路の整備

あたしか
町内景観の向上
花と緑のおもてなし事業
町内花壇の整備
[H24～]
地域の防災力向上
地域防災力強化事業
波田須

地区小計
(千円)

熊野古道と花の里によるまちづくり

340
49

市長公室

植栽した花木の維持管理

地域の防災力向上
防災拠点への防護フェンス設置

161

防災対策推進課

72

防災対策推進課

断水に備えた水源地の確保
非常用水源地における維持管理活動

335

町内景観の向上
①プランターの設置及び花の維持管理
②清掃活動の実施

102

市長公室

348

環境対策課

地域環境の改善
環境美化普及事業
[H21～]
大泊
熊野古道客へのベンチプ
ロジェクト事業[新規]

木本

災害に強い
まちづくり整備事業
[H25～]
要害山緑地化整備事業
[新規]

① EMの普及を目的とした講習会・ＥＭ団子製作会の開催
② 各家庭において培養･使用
③ 水質検査の実施

424

観光客の受け入れ態勢の整備
①早稲田大学と連携した熊野材を活用した木製ベンチの設置

地域防災力の向上
①かまどベンチ(H26設置)で使用する炊出し用資材の整備
②自主防災会と連携した炊き出し訓練の実施

住民の交流の場や津波避難場所の整備
要害山山頂部分の整備

61

76

林業振興課

79

防災対策推進課

355
276

防災対策推進課

平成２７年度
地区

地域まちづくり協働事業一覧表
事業の目的

事業名

井戸川環境美化事業
[H17～]

事業の内容

要望額
（千円)

担当課

地域環境の改善
① 井戸川へのEM団子及び活性液の投入
② 井戸川周辺の草刈と清掃活動

526

環境対策課

井戸川憩いとふれあいの場 桜の名所を演出し、地域住民に憩いとふれあいの場の創出

井戸 提供事業

有馬

① 夜桜のライトアップ
② 花見イベントの実施

井戸町
歴史伝承冊子作成事業
[H26～]

町内の歴史、文化、由来等をまとめた冊子を配布し、住民の愛着を深める

久生屋地区文化伝承事業
[H25～]
久生屋

大前池環境美化事業
[新規]

環境美化保全活動
金山 推進事業
[H18～]

とこね広場周辺整備事業
[H17～]

大丹倉遊歩道整備事業
育生
[新規]
育生小学校
グラウンド整備事業
[新規]

神川

五郷

20

[H25～]

地域マップ作成事業
[H26～]

カブトムシ公園事業
[H26～]

新地場産業興し研究事業
[H19～]

観光スポーツ交流課

800

教育委員会

229

教育委員会

27

教育委員会

1,346

町内の歴史文化由来などの調査及び冊子の作成・配布
町内の名所・旧跡等を記した地域マップを作成し、住民の愛着を深める

229

地域マップの掲載内容に関する調査・検討・とりまとめ

古くからの言い伝えや伝統行事を伝承する
①言い伝えや昔話の録音
②音頭や踊りの撮影

762

地域環境の改善
① EMの普及を目的とした講習会の開催
② 大前池へのEM団子等の投入、周辺清掃活動
③ 水質検査の実施

735

環境対策課

292

環境対策課

799

農業振興課

町内環境美化、生物保全の実施
①河川環境美化活動
②ホタルの里づくり
③メダカ池周辺の清掃・メダカの保全
④EＭ菌を活用した水質浄化活動

292

町内外の人達の交流と憩いの場づくり
①果樹植栽作業
②立ち木手入れ・草刈り作業

観光客受け入れ態勢の整備
63

尾川－大丹倉間の遊歩道整備

観光スポーツ交流課

994

住民の交流拠点の整備
132

教育委員会

1,566

林業振興課

1,566

519

農業振興課

519

162

健康・長寿課

128

健康・長寿課

休校中の育生小学校グラウンドを整備し住民の交流の場とする

体験公園を整備し交流を図り活性化を目指す
カブトムシが羽化する場所を公園として整備する

新たな地場産業による地域の活性化
①生産量向上のため、新たな苗木の植え付け
②作業効率向上に向けた作業場の整備

グラウンドゴルフを通じた高齢者の交流と生きがいづくり
飛鳥地区
高齢者生きがい対策事業
[H26～]
交流の場となるグランドゴルフ場の整備

飛鳥地区
助け合い事業
[H22～]

地区小計
(千円)

ボランティアグループの運営を支援
高齢者宅周辺での草刈り等の環境整備

飛鳥

977
小又地区
自然活用活性化事業
[H24～]
耕作放棄農地解消事業
[新規]

自然を活用した地域おこし
427

環境対策課

260

農業振興課

小又地区のビオトープ「めだかの学校」を活用した地域活性化事業

耕作放棄農地の活用による地域の活性化
耕作放棄農地におけるたかなの栽培
62

平成２７年度
地区

事業の目的

事業名

農作物試験栽培事業
上川
[H24～]
紀州鉱山選鉱場跡地
保存事業
[H25～]

入鹿

地域まちづくり協働事業一覧表

入鹿地区景観整備事業
[新規]

入鹿地区今昔地域暮らし
画像等保存事業[H26～]
赤木城史跡と地域の
西山 イメージアップ事業
[H19～]

事業の内容

要望額
（千円)

担当課

地区小計
(千円)

新たな地場産業による地域の活性化
0

農業振興課

0

レンコンの試験栽培

観光資源周辺の環境美化
①鉱山選鉱場跡地を観光資源として利用するための環境保全作業
②ライトアップを行い、市内外に選鉱場跡地のＰＲを行う

879

観光スポーツ交流課

151

環境対策課

88

教育委員会

地域の景観整備
①荒廃地の整備
②高齢者の住宅周辺の草刈り等への協力

1,118

地域の暮らしや文化に関する写真資料の保存及び展示
①地域の過去の暮らしや文化を写した写真の公募・電子データ化保存
②展示資料を作成し展示する

赤木城史跡周辺の景観保全とPR
①景観を損ねている立木の伐採
②史跡PRのための印刷物等の作成
合

計

600

観光スポーツ交流課

37事業

63

600

13,320

