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ことしのまちの動き

災害対策事業【拡大】（1億5,232万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は21ページ

自然災害から、生命財産を守るため、災害対策に関する基盤整備
を図ります。本年度は、避難路、備蓄倉庫、避難用資機材、避難
誘導標識、衛星携帯電話、非常食・非常用飲料水の整備を図りま
す。

平成23年度整備の避難路

災害時防災拠点施設整備検討事業（294万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は21ページ

大規模災害時における災害対策本部の維持を図るため、庁舎が
津波浸水被害を受けた場合の本部機能の高台移転を想定し移転に
ひつような機能の調査検討を行います。

現在の災害対策本部のある南勢庁舎

地域防災計画策定事業（311万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は21ページ

国の防災計画の見直しを受け、町の地域防災計画を見直しま
す。

歯科保健事業【拡大】（82万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は25ページ

妊娠中から歯科保健への意識を高め、正しい知識を伝えること
で、幼児の虫歯予防に好影響を与えるとともに、早産や低体重児
を起こしやすいと言われる、歯周疾患の早期発見、早期治療につ
なげるため平成 年度から乳幼児の無料歯科検診に加え妊婦の無
料歯科健診を実施します。

食生活改善推進員強化事業（206万円）

　　　　　　　　　　　　詳細は25ページ

食生活改善推進体制の強化を図るため各地域への食育活動及び
食生活改善推進員の養成講座の実施及び推進員の活動支援を行い
ます。

食生活改善推進員による活動

地域医療の充実事業（4,000万円）詳細は26ページ

地域医療の確保のため南島メディカルセンターの公設民営での
運営を行います。

南島メディカルセンター

保健・医療・介護サービスの総合的提供体制の整備事業
（255万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は30ページ

保健、医療、介護サービスを一元的に管理するしくみを構築し
ていくための体制を整備するため一元化ビジョンを作成します。

今年度の新たな仕事などを紹介します

南伊勢町

地域防災計画

南伊勢町防災会議
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漁港機能保全事業（1,800万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は36ページ

漁港施設の長寿命化を図るため、奈屋浦漁港施設の機能保全計
画書を作成し、機能保全工事の必要な施設については、年次表に
より、計画的に保全工事を実施します。

機能保全計画書を作成する奈屋浦漁港

阿曽浦用地整備事業（300万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は36ページ

地区住民の生活環境の改善を図るため、阿曽浦漁港の整備に合
わせ、阿曽浦地内の側溝を補修します。

阿曽浦漁港用地

協働による農林水産観光基盤整備検討事業（0万円）

　　　　　　　　　　　　詳細は36ページ

官民協働で南伊勢町に合った農林水産物等の販売拠点施設のあ
り方や観光情報の発信拠点とも連携した仕組みづくりを検討しま
す。

伊勢志摩総合地方卸売市場支援事業（902万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は37ページ

伊勢志摩地域の消費者へ安全・安心な生鮮食料品を安定供給す
るため、 市町及び２金融機関が出資している伊勢志摩地方卸売
市場に対し、経営基盤安定のための財政支援を行います。

伊勢志摩総合地方卸売市場

有害捕獲等野生獣有効活用支援事業（150万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は37ページ

有害捕獲野生獣の有効活用を支援していくため有害捕獲野生獣
等の有効活用のための調査に取り組みます。

環境保全型農業直接支払事業（12万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は38ページ

環境保全型農業を推進するため環境保全効果の高い営農活動に
取り組む農業者に対して支援を行います。
※平成23年度の補正予算で予算計上した事業です。
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生活文化発掘事業（300万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は41ページ

南伊勢町にある美しい自然や歴史・文化資源を活用し、地域の
環境や生活文化と調和した魅力ある観光地づくりを行います。本
年度は町内の食材や食事の伝承等生活文化の発掘を行います。

映画撮影誘致事業（100万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は42ページ

南伊勢町の美しい自然、多様な歴史・文化的資源、豊かな農林
水産資源を活用し町外からの誘客などを促進するため、映画撮影
の誘致を行います。

三重テレビ「旬感☆みえ」情報発信事業（105万円）

　　　　　　　　　　　　詳細は42ページ

県内市町・愛知県・岐阜県からの誘客などを促進するため、
（株）三重テレビ放送の第 チャンネルを使って、観光情報まち
づくりの情報などを紹介します。

観光施設耐震診断事業（226万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は42ページ

　来訪者が安心して滞在・周遊できるよう、体験交流施設である
海ぼうずの耐震診断を実施します。

体験交流施設海ぼうず

観光振興推進体制の構築事業（0万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は43ページ

効果的、円滑的に観光事業が展開できるよう、観光協会、民間
事業者、地域住民、行政機関などが、それぞれの役割において相
互に連携する体制の構築のための体制構築協議会（仮称）におけ
る観光振興推進体制の仕組みの検討を行います。

観光交流体験推進事業（451万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は43ページ

　南伊勢体験ワールドや地域主体の体験・交流型観光の運営や育
成、体験メニュー、インストラクターの発掘を行います。本年度
は体験メニューの充実、インストラクターの発掘に取り組みま
す。

南伊勢体験ワールド
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人権施策基本方針策定事業（318万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は44ページ

あらゆる人権問題解消のため、人権尊重の視点に立った諸施策
を総合的、計画的に推進するための指針となる方針の策定を行い
ます。

男女共同参画基本計画策定事業（309万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は45ページ

　男女共同参画社会実現のため、男女平等の視点に立った諸施策
を総合的、計画的に推進するための指針になる男女共同参画基本
計画を策定します。

火葬場施設改修事業（1,016万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は51ページ

台風による浸水防止のため田曽浦火葬場入口への扉の設置と火
葬場周辺への側溝の整備工事を行います。また、南島火葬場 号
炉の老朽化対応のため燃焼炉改修工事を行います。

田曽浦火葬場

火葬場建設事業（0万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は51ページ

　火葬場施設の充実への要望や将来の人口の見込みを見据えた施
設のあり方について、職員による検討部会を設置します。また、
火葬場の建設場所の選定等建設に向けた準備を行うとともに、関
係機関、関係者との調整協議を進めます。

新エネルギー活用検討事業（0万円）
　　　　　　　　　詳細は53ページ

平成 年度に策定された南伊勢町地域新エネルギービジョンに
沿って、地域の特性を生かしながら新エネルギー活用促進の検討
に取り組みます。

南伊勢町地域新エネルギービジョン

愛洲の館改修事業（453万円）
　　　　　　　　　詳細は56ページ

愛洲の館の施設環境整備の一環として、下水道接続工事を行い
ます。

愛洲の館
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誇れるまちの創造事業（0万円）
　　　　　　　　　詳細は57ページ

町民誰もが、他に誇れる「新たなまちの誇り」をつくり、まち
の知名度が高まる効果のある情報発信を行います。本年度は誇れ
るものづくりのための研究・開発を行うための検討部会を設置し
ます。

保育所改修事業（1,934万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は60ページ

保育所の施設環境の整備の一環として、神原園、穂原園の雨漏
り防止の改修工事を行います。また、五ヶ所園の下水道接続工事
を行います。

穂原園

保育所統廃合検討事業（59万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は60ページ

園児数の減尐や、施設の老朽化、防災面での課題などの解消を
図るため保育所の統廃合についての検討を行います。

手づくり図書館推進事業（0万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は62ページ

　小中学校の図書館等に町民にも貸し出しが出来るコーナーを設
けるとともに手作り図書館実現に向けた検討会を設置します。ま
た、現在、教育委員会と愛洲の館で実現している県立図書館の本
の貸し出し業務の拡充についても同時に検討して進めていきま
す。

児童・生徒の安全安心確保事業（223万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は69ページ

緊急地震速報システムが自動で全校内へ放送されるようシステ
ム改修工事を行います。

緊急地震速報システム

小・中学校統廃合推進・施設整備事業（2億9,582万
円）
　　　　　　　　　　　　詳細は69ページ

過疎化や尐子化に伴い、児童、生徒数が急激に減尐している状
況を踏まえ、児童、生徒の教育の機会均等を始め、教育水準の維
持向上を図るため、小、中学校の統廃合を実施します。平成 年
度に宿田曽小学校、五ヶ所小学校、穂原小学校、南海小学校を
校に、南島中学校と南島西中学校を 校に統合することを目指し
平成24年度は学校施設の大規模改修工事を行います。 五ヶ所小学校
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緊急地震速報システムが自動で全校内へ放送されるようシステ
ム改修工事を行います。

緊急地震速報システム

小・中学校統廃合推進・施設整備事業（2億9,582万
円）
　　　　　　　　　　　　詳細は69ページ

過疎化や尐子化に伴い、児童、生徒数が急激に減尐している状
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社会体育施設耐震補強事業（2,090万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は72ページ

快適で安全にスポーツが楽しめる環境づくりを進めるため、南
島体育館（旧南島中学校体育館）の耐震補強工事を行います。

南島体育館

社会体育施設改修事業（2,001万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は72ページ

　快適で安全にスポーツが楽しめる環境づくりを進めるため、南
島体育館（旧南島中学校体育館）の改修工事を行います。また、
南島体育センターの屋根の改修工事も行います。

南島体育センター

相賀浦地内道路改良事業（100万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は73ページ

生活道路の安全性を確保するため、相賀浦地内における道路の
危険個所の整備を行います。本年度は調査・測量を行います。

相賀浦地内の町道

バスの利便性向上と利用促進事業（88万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は74ページ

　バスの利便性向上と利用促進のため宿浦漁協前バス停に待合所
を設置します。

宿浦漁港前バス停

デマンドバス運行事業（3,688万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は75ページ

町民誰もが利用しやすい利便性の高い公共交通機関の確保を図
るため、デマンドバス（予約型運行バス）の運行を行います。

デマンドバス

相賀浦地区上水道施設整備事業（3,600万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は76ページ

相賀浦地区の下水道敷設工事に併せて老朽管の更新を行いま
す。

敷設替イメージ
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宿田曽地区上水道施設整備事業（1億3,000万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は76ページ

安定的な給水の確保を図るため、漏水事故多発区間の水道管の
更新を行います。

贄浦町営住宅整備事業（1,900万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は77ページ

　定住対策として厚生連より無償譲渡を受ける旧医師住宅を改修
し町営住宅として整備します。

贄浦の旧医師住宅

広報に関する意識調査事業（70万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は78ページ

町が行う情報発信の事業（広報紙発行事業・行政チャンネル放
送事業・ホームページによる情報発信）について意識調査のアン
ケートを行い、町民が感じていること、求めていることを把握し
て、事業推進の指標とします。

広報紙・行政チャンネル・ホームページ

コミュニティセンター建設事業（782万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は81ページ

　地域のコミュニティ活動の自主的な活動拠点となる集会施設の
整備を行います。本年度は集会施設の整備に向けた調査・設計を
行います。

平成22年度に整備した
迫間浦コミュニティセン
ター

コミュニティセンター改修事業（290万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は81ページ

コミュニティ施設の施設環境の整備の一環として、礫浦、切原
地区におけるコミュニティセンターの下水道接続工事を行いま
す。

切原コミュニティセンター

集会施設耐震補強事業（966万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は81ページ

町民の憩いと交流の場であり、地域コミュニティ活動の自主的
な活動拠点である集会施設の耐震補強工事を行います。本年度は
下津浦生活改善センター、道方生活改善センターの耐震補強工事
を行います。

下津浦生活改善センター
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職場ぐるみ町民サービス向上事業（172万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は82ページ

町民サービス基本方針に基づいて、職場ぐるみで町民サービス
を向上し続ける仕組みを作り、常に町民の立場に立った町民サー
ビスを提供できるように職場風土を改善する取り組みを行いま
す。本年度は町民サービス向上への取組のほかに総合計画の着実
な実行のための課長経営方針と事務事業評価のコンサルタントを
依頼し、サービスの向上を図ります。

行政経営改革プラン策定・推進事業（0万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は83ページ

総合計画を実現するため、新たに行政経営改革プランを策定
し、着実に進めます。また、質、量ともに増大する行政需要に対
応するために効率的な行政経営を基本に計画的な定員管理を行う
ために定員適正化計画を新たに策定します。

窓口業務改善事業（0万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は83ページ

　住民異動届に連動して発生する業務（サービス）を、必要な時
に必要なかたちで確実に実現出来る窓口体制をつくります。本年
度は総合窓口システムの導入と南島庁舎総合窓口、４出張所にお
けるワンストップサービスを実施します。※総合窓口システム使
用料142万円は情報システム運用事業で予算計上しています。

役場窓口

電子データ遠隔地保管事業（138万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は83ページ

　戸籍システムなどの電算システムのデータが災害等により損失
した場合などを想定して、電算システムにおける業務の継続が可
能となるように、バックアップしたデータを遠隔地へ保管しま
す。
※平成23年度の補正予算で予算計上した事業です。

遠隔地保管用ロッカー
ケース

庁舎等維持管理事業（南勢庁舎事務フロア証明器具取
り換え工事）（424万円）
　　　　　　　　　　　　詳細は86ページ

庁舎における省エネルギー対策のため南勢庁舎事務フロアの照
明器具の取り換え工事を行います。

節電中の南勢庁舎

行政経営

改革プラン
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ことしの予算の全体像

  南伊勢町の平成24年度当初予算（一
般会計）は、対前年度12.9％減の

77億8,418万2千円

　平成24年度の当初予算における歳入歳出予算総額は、77
億8,418万2千円となります。前年度対比では、11億
5,565万7千円の減（12.9％の減）となります。
歳入予算については、主な増減額として町税は約4,500万円
の増、地方交付税は2億6,000万円の増、国庫支出金は約3
億1,600万円の減、県支出金は約1億600万円の減、繰入金
は約1億5,600万円の減、町債は約8億2,100万円の減を見
込みました。
歳出予算としては、総合計画を実現すべく予算を組み、地域
医療の充実事業や、デマンドバス運行事業、災害時防災拠点
施設整備検討事業、保健・医療・介護サービスの総合的提供
体制の整備事業、保育所統廃合検討事業、有害捕獲等野生獣
有効活用支援事業などソフト面での新たな取り組みに約1億
1,789万円を計上、ハード面では小・中学校統廃合推進・施
設整備事業に約2億9,582万円、阿曽浦漁港整備事業に
5,907万円、橋梁耐震補強事業に3,544万円、集会施設や社
会体育施設の耐震補強に3,055万円、贄浦町営住宅整備事業
に1,900万円、漁港機能保全事業に1,800万円、ハード面・
ソフト面合わせた災害対策事業に約1億5,232万円を計上し
ました。

※本書における事業の金額は各事業費で1万円未満を四捨五入しており総額と各事業の合計と
が一致しない場合があります。
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まちづくりの目標①　政策１　誰もが安全に暮らせるまちづくり
災害に強いまちづくりの推進

非常備消防事業 7,087万円
（担当： 防災課防災係 ）

南伊勢町消防団

消防施設事業 2,864万円
（担当： 防災課防災係 ）

建て替えを予定している伊勢路消防詰所

水防事業 21万円
（担当： 防災課防災係 ）

資機材代等　21万円

　火災、風水害等の災害を防止、軽減し、町民の生命、身体、財産を守るため、各地域で消火
活動、防火広報、風水害等の災害対応活動を行います。

　主な経費
消防団員への報酬や手当　　　　3,456万円
消防団員への退職報償金　　　　1,200万円
公務災害補償や退職報償共済等　1,538万円

　水害等から生命、財産を守るための取組にかかる事業で土嚢などの資機材の整備を行いま
す。

　主な経費
消防詰所建替工事（伊勢路）　　　　　907万円
消防積載車の更新（阿曽浦、宿浦）　1,281万円
消防備品の購入　　　　　　　　　　　379万円
消火栓維持負担金　　　　　　　　　　297万円

　消防力の維持及び機動力の増強を図るため、消防詰所の建替、老朽ポンプの更新、小型動力
ポンプ付積載車の買替、整備を行います。

　主な経費

公務災害補償等共済基金からの収入 1,210万円

南伊勢町の負担額 5,877万円

財 源

受益者分担金 114万円

南伊勢町の負担額 2,750万円

（うち借金[町債] 1,800万円）

財 源
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まちづくりの目標①　政策１　誰もが安全に暮らせるまちづくり
災害に強いまちづくりの推進

災害対策事業 1億5,232万円
（担当： 防災課防災係 ）

平成23年度に整備を行った避難路

防災行政無線管理事業 2,166万円
（担当： 防災課防災係 ）

防災行政無線戸別受信機

防災危機管理体制充実事業 0万円
（担当： 防災課防災係 ）
　地震、津波や台風等の自然災害や武力攻撃事態の有事等における連絡体制や連携の充実、強
化を図るため、有事等を想定した国・県との連携による通信訓練を実施します。また、災害な
どの危機が発生した時やその恐れがある場合、関係機関等と連携して適切な対応ができるよ
う、危機管理指針や初動マニュアルなどの作成を行います。

　自然災害等から、生命、財産を守るため、災害対策に関する基盤整備を図る事業です。

　主な経費
避難路整備工事　　　　　　　　　5,100万円
避難所防災照明整備工事　　　　　2,200万円
避難誘導標識等設置工事　　　　　2,000万円
資機材代　　　　　　　  　　　　2,300万円
非常食・非常用保存水代　　　　　　764万円
災害時防災拠点施設整備の調査検討　294万円
地域防災計画の策定　　　　　　　　311万円

　災害時における情報伝達手段の確保を図り、また平常時においては行政事務や防災防犯情報
の円滑な周知、広報に役立てるため防災行政無線の維持管理を行います。

　主な経費
防災行政無線局設備保守点検　　　　　730万円
電波利用料　　　　　　　　　　　　　167万円
三重県防災行政無線運営協議会分担金　163万円
衛星系防災行政無線更新事業負担金　　692万円

国・県からの補助金 4,729万円

南伊勢町の負担額 1億 503万円

（うち借金[町債] 3,100万円）

（うち貯金[基金] 200万円）

財 源

南伊勢町の負担額 2,166万円

（うち借金[町債] 690万円）

財 源
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まちづくりの目標①　政策１　誰もが安全に暮らせるまちづくり
治山・治水・海岸保全対策の推進

急傾斜地崩壊対策事業 702万円
（担当： 建設課土木係 ）

完成後の急傾斜施設

河川・排水路整備事業 1,100万円
（担当： 建設課土木係 ）

海岸の維持管理事業 64万円
（担当： 建設課土木係 ）

海岸清掃の様子

海岸清掃手数料　　　　　48万円
海岸維持修繕事業負担金　12万円

　主な経費
町管理河川環境整備委託料　100万円
河川維持工事　　　　　　1,000万円

　山腹崩壊危険箇所の状況を把握し、急傾斜崩壊危険区域の指定及び予防対策の強化を図ると
ともに、町民の生命財産を守るため砂防・急傾斜事業を促進し、土砂の流出防止を図ります。

　主な経費
県急傾斜工事負担金　700万円

　海岸侵食防止や養浜、海岸環境の保全のため、海岸の定期的な点検・清掃を行うとともに、
老朽化が著しい箇所に対しては三重県に要望します。

　浸水などの河川災害を防止するため、河川の護岸、流路の整備などの河川事業を進めます。

　主な経費

受益者分担金 175万円

南伊勢町の負担額 527万円

（うち借金[町債] 480万円）

財 源

県からの委託金 60万円

南伊勢町の負担額 4万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策１　誰もが安全に暮らせるまちづくり
治山・治水・海岸保全対策の推進、交通安全と生活安全対策の推進

海岸保全施設の維持管理事業 173万円
（担当： 建設課土木係 ）

中津浜浦海浜公園

港湾海岸清掃維持管理事業 240万円
（担当： 建設課土木係 ）

港湾にある樋門の点検

交通安全施設整備事業 30万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

本年度設置予定の礫浦地内最徐行看板設置予定箇所

　交通安全意識を高め交通事故の防止を図るため、交通安全施設の整備を行います。

　主な経費
交通安全看板設置工事　30万円

　高潮や洪水などの水害から生命や財産などが守れるよう、樋門（河川樋門：19門、海岸樋
門：75門）の維持管理のための点検を行います。また、中津浜浦等の海岸の維持管理を行いま
す。

　主な経費
樋門維持管理手数料　　　71万円
海岸維持修繕手数料　　　80万円
海岸維持修繕事業負担金　20万円

　高潮などの水害から生命や財産などが守れるよう、樋門（五ヶ所港、吉津港）等の維持管理
のための点検を行います。また、港湾の清掃活動にも取り組みます。

　主な経費
港湾海岸清掃手数料　　　　　90万円
樋門等操作業務手数料　　 　126万円
港湾海岸維持修繕事業負担金　10万円

県からの委託金 233万円

南伊勢町の負担額 7万円

財 源

南伊勢町の負担額 30万円

（うち貯金[基金] 30万円）

財 源

県からの委託金 171万円

南伊勢町の負担額 2万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策１　誰もが安全に暮らせるまちづくり
交通安全と生活安全対策の推進

交通安全対策事業 152万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

交通事故防止啓発活動の様子

生活安全推進事業 151万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

田曽浦地区地防犯講演会の様子

消費者行政推進事業 57万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

消費生活相談の様子

　交通安全意識を高め交通事故の防止を図るため、街頭キャンペーンや通学路点検の実施、ま
た、交通安全意識高揚にかかる事業を行う団体に対する補助等を行います。

　主な経費
相談所の開設　　　　　　　　　　　　　27万円
相談員のレベルアップ研修への参加支援　28万円

　防犯意識を高めるため生活安全啓発や犯罪抑止対策を行います。

　主な経費
防犯キャンペーン啓発物品等の購入　14万円
生活安全協会への負担金　　　　　　93万円

　町民の消費生活に関するトラブルについて、消費生活相談員が電話や来庁による方法で受け
付け、情報提供、助言、斡旋などの支援を行います。また、消費者の知識習得のための消費生
活出前講座及び消費生活講演会を開催し、合わせてトラブル事例などの情報提供や啓発活動を
実施します。

　主な経費
交通安全キャンペーン
　　　啓発物品等の購入　　　51万円
伊勢度会地区交通安全
　　　対策協議会分担金　　　25万円
交通安全協会南勢支部・
　　　　南島支部への補助金　60万円

県からの補助金 44万円

南伊勢町の負担額 13万円

財 源

南伊勢町の負担額 152万円

（うち貯金[基金] 110万円）

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
保健予防の充実

健康づくりの推進事業 438万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）

食生活改善推進員による食の教室

疾病の予防と早期発見事業 1,765万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）

がん検診の様子

感染症対策の推進事業 4,683万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）

各種予防接種の実施　　4,422万円
予防接種事故救済給付費　261万円

　主な経費
各種がん検診（健診）の実施　 　1,706万円
健康診査、肝炎ウイルス検診の実施　59万円

　町民だれもが病気にならないよう健康的な習慣を身につけ、心身ともに健康で元気に暮らせ
るように、食育の推進や健康増進、歯科保健などに取り組みます。

　主な経費
栄養教室の開催、栄養指導等の実施　 34万円
食生活改善運動の実施　　　　　 　　42万円
食生活改善推進員養成講座の実施、
活動支援等　　　　　　　　　　　　206万円
無料歯科健診（対象は幼児、妊婦）
の実施　　　　　　　　　　　　 　　82万円

　健康増進及び疾病の予防と早期発見・早期治療のため、各種がん検診や健診を実施します。

　医療機関などと連携し、感染症に対する正しい知識の普及をするとともに予防接種事業を実
施します。また、感染症の感染拡大を防止する体制の充実に取り組みます。

　主な経費

県からの補助金 274万円

南伊勢町の負担額 164万円

財 源

国・県からの補助金 186万円

検診（健診）受診者の自己負担金 208万円

南伊勢町の負担額 1,371万円

財 源

県からの負担金等 837万円

南伊勢町の負担額 3,846万円

（うち借金[町債] 500万円）

財 源
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まちづくりの目標①　政策１　誰もが安全に暮らせるまちづくり
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
医療サービスの充実

地域医療の充実事業 4,265万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）

南島メディカルセンター

　地域医療の確保のため南島メディカルセンターの公設民営での運営を行うとともに、三重大
学・三重県立看護大学の地域枠推薦や三重大学医学部医学生の教育活動の受入れなどを活用
し、医師・看護師等の確保に取り組みます。また、地域医療業務の推進及び一時救急の休日・
夜間における地域住民の急病患者の医療を確保するため、伊勢地区医師会等に支援を行いま
す。

　主な経費
南島メディカルセンターへの交付金　4,000万円
医師会、歯科医師会への負担金　　　　265万円

病室・療養室

サービスステーション

ナースステーション

CT室 検査室

待合ホール

リハビリテーション室、デイケ

アルーム、家族介護教室、

ADL室

平成23年度に整備された南島メディカルセンター
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
医療サービスの充実

病院運営事業 8億8,554万円
（担当： 南伊勢病院庶務係 ）

町立南伊勢病院での朝の出迎えの様子

医療施設・設備整備事業 7,502万円
（担当： 南伊勢病院庶務係 ）

救急医療体制の充実事業 313万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）
　救急医療体制の充実を図るため以下の対策に取り組みます。
①二次三次救急医療を担う伊勢赤十字病院、市立伊勢総合病院などへの患者の受入れや後方支
援の協力要請を行います。
②伊勢地区医師会が行う夜間休日診療所における一次救急医療の運営体制に協力します。
③県が行う三重県救急医療情報システムの活用に取り組みます。

　主な経費
輪番制医療対策負担金　　 　　297万円
県救急医療情報システム負担金　16万円

　地域の皆さんに信頼される温かみのある医療サービスを充実し、町民誰もが安心して医療が
受けられるよう、地域医療の核となる南伊勢病院の運営を行います。

　主な経費
医師、看護師等への給与費　　　5億9,902万円
診療材料費や薬品費　　　　　 　　8,435万円
派遣医師や給食委託などの経費　1億5,305万円
建物や機械器具の減価償却費　 　　4,086千円
企業債（借金）利息の償還　　　　 　525万円

　病院施設整備や設備備品の更新を行います。また、過去に借入した企業債の償還を行いま
す。

　主な経費
CT検査システム　　　　　　　3,675万円
超音波診断装置　　　　　　　1,260万円
自動散薬分包機　　　　　　　　399万円
企業債（借金）元金の償還　　2,168万円

入院や外来の収益 6億7,161万円

その他の収益 4,838万円

南伊勢町の負担額 1億6,555万円

財 源

企業債（借金） 5,330万円

留保資金等 727万円

南伊勢町の負担額 1,445万円

財 源

南伊勢町の負担額 313万円

（うち借金[町債] 290万円）

財 源

本年度入れ替えを予定している町立

南伊勢病院のCT検査システム
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
医療サービスの充実
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
介護サービス等の充実

介護サービスと支援体制の充実事業 20万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険サービス充実事業 16億4,742万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護予防ケアマネジメント事業 2,343万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

包括支援センターの活動の様子

　要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、可能な
限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、次の事業を社会福祉協議会に委
託して実施します。①介護ケアマネジメント業務 ②総合相談事業 ③権利擁護業務 ④包括
的・継続的ケアマネジメント業務

　主な経費
介護予防ケアマネジメント事業　　2,343万円

　施設入所者や一定のサービスを受ける利用者で市町が生活困難と認めた方の食費・居住費等
の軽減を図るため、入所やサービスを提供した施設に対し費用の一部を支払います。

　主な経費
社会福祉法人等減免措置　20万円

　高齢者が安心して生活できるよう介護予防や介護サービスの充実を図り、主に次の事業を実
施します。①介護サービス事業 ②介護予防サービス事業 ③福祉用具購入・住宅改修支援事業
④介護サービス計画策定支援事業 ⑤介護予防サービス計画策定支援事業 ⑥ホームヘルパー2
級資格取得支援事業 ⑦審査支払い事務など

　主な経費
介護サービス事業　　　　　　14億9,211万円
介護予防サービス事業　　　　　　7,097万円
福祉用具購入・住宅改修支援事業　1,696万円
介護サービス計画策定支援事業　　5,798万円
介護予防サービス計画策定支援事業　911万円

県からの補助金 15万円

南伊勢町の負担額 5万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 2億9,649万円

支払基金交付金（40歳から64歳の方が納めた保険料） 4億9,414万円

国・県からの負担金等 6億5,061万円

南伊勢町の負担額 2億 618万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料）

226万円

国・県からの補助金 682万円

南伊勢町の負担額 1,435万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
介護サービス等の充実

介護予防普及事業 289万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護予防教室の様子

介護保険運営事業 86万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険任意事業 857万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）
　地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるようにするため、
介護用品の支給や、住宅改修への支援、高齢者への配食サービス、高齢者を介護している方が
リフレッシュできるための様々な支援など、地域の実情に応じた必要な支援を行います。

　主な経費
介護用品支給事業　　331万円
住宅改修支援事業　 　12万円
食事サービス事業　  378万円
家族介護者交流事業　 34万円
介護給付費通知事業　102万円

　高齢者が要介護状態や要支援状態になるのを防止するため、介護予防教室や講演会の開催、
転倒骨折予防、口腔、栄養についての教室を行い、生活機能の維持又は向上に向けた取り組み
を行います。

　主な経費
介護予防教室や講演会の開催　　 　　　237万円
転倒骨折予防、口腔、栄養の教室の開催　52万円

　介護保険を健全に運営するための財源となる保険料の徴収を行います。

　主な経費
賦課徴収事業　86万円

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 58万円

支払基金交付金（40歳から64歳の方が納めた保険料） 87万円

国・県からの交付金 108万円

南伊勢町の負担額 36万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 172万円

国・県からの交付金 514万円

南伊勢町の負担額 171万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
介護サービス等の充実

介護サービスと支援体制の充実事業 20万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険サービス充実事業 16億4,742万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護予防ケアマネジメント事業 2,343万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

包括支援センターの活動の様子

　要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、可能な
限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、次の事業を社会福祉協議会に委
託して実施します。①介護ケアマネジメント業務 ②総合相談事業 ③権利擁護業務 ④包括
的・継続的ケアマネジメント業務

　主な経費
介護予防ケアマネジメント事業　　2,343万円

　施設入所者や一定のサービスを受ける利用者で市町が生活困難と認めた方の食費・居住費等
の軽減を図るため、入所やサービスを提供した施設に対し費用の一部を支払います。

　主な経費
社会福祉法人等減免措置　20万円

　高齢者が安心して生活できるよう介護予防や介護サービスの充実を図り、主に次の事業を実
施します。①介護サービス事業 ②介護予防サービス事業 ③福祉用具購入・住宅改修支援事業
④介護サービス計画策定支援事業 ⑤介護予防サービス計画策定支援事業 ⑥ホームヘルパー2
級資格取得支援事業 ⑦審査支払い事務など

　主な経費
介護サービス事業　　　　　　14億9,211万円
介護予防サービス事業　　　　　　7,097万円
福祉用具購入・住宅改修支援事業　1,696万円
介護サービス計画策定支援事業　　5,798万円
介護予防サービス計画策定支援事業　911万円

県からの補助金 15万円

南伊勢町の負担額 5万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 2億9,649万円

支払基金交付金（40歳から64歳の方が納めた保険料） 4億9,414万円

国・県からの負担金等 6億5,061万円

南伊勢町の負担額 2億 618万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料）

226万円

国・県からの補助金 682万円

南伊勢町の負担額 1,435万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
介護サービス等の充実

介護予防普及事業 289万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護予防教室の様子

介護保険運営事業 86万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険任意事業 857万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）
　地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるようにするため、
介護用品の支給や、住宅改修への支援、高齢者への配食サービス、高齢者を介護している方が
リフレッシュできるための様々な支援など、地域の実情に応じた必要な支援を行います。

　主な経費
介護用品支給事業　　331万円
住宅改修支援事業　 　12万円
食事サービス事業　  378万円
家族介護者交流事業　 34万円
介護給付費通知事業　102万円

　高齢者が要介護状態や要支援状態になるのを防止するため、介護予防教室や講演会の開催、
転倒骨折予防、口腔、栄養についての教室を行い、生活機能の維持又は向上に向けた取り組み
を行います。

　主な経費
介護予防教室や講演会の開催　　 　　　237万円
転倒骨折予防、口腔、栄養の教室の開催　52万円

　介護保険を健全に運営するための財源となる保険料の徴収を行います。

　主な経費
賦課徴収事業　86万円

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 58万円

支払基金交付金（40歳から64歳の方が納めた保険料） 87万円

国・県からの交付金 108万円

南伊勢町の負担額 36万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 172万円

国・県からの交付金 514万円

南伊勢町の負担額 171万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
介護サービス等の充実、保健、医療、介護の一元化のための体制整備

成年後見制度推進事業 56万円
（担当： 福祉課福祉係、医療保険課介護支援係 ）

地域福祉充実事業 5,297万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

福祉健康ランド

保健・医療・介護サービスの総合的提供体制の整備事業 255万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）
　保健・医療・介護サービスを一元的に管理する仕組みを構築していくための体制を整備する
ため一元化ビジョンを作成します。

　主な経費
一元化ビジョンの作成　200万円
委員会の開催　　 　　　25万円
先進地視察の実施　 　　30万円

　認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方々の権利を守る「成年
後見制度」の普及のため関係機関と協力して啓発活動を行います。また、成年後見制度を利用
したくても、申し立てる四親等内の親族がいなかったり、音信不通や虐待等で申し立てをでき
る方がいない場合などがあります。このような場合には市町村長が代わりに家庭裁判所に申し
立てを行う「市町村申立て」制度があります。

　主な経費
医師の意見書や診断書、申立て手数料等　56万円

　地域の福祉課題に的確に対応するため、各種福祉団体への支援を行います。また、住民の福
祉の増進を図ることを目的に設置された施設の管理運営を行います。

　主な経費
社会福祉協議会への支援　　　 　　4,603万円
戦没者慰霊のための活動支援　　 　　240万円
民生児童委員が行う福祉活動への支援　79万円
福祉健康ランド管理運営　　　　   　292万円

南伊勢町の負担額 255万円

（うち貯金[基金] 150万円）

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
社会保障の充実

国民健康保険賦課徴収事業 0万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

休日・夜間窓口の様子

国民健康保険保険給付事業 18億1,203万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民健康保険のパンフレット

　主な経費
療養費の給付　 　16億  640万円
高額療養費の給付　1億9,620万円
移送費の支給　　　　　　13万円
出産一時金の支給　　 　630万円
葬祭費の支給　　　　 　300万円

　事業の適正な運用を図るため国民健康保険に対する理解を深めていただくとともに、従来か
らの納付方法に加えて納税者が納付しやすい環境の整備を推進することにより収納率の向上を
目指します。

　主な内容
電話による催告及び夜間訪問による滞納整理
日曜・夜間窓口の開設
広報紙、ホームページを活用した
　　　　　　　　　　　制度の情報提供など

　国民健康保険は他の健康保険に加入している人以外の全ての人が加入する医療保険で、国保
加入の人に対し主に次の給付を行います。①医療機関を受診した場合などの療養の給付 ②医
療や医療と介護の自己負担が高額となったときの高額療養給付 ③移送の費用がかかったとき
の移送費の支給 ④出産されたときの出産一時金の支給 ⑤死亡した国保被保険者の葬祭を行っ
たときの葬祭費の支給

国民健康保険税 3億8,330万円

前期高齢者交付金 6億5,220万円

（健康保険組合等と国民健康保険の間の不均衡を

是正するために交付されるものです）

その他の交付金 1億5,308万円

国・県からの負担金等 5億7,424万円

南伊勢町の負担額 4,921万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
介護サービス等の充実、保健、医療、介護の一元化のための体制整備

成年後見制度推進事業 56万円
（担当： 福祉課福祉係、医療保険課介護支援係 ）

地域福祉充実事業 5,297万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

福祉健康ランド

保健・医療・介護サービスの総合的提供体制の整備事業 255万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）
　保健・医療・介護サービスを一元的に管理する仕組みを構築していくための体制を整備する
ため一元化ビジョンを作成します。

　主な経費
一元化ビジョンの作成　200万円
委員会の開催　　 　　　25万円
先進地視察の実施　 　　30万円

　認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方々の権利を守る「成年
後見制度」の普及のため関係機関と協力して啓発活動を行います。また、成年後見制度を利用
したくても、申し立てる四親等内の親族がいなかったり、音信不通や虐待等で申し立てをでき
る方がいない場合などがあります。このような場合には市町村長が代わりに家庭裁判所に申し
立てを行う「市町村申立て」制度があります。

　主な経費
医師の意見書や診断書、申立て手数料等　56万円

　地域の福祉課題に的確に対応するため、各種福祉団体への支援を行います。また、住民の福
祉の増進を図ることを目的に設置された施設の管理運営を行います。

　主な経費
社会福祉協議会への支援　　　 　　4,603万円
戦没者慰霊のための活動支援　　 　　240万円
民生児童委員が行う福祉活動への支援　79万円
福祉健康ランド管理運営　　　　   　292万円

南伊勢町の負担額 255万円

（うち貯金[基金] 150万円）

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
社会保障の充実

国民健康保険賦課徴収事業 0万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

休日・夜間窓口の様子

国民健康保険保険給付事業 18億1,203万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民健康保険のパンフレット

　主な経費
療養費の給付　 　16億  640万円
高額療養費の給付　1億9,620万円
移送費の支給　　　　　　13万円
出産一時金の支給　　 　630万円
葬祭費の支給　　　　 　300万円

　事業の適正な運用を図るため国民健康保険に対する理解を深めていただくとともに、従来か
らの納付方法に加えて納税者が納付しやすい環境の整備を推進することにより収納率の向上を
目指します。

　主な内容
電話による催告及び夜間訪問による滞納整理
日曜・夜間窓口の開設
広報紙、ホームページを活用した
　　　　　　　　　　　制度の情報提供など

　国民健康保険は他の健康保険に加入している人以外の全ての人が加入する医療保険で、国保
加入の人に対し主に次の給付を行います。①医療機関を受診した場合などの療養の給付 ②医
療や医療と介護の自己負担が高額となったときの高額療養給付 ③移送の費用がかかったとき
の移送費の支給 ④出産されたときの出産一時金の支給 ⑤死亡した国保被保険者の葬祭を行っ
たときの葬祭費の支給

国民健康保険税 3億8,330万円

前期高齢者交付金 6億5,220万円

（健康保険組合等と国民健康保険の間の不均衡を

是正するために交付されるものです）

その他の交付金 1億5,308万円

国・県からの負担金等 5億7,424万円

南伊勢町の負担額 4,921万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
社会保障の充実

国民健康保険納付金及び拠出金事業 6億3,144万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民健康保険保健衛生普及費事業 1,084万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

健康相談の様子

後期高齢者医療保険料徴収事業 0万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）
　事業の適正な運用を図るため後期高齢者医療制度に対する理解を深めていただくとともに、
従来からの納付方法に加えて納税者が納付しやすい環境の整備を推進することにより収納率の
向上を図ります。

　主な内容
電話による催告及び夜間訪問による滞納整理
日曜・夜間窓口の開設
広報紙、ホームページを活用した制度の情報提供など

　介護保険、後期高齢者医療の運営を行うために費用の財源を拠出しています。また、県内市
町村国保間の保険税の平準化、財政の安定や高額医療費の発生による影響の緩和などを図るた
めの費用を拠出します。

　主な経費
介護保険への納付金　　　　　　　1億　642万円
後期高齢者医療保険への支援金等　2億5,044万円
共同事業のための拠出金　　　　　2億7,341万円

　医療の適正化を図るため、広報紙などによるジェネリック医薬品の推進や啓発活動及び医療
費通知などを通じ制度に対する理解や医療費に対する関心を高めるとともに、診療報酬明細書
の点検などを充実します。また、生活習慣病の早期発見、早期治療を進めるため国保被保険者
に対する人間ドック健診を行います。

　主な経費
レセプト点検費用　　　148万円
人間ドック健診負担金　543万円

国民健康保険税 1億 89万円

保険財政共同安定化事業交付金 2億 408万円

（市町村間の保険料の平準化と保険財政の安定化を

図るために交付されるものです）

その他の交付金 1億5,081万円

国・県からの負担金等 1億7,566万円

財 源

国民健康保険税 570万円

県からの交付金 514万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
社会保障の充実

後期高齢者医療納付金事業 4億5,064万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民健康保険特定健康診査事業 1,156万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

福祉医療事業 9,075万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民年金制度の周知・啓発事業 52万円
（担当： 住民生活課戸籍年金係 ）

　主な経費
心身障がい者医療費助成　5,828万円
一人親家庭等医療費助成　　972万円
乳幼児等医療費助成　　　2,275万円

　後期高齢者医療保険を運営していくなかで、必要な経費を三重県後期高齢者医療広域連合に
納めます。このお金をもとに医療給付や保険事業、広域連合の運営等を行います。

　主な経費
療養給付費負担金　 　2億3,336万円
保険基盤安定制度負担金　6,627万円
保険料等負担金　　 　1億3,661万円
保健事業負担金　　　　　　260万円

　国民年金の資格取得、氏名・住所等の変更受付、申請免除・納付特例の受付、死亡による未
支給、障害年金等指導受付、障害年金の請求指導受付、65歳老齢給付裁定請求書の受付など国
民年金の一部の事務を行います。

　主な経費
電算業務にかかる委託料　33万円

　生活習慣病予防対策の強化を図るため特定保健健診、特定保健保健指導の事業を行います。

　主な経費
特定健診にかかる委託料　1,096万円

　障がい者、一人親家庭等の母又は父及び児童、乳幼児等の医療費の一部を助成します。

後期高齢者医療保険料 1億3,661万円

県からの負担金 4,970万円

南伊勢町の負担額 2億6,433万円

財 源

国民健康保険税 881万円

国・県からの負担金 275万円

財 源

県からの補助金 3,892万円

南伊勢町の負担額 5,183万円

（うち借金[町債] 1,480万円）

財 源

国からの交付金 52万円
財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
社会保障の充実

国民健康保険納付金及び拠出金事業 6億3,144万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民健康保険保健衛生普及費事業 1,084万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

健康相談の様子

後期高齢者医療保険料徴収事業 0万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）
　事業の適正な運用を図るため後期高齢者医療制度に対する理解を深めていただくとともに、
従来からの納付方法に加えて納税者が納付しやすい環境の整備を推進することにより収納率の
向上を図ります。

　主な内容
電話による催告及び夜間訪問による滞納整理
日曜・夜間窓口の開設
広報紙、ホームページを活用した制度の情報提供など

　介護保険、後期高齢者医療の運営を行うために費用の財源を拠出しています。また、県内市
町村国保間の保険税の平準化、財政の安定や高額医療費の発生による影響の緩和などを図るた
めの費用を拠出します。

　主な経費
介護保険への納付金　　　　　　　1億　642万円
後期高齢者医療保険への支援金等　2億5,044万円
共同事業のための拠出金　　　　　2億7,341万円

　医療の適正化を図るため、広報紙などによるジェネリック医薬品の推進や啓発活動及び医療
費通知などを通じ制度に対する理解や医療費に対する関心を高めるとともに、診療報酬明細書
の点検などを充実します。また、生活習慣病の早期発見、早期治療を進めるため国保被保険者
に対する人間ドック健診を行います。

　主な経費
レセプト点検費用　　　148万円
人間ドック健診負担金　543万円

国民健康保険税 1億 89万円

保険財政共同安定化事業交付金 2億 408万円

（市町村間の保険料の平準化と保険財政の安定化を

図るために交付されるものです）

その他の交付金 1億5,081万円

国・県からの負担金等 1億7,566万円

財 源

国民健康保険税 570万円

県からの交付金 514万円

財 源
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まちづくりの目標①　政策２　安心して住めるまちづくり
社会保障の充実

後期高齢者医療納付金事業 4億5,064万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民健康保険特定健康診査事業 1,156万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

福祉医療事業 9,075万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

国民年金制度の周知・啓発事業 52万円
（担当： 住民生活課戸籍年金係 ）

　主な経費
心身障がい者医療費助成　5,828万円
一人親家庭等医療費助成　　972万円
乳幼児等医療費助成　　　2,275万円

　後期高齢者医療保険を運営していくなかで、必要な経費を三重県後期高齢者医療広域連合に
納めます。このお金をもとに医療給付や保険事業、広域連合の運営等を行います。

　主な経費
療養給付費負担金　 　2億3,336万円
保険基盤安定制度負担金　6,627万円
保険料等負担金　　 　1億3,661万円
保健事業負担金　　　　　　260万円

　国民年金の資格取得、氏名・住所等の変更受付、申請免除・納付特例の受付、死亡による未
支給、障害年金等指導受付、障害年金の請求指導受付、65歳老齢給付裁定請求書の受付など国
民年金の一部の事務を行います。

　主な経費
電算業務にかかる委託料　33万円

　生活習慣病予防対策の強化を図るため特定保健健診、特定保健保健指導の事業を行います。

　主な経費
特定健診にかかる委託料　1,096万円

　障がい者、一人親家庭等の母又は父及び児童、乳幼児等の医療費の一部を助成します。

後期高齢者医療保険料 1億3,661万円

県からの負担金 4,970万円

南伊勢町の負担額 2億6,433万円

財 源

国民健康保険税 881万円

国・県からの負担金 275万円

財 源

県からの補助金 3,892万円

南伊勢町の負担額 5,183万円

（うち借金[町債] 1,480万円）

財 源

国からの交付金 52万円
財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
水産業の振興

漁場環境改善事業 279万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

底質改良材散布の様子

環境・生態系保全活動支援事業 112万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

アラメ付自然石実験

水産業振興事業 2,119万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

南勢種苗センター

　水産資源の安定化と資源の増大を図るため、マダイ・ヒラメ・アワビ等の種苗生産、中間育
成、種苗放流等を行うとともに海況調査や魚病診断を行います。また、水産振興のため漁協が
行うクロダイ・カサゴ等の種苗放流事業に対し支援を行います。

　主な経費
種苗生産事業　　　1,935万円
海洋牧場運営負担金　110万円
種苗放流事業補助金　 73万円

　生産基盤である漁場環境の改善のため、次の事業を実施します。①五ヶ所湾の水質、水温等
を調査する自動観測装置管理事業に対する支援 ②漁協が実施する海浜清掃に対する支援 ③漁
協が実施する底質改良剤散布事業に対する支援。

　主な経費
自動観測装置管理事業負担金　 20万円
海洋クリーン対策事業補助金 　65万円
養殖漁場底質改良事業補助金　185万円

　生き物をはぐくみ、たくさんの恵みを与えてくれる藻場を再生するため、海藻の種苗投入や
アマモの移植、食害の除去やモニタリング等様々な活動に取り組むグループに支援を行いま
す。

　主な経費
保全活動を実施する団体への支援　95万円

県からの補助金 106万円

南伊勢町の負担額 173万円

（うち借金[町債] 60万円）

財 源

県からの交付金 17万円

南伊勢町の負担額 95万円

財 源

アワビ・アコヤの売払い収入等 372万円

南伊勢町の負担額 1,747万円

（うち借金[町債] 70万円）

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
水産業の振興

漁業担い手育成事業 5万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

海洋少年団活動の様子

漁業生産基盤整備事業 1,498万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

平成２３年度に補助金による支援を行った外湾漁協移動販売車

漁港漁場管理事業 437万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

贄浦漁港簡易標識灯点検作業の様子

　漁港施設や海岸保全施設の機能保持、安全性の確保のため、次の事業を実施します。①各地
区との委託契約により漁港内防潮扉、樋門の保守点検を行います。 ②県からの委託を受け県
営漁港の水門、樋門の保守点検を行います。 ③漁港施設の機能保持のため施設の修繕を行い
ます。

　主な経費
防潮扉、樋門の管理委託　　 44万円
漁港施設の修繕　　　　  　174万円
漁港進入道路舗装工事　　 　76万円
漁港内漂流堆積物等の除去　100万円

　後継者の育成・担い手確保のため、海洋、水産業に対する理解を深める活動に対し支援を行
うとともに、将来漁業に就こうという若者に対し就業を支援します。

　主な経費
海洋尐年団活動補助金　5万円

　漁業者の所得向上と経営の安定化を図るため、次の漁業生産基盤の強化のための取り組みを
行います。①近代化資金や大規模地震津波災害資金など漁業資金への利子補給事業の実施 ②
漁協が実施する水産施設の改修や整備事業への支援。

　主な経費
漁業資金への利子補給　　　　308万円
産業基盤整備事業補助金　　　396万円
外湾地区合併漁協への補助金　421万円

漁協等からの使用料収入 78万円

県からの委託金 42万円

南伊勢町の負担額 317万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
水産業の振興

漁場環境改善事業 279万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

底質改良材散布の様子

環境・生態系保全活動支援事業 112万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

アラメ付自然石実験

水産業振興事業 2,119万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

南勢種苗センター

　水産資源の安定化と資源の増大を図るため、マダイ・ヒラメ・アワビ等の種苗生産、中間育
成、種苗放流等を行うとともに海況調査や魚病診断を行います。また、水産振興のため漁協が
行うクロダイ・カサゴ等の種苗放流事業に対し支援を行います。

　主な経費
種苗生産事業　　　1,935万円
海洋牧場運営負担金　110万円
種苗放流事業補助金　 73万円

　生産基盤である漁場環境の改善のため、次の事業を実施します。①五ヶ所湾の水質、水温等
を調査する自動観測装置管理事業に対する支援 ②漁協が実施する海浜清掃に対する支援 ③漁
協が実施する底質改良剤散布事業に対する支援。

　主な経費
自動観測装置管理事業負担金　 20万円
海洋クリーン対策事業補助金 　65万円
養殖漁場底質改良事業補助金　185万円

　生き物をはぐくみ、たくさんの恵みを与えてくれる藻場を再生するため、海藻の種苗投入や
アマモの移植、食害の除去やモニタリング等様々な活動に取り組むグループに支援を行いま
す。

　主な経費
保全活動を実施する団体への支援　95万円

県からの補助金 106万円

南伊勢町の負担額 173万円

（うち借金[町債] 60万円）

財 源

県からの交付金 17万円

南伊勢町の負担額 95万円

財 源

アワビ・アコヤの売払い収入等 372万円

南伊勢町の負担額 1,747万円

（うち借金[町債] 70万円）

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
水産業の振興

漁業担い手育成事業 5万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

海洋少年団活動の様子

漁業生産基盤整備事業 1,498万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

平成２３年度に補助金による支援を行った外湾漁協移動販売車

漁港漁場管理事業 437万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

贄浦漁港簡易標識灯点検作業の様子

　漁港施設や海岸保全施設の機能保持、安全性の確保のため、次の事業を実施します。①各地
区との委託契約により漁港内防潮扉、樋門の保守点検を行います。 ②県からの委託を受け県
営漁港の水門、樋門の保守点検を行います。 ③漁港施設の機能保持のため施設の修繕を行い
ます。

　主な経費
防潮扉、樋門の管理委託　　 44万円
漁港施設の修繕　　　　  　174万円
漁港進入道路舗装工事　　 　76万円
漁港内漂流堆積物等の除去　100万円

　後継者の育成・担い手確保のため、海洋、水産業に対する理解を深める活動に対し支援を行
うとともに、将来漁業に就こうという若者に対し就業を支援します。

　主な経費
海洋尐年団活動補助金　5万円

　漁業者の所得向上と経営の安定化を図るため、次の漁業生産基盤の強化のための取り組みを
行います。①近代化資金や大規模地震津波災害資金など漁業資金への利子補給事業の実施 ②
漁協が実施する水産施設の改修や整備事業への支援。

　主な経費
漁業資金への利子補給　　　　308万円
産業基盤整備事業補助金　　　396万円
外湾地区合併漁協への補助金　421万円

漁協等からの使用料収入 78万円

県からの委託金 42万円

南伊勢町の負担額 317万円

財 源

- 35 -



まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
水産業の振興、農業の振興

漁港建設事業 8,062万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

阿曽浦漁港の用地

協働による農林水産観光交流基盤整備検討事業 0万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

農業担い手育成事業 155万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

青空市グループの活動の様子

　優れた経営能力を有する認定農業者を安定的に育成・確保するとともに、新たな担い手の発
掘と育成を図ります。また、多様な農業後継者や新規就農者を育成し、農業の担い手を安定的
に確保します。

　主な経費
後継者育成のための補助金　　　50万円
青空市グループへの活動補助金　60万円
農業経営資金への利子補給　　　17万円

　漁港施設の機能保全対策や漁村地区の生活環境の改善、また、漁港内での安全性向上、漁業
活動時における労力の軽減を図るため次の事業を実施します。①奈屋浦漁港機能保全計画書の
作成 ②阿曽浦漁港の用地（広場）整備 ③阿曽浦の側溝整備

　主な経費
奈屋浦漁港機能保全計画書の作成　1,800万円
阿曽浦漁港整備事業　　　　　　　5,907万円
阿曽浦地内の側溝整備　　　　　　　300万円

　官民協働で農林水産物等販売拠点施設の実現に向けて協議会を設置します。また、拠点の整
備にあっては南伊勢町の観光情報の発信拠点や都市住民との交流拠点、地域特産品等の販売拠
点となる複合的な拠点施設としての整備を視野に課題や実現に向けての仕組みを検討します。

受益者分担金 708万円

国・県からの補助金 4,560万円

南伊勢町の負担額 2,794万円

財 源

県からの補助金 万円

南伊勢町の負担額 万円

（うち借金[町債] 万円）

財 源

県からの補助金 7万円

南伊勢町の負担額 148万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
農業の振興

戸別所得補償推進事業 113万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

伊勢志摩総合地方卸売市場支援事業 902万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

増資による支援を予定している伊勢志摩総合地方卸売市場

鳥獣害防止総合対策事業 3,033万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

侵入防止柵（恒久柵）

　農作物への被害が拡大して深刻化していることから、集落ぐるみでの鳥獣害対策を推進する
ため、集落単位での研修、追払いの方法の演習、環境調査、侵入防止柵の設置等を行うととも
に急増する野生獣の個体数調整として有害獣の駆除に対して支援を行います。また、鳥獣被害
実施隊員による監視パトロール、野生鳥獣の追払い、獣害機材設置の指導等を行います。な
お、平成21年度に南伊勢町鳥獣害防止総合対策協議会を設置して総合的な鳥獣被害対策を推進
しています。

　主な経費
監視パトロール、追払い、機材設置指導　962万円
有害獣の駆除　　　　　　　　　　　　　920万円
鳥獣害防止対策協議会への補助　　　　　989万円
有害捕獲野生獣の有効活用調査　　　　　150万円

　販売価格が生産価格を恒常的に下回っている作物を対象にその差額を交付することにより、
農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維
持する制度です。戸別所得補償制度の推進のため対象農家の調査や申請の受付、また、周知啓
発を行います。

　主な経費
水田作付確認の報償金　　　15万円
水稲台帳作成業務の委託料　70万円

　伊勢志摩地域の消費者へ安全・安心な生鮮食料品を安定供給するため、６市町及び２卸会
社、２金融機関が出資している伊勢志摩総合地方卸売市場に対し、経営基盤安定のための財政
支援を行います。

　主な経費
伊勢志摩総合地方卸売市場への支援
　　　　　　　　　（増資）　902万円

県からの交付金 111万円

南伊勢町の負担額 2万円

財 源

県からの補助金 220万円

南伊勢町の負担額 2,813万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
水産業の振興、農業の振興

漁港建設事業 8,062万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

阿曽浦漁港の用地

協働による農林水産観光交流基盤整備検討事業 0万円
（担当： 水産農林課水産係 ）

農業担い手育成事業 155万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

青空市グループの活動の様子

　優れた経営能力を有する認定農業者を安定的に育成・確保するとともに、新たな担い手の発
掘と育成を図ります。また、多様な農業後継者や新規就農者を育成し、農業の担い手を安定的
に確保します。

　主な経費
後継者育成のための補助金　　　50万円
青空市グループへの活動補助金　60万円
農業経営資金への利子補給　　　17万円

　漁港施設の機能保全対策や漁村地区の生活環境の改善、また、漁港内での安全性向上、漁業
活動時における労力の軽減を図るため次の事業を実施します。①奈屋浦漁港機能保全計画書の
作成 ②阿曽浦漁港の用地（広場）整備 ③阿曽浦の側溝整備

　主な経費
奈屋浦漁港機能保全計画書の作成　1,800万円
阿曽浦漁港整備事業　　　　　　　5,907万円
阿曽浦地内の側溝整備　　　　　　　300万円

　官民協働で農林水産物等販売拠点施設の実現に向けて協議会を設置します。また、拠点の整
備にあっては南伊勢町の観光情報の発信拠点や都市住民との交流拠点、地域特産品等の販売拠
点となる複合的な拠点施設としての整備を視野に課題や実現に向けての仕組みを検討します。

受益者分担金 708万円

国・県からの補助金 4,560万円

南伊勢町の負担額 2,794万円

財 源

県からの補助金 万円

南伊勢町の負担額 万円

（うち借金[町債] 万円）

財 源

県からの補助金 7万円

南伊勢町の負担額 148万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
農業の振興

戸別所得補償推進事業 113万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

伊勢志摩総合地方卸売市場支援事業 902万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

増資による支援を予定している伊勢志摩総合地方卸売市場

鳥獣害防止総合対策事業 3,033万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

侵入防止柵（恒久柵）

　農作物への被害が拡大して深刻化していることから、集落ぐるみでの鳥獣害対策を推進する
ため、集落単位での研修、追払いの方法の演習、環境調査、侵入防止柵の設置等を行うととも
に急増する野生獣の個体数調整として有害獣の駆除に対して支援を行います。また、鳥獣被害
実施隊員による監視パトロール、野生鳥獣の追払い、獣害機材設置の指導等を行います。な
お、平成21年度に南伊勢町鳥獣害防止総合対策協議会を設置して総合的な鳥獣被害対策を推進
しています。

　主な経費
監視パトロール、追払い、機材設置指導　962万円
有害獣の駆除　　　　　　　　　　　　　920万円
鳥獣害防止対策協議会への補助　　　　　989万円
有害捕獲野生獣の有効活用調査　　　　　150万円

　販売価格が生産価格を恒常的に下回っている作物を対象にその差額を交付することにより、
農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維
持する制度です。戸別所得補償制度の推進のため対象農家の調査や申請の受付、また、周知啓
発を行います。

　主な経費
水田作付確認の報償金　　　15万円
水稲台帳作成業務の委託料　70万円

　伊勢志摩地域の消費者へ安全・安心な生鮮食料品を安定供給するため、６市町及び２卸会
社、２金融機関が出資している伊勢志摩総合地方卸売市場に対し、経営基盤安定のための財政
支援を行います。

　主な経費
伊勢志摩総合地方卸売市場への支援
　　　　　　　　　（増資）　902万円

県からの交付金 111万円

南伊勢町の負担額 2万円

財 源

県からの補助金 220万円

南伊勢町の負担額 2,813万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
農業の振興

環境保全型農業直接支払事業 12万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

海岸保全施設維持管理事業 74万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

農業生産基盤整備事業 170万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

農地利用集積事業 263万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

　環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して国が直接支援する制度です。対象と
なるためには、エコファーマーの県知事認定を受けいることと農業環境規範（地球温暖化や生
物多様性保全等に効果が高い取組み）に基づく点検を行っていることが必要です。

　主な経費
農業者への補助金　12万円

　農地の有効利用のための施策として、農地の把握が欠かせないことから、農地基本台帳シス
テムを利用して優良農地である農用地の利用集積を促進するとともに、耕作されなくなった遊
休農地の把握と情報提供を行うことにより、耕作放棄地の解消と有効利用を図ります。

　主な経費
農地基本台帳整備・農地情報地図システム業務委託料　105万円
遊休農地更新業務委託料　　　　　　 　　　　　　　　84万円
パソコンの購入　　　　　　　　　　　　　　 　　　　59万円

　海岸付近における農地を守るため整備された農地海岸の補修を行います。また、町内６区１
３箇所に設置されている大型樋門の管理を区に委託しています。

　主な経費
施設補修用の原材料費　　40万円
樋門管理のための委託料　20万円

　地域の方々が老朽化した農道の補修や用水路の改修を行っていただくため、コンクリートな
どの材料を支給します。また樹園地農道の草刈り作業を委託します。

　主な経費
補修用原材料の支給　150万円
除草作業委託料　 　　20万円

県からの交付金 6万円

南伊勢町の負担額 6万円

財 源

県からの委託金 73万円

南伊勢町の負担額 1万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
農業の振興、林業の振興

農地・水環境保全向上事業 105万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

斎田地区の活動

中山間地域等直接支払事業 624万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

林業生産基盤整備事業 550万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

林道監視員の林道整備作業

　主な経費
林道監視、除草作業　　　 　 　150万円
崩落土砂の撤去にかかる委託料　300万円
補修用原材料の支給　　　　　　100万円

　中山間地域等の生産条件が不利な町内４地区の一団の農地において、耕作放棄地の発生を未
然に防止するとともに多面的機能の増進を図り、当町の基幹農業である柑橘栽培の経営を安定
的に維持する目的で交付金を交付しています。現在は、第３期対策（22年度～26年度）にあた
り切原、船越、内瀬、泉の4地区666,654㎡の対象農地で取り組んでいます。

　主な経費
農業者への補助金　613万円

　農業者だけではなく、地域住民、区、関係団体などが行う農地や農業用水などの草刈り、泥
上げ及び農道・水路等の補修など、農空間を守るための活動に対して活動組織に対して支援を
行います。

　主な経費
三重県農地水環境保全向上対策協議会
　　　　　　　　　　　　への負担金　101万円

　町が維持管理している林道は、林道大紀南島線、林道樫谷線、林道寺倉線、林道浮島線の4
路線で、林道監視員による林道パトロールや草刈り等の林道整備を行っています。林道の崩落
については業者へ委託して土砂の撤去を行います。また、出合い作業に対する支援として補修
用原材料の支給を行っています。

県からの交付金 4万円

南伊勢町の負担額 101万円

財 源

県からの交付金 470万円

南伊勢町の負担額 154万円

財 源

- 39 -



まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
農業の振興

環境保全型農業直接支払事業 12万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

海岸保全施設維持管理事業 74万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

農業生産基盤整備事業 170万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

農地利用集積事業 263万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

　環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して国が直接支援する制度です。対象と
なるためには、エコファーマーの県知事認定を受けいることと農業環境規範（地球温暖化や生
物多様性保全等に効果が高い取組み）に基づく点検を行っていることが必要です。

　主な経費
農業者への補助金　12万円

　農地の有効利用のための施策として、農地の把握が欠かせないことから、農地基本台帳シス
テムを利用して優良農地である農用地の利用集積を促進するとともに、耕作されなくなった遊
休農地の把握と情報提供を行うことにより、耕作放棄地の解消と有効利用を図ります。

　主な経費
農地基本台帳整備・農地情報地図システム業務委託料　105万円
遊休農地更新業務委託料　　　　　　 　　　　　　　　84万円
パソコンの購入　　　　　　　　　　　　　　 　　　　59万円

　海岸付近における農地を守るため整備された農地海岸の補修を行います。また、町内６区１
３箇所に設置されている大型樋門の管理を区に委託しています。

　主な経費
施設補修用の原材料費　　40万円
樋門管理のための委託料　20万円

　地域の方々が老朽化した農道の補修や用水路の改修を行っていただくため、コンクリートな
どの材料を支給します。また樹園地農道の草刈り作業を委託します。

　主な経費
補修用原材料の支給　150万円
除草作業委託料　 　　20万円

県からの交付金 6万円

南伊勢町の負担額 6万円

財 源

県からの委託金 73万円

南伊勢町の負担額 1万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
農業の振興、林業の振興

農地・水環境保全向上事業 105万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

斎田地区の活動

中山間地域等直接支払事業 624万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

林業生産基盤整備事業 550万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

林道監視員の林道整備作業

　主な経費
林道監視、除草作業　　　 　 　150万円
崩落土砂の撤去にかかる委託料　300万円
補修用原材料の支給　　　　　　100万円

　中山間地域等の生産条件が不利な町内４地区の一団の農地において、耕作放棄地の発生を未
然に防止するとともに多面的機能の増進を図り、当町の基幹農業である柑橘栽培の経営を安定
的に維持する目的で交付金を交付しています。現在は、第３期対策（22年度～26年度）にあた
り切原、船越、内瀬、泉の4地区666,654㎡の対象農地で取り組んでいます。

　主な経費
農業者への補助金　613万円

　農業者だけではなく、地域住民、区、関係団体などが行う農地や農業用水などの草刈り、泥
上げ及び農道・水路等の補修など、農空間を守るための活動に対して活動組織に対して支援を
行います。

　主な経費
三重県農地水環境保全向上対策協議会
　　　　　　　　　　　　への負担金　101万円

　町が維持管理している林道は、林道大紀南島線、林道樫谷線、林道寺倉線、林道浮島線の4
路線で、林道監視員による林道パトロールや草刈り等の林道整備を行っています。林道の崩落
については業者へ委託して土砂の撤去を行います。また、出合い作業に対する支援として補修
用原材料の支給を行っています。

県からの交付金 4万円

南伊勢町の負担額 101万円

財 源

県からの交付金 470万円

南伊勢町の負担額 154万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
林業の振興、商工業の振興

森林整備事業 4,132万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

除伐作業の様子

中小・小規模企業支援事業 900万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

南伊勢町商工会南島事務所

南伊勢ブランド認定事業 20万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

第4回ブランド認定書授与式の様子

ブランド認定委員への報酬等　20万円

　主な経費
環境林の間伐、受光伐、歩道の整備　　1,602万円
竹林の伐採　　　　　　　　　　　　　　783万円
生産林間伐に対する補助　　　　　　　　200万円
森林総合研究所森林農地センター
　　　　　　　　　　　　の受託事業　1,477万円

　水源の涵養、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収、野生獣の生息場等、森林の公益的機能を
高度に発揮させるための環境林の整備を行います。また、森林等の育成に悪影響を及ぼす竹林
を伐採することにより、里山の保全を図ります。

　商工業の活性化を図るため、中小・小規模事業者の経営相談など企業活動を支援する商工会
の機能を充実するための支援を行います。また、中小企業事業者等の経営の安定を図るための
融資制度の認定を行います。

　主な経費
商工会への補助金　900万円

　南伊勢町における優れた資源などを「南伊勢ブランド」として認定し、民間の所得アップを
目指すとともに、行政においては情報発信ツールとして活用し「町のブランド化」を目指しま
す。

　主な経費

国・県からの補助金等 2,215万円

受託事業収入 1,477千円

南伊勢町の負担額 440万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
商工業の振興、観光の振興

企業誘致等推進事業 30万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

沖田工業団地

雇用対策促進事業 0万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

南伊勢ブランド開発・販路拡大事業 293万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

南伊勢ブランド開発実行委員会主催による地場産展示会

観光地の魅力づくり事業 328万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

　豊かな地域資源を活用できる「企業の誘致」に取り組みます。

　主な経費
企業誘致活動のための旅費　20万円

　南伊勢町にある美しい自然や歴史・文化資源を活用し、地域の環境や生活文化と調和した魅
力ある観光地づくりに努めます。24年度はおもてなし向上研修会の実施や町内の食材、食事の
歴史等生活文化の発掘を行います。

　主な経費
食材の歴史等生活文化発掘事業　300万円
各種関係団体への補助等　　　 　28万円

　ハローワークと連携し、南伊勢町の求人情報の紹介、県開催の就職セミナーの紹介等を行い
ます。また、商工会と連携し、既存事業所への支援や６次産業化の促進などにより雇用の確保
を促進します。

　地域産業の活性化のための商品開発や販路開拓、地元商品やブランド認定商品のＰＲに取り
組みます。

　主な経費
ブランド開発実行委員会への補助金　 100万円
各種イベントへの参加　　　　　　 　 61万円
三重大学とのアドバイザー契約　　　　70万円
ブランド認定品のパンフレット印刷費　32万円

県からの補助金 万円

南伊勢町の負担額 万円

（うち借金[町債] 万円）

財 源

南伊勢町の負担額 328万円

（うち貯金[基金] 300万円）

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
林業の振興、商工業の振興

森林整備事業 4,132万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

除伐作業の様子

中小・小規模企業支援事業 900万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

南伊勢町商工会南島事務所

南伊勢ブランド認定事業 20万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

第4回ブランド認定書授与式の様子

ブランド認定委員への報酬等　20万円

　主な経費
環境林の間伐、受光伐、歩道の整備　　1,602万円
竹林の伐採　　　　　　　　　　　　　　783万円
生産林間伐に対する補助　　　　　　　　200万円
森林総合研究所森林農地センター
　　　　　　　　　　　　の受託事業　1,477万円

　水源の涵養、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収、野生獣の生息場等、森林の公益的機能を
高度に発揮させるための環境林の整備を行います。また、森林等の育成に悪影響を及ぼす竹林
を伐採することにより、里山の保全を図ります。

　商工業の活性化を図るため、中小・小規模事業者の経営相談など企業活動を支援する商工会
の機能を充実するための支援を行います。また、中小企業事業者等の経営の安定を図るための
融資制度の認定を行います。

　主な経費
商工会への補助金　900万円

　南伊勢町における優れた資源などを「南伊勢ブランド」として認定し、民間の所得アップを
目指すとともに、行政においては情報発信ツールとして活用し「町のブランド化」を目指しま
す。

　主な経費

国・県からの補助金等 2,215万円

受託事業収入 1,477千円

南伊勢町の負担額 440万円

財 源

- 40 -

まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
商工業の振興、観光の振興

企業誘致等推進事業 30万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

沖田工業団地

雇用対策促進事業 0万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

南伊勢ブランド開発・販路拡大事業 293万円
（担当： 観光商工課商工労働係 ）

南伊勢ブランド開発実行委員会主催による地場産展示会

観光地の魅力づくり事業 328万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

　豊かな地域資源を活用できる「企業の誘致」に取り組みます。

　主な経費
企業誘致活動のための旅費　20万円

　南伊勢町にある美しい自然や歴史・文化資源を活用し、地域の環境や生活文化と調和した魅
力ある観光地づくりに努めます。24年度はおもてなし向上研修会の実施や町内の食材、食事の
歴史等生活文化の発掘を行います。

　主な経費
食材の歴史等生活文化発掘事業　300万円
各種関係団体への補助等　　　 　28万円

　ハローワークと連携し、南伊勢町の求人情報の紹介、県開催の就職セミナーの紹介等を行い
ます。また、商工会と連携し、既存事業所への支援や６次産業化の促進などにより雇用の確保
を促進します。

　地域産業の活性化のための商品開発や販路開拓、地元商品やブランド認定商品のＰＲに取り
組みます。

　主な経費
ブランド開発実行委員会への補助金　 100万円
各種イベントへの参加　　　　　　 　 61万円
三重大学とのアドバイザー契約　　　　70万円
ブランド認定品のパンフレット印刷費　32万円

県からの補助金 万円

南伊勢町の負担額 万円

（うち借金[町債] 万円）

財 源

南伊勢町の負担額 328万円

（うち貯金[基金] 300万円）

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
観光の振興

観光情報発信事業 820万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

おいないさキャンペーンパンフレット

観光社会基盤整備事業 1,321万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

過去に整備を行った観光看板

　来訪者が安全に安心して滞在・周遊できるよう道路や散策道、観光トイレ、展望台などの観
光関連施設の整備や維持管理を行います。また、24年度は体験交流観光施設（海ぼうず）の耐
震診断を実施します。

　主な経費
観光トイレ、公園の維持管理　671万円
浮島パークなんとう管理委託　300万円
海ぼうず施設管理委託　　　　110万円
海ぼうず耐震診断委託　　　　226万円

　マスメディアやホームページ、またイベント等において南伊勢町でしか味わえない魅力や旬
の情報を発信します。

　主な経費
三重の観光営業拠点運営協議会への参画　　　120万円
旅行誌への掲載等による情報発信　　　　  　126万円
地域資源を活用した観光商品づくり　　　　　152万円
三重テレビ第２ｃｈ「旬感☆みえ」
　　　　　　　　　　    の制作・放送    　105万円
映画撮影の誘致　　　　　　　　　　　　　　100万円

南伊勢町の負担額 820万円

（うち借金[町債] 630万円）

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
観光の振興

観光振興推進体制構築事業 150万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

広域連携強化充実事業 348万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

体験交流観光推進事業 451万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

南伊勢体験ワールドパンフレット

　効果的、円滑に観光事業が展開できるよう、観光協会、民間事業者、地域住民、行政機関な
どが、それぞれの役割において相互に連携する体制の構築を目指します。また、観光キーパー
ソン等の人材を育成するとともに、観光協会の機能を強化し観光協会を中心に地域の情報がワ
ンストップで観光客等の消費者に提供できる仕組みづくりを促進します。

　主な経費
観光協会への補助金　150万円

　南伊勢体験ワールドや地域主体の体験・交流型観光の運営や育成、体験メニューの充実、イ
ンストラクターの発掘などを行います。

　主な経費
観光体験推進事業　　　　　 　　　391万円
五ヶ所湾きらりふれあいの会補助金　60万円

松阪・伊勢志摩物産
展で南伊勢町の宣伝
のために頑張るたい
みー

　広域連携による観光物産展や誘客宣伝行事などへの参加や共同パンフレットの作成及び情報
発信を行います。

　主な経費
伊勢志摩観光コンベンション
　　　　　　　　　　　推進機構負担金　125万円
伊勢志摩国立公園協会負担金　　　　 　　50万円
南三重地域活性化事業推進協議会負担金　 45万円
伊勢志摩広域学生団体誘致委員会
　　　　　　　　　　　　　会費分担金 　30万円
三重県観光連盟会費負担金　　　　　　 　22万円

県からの補助金 9万円

南伊勢町の負担額 339万円

財 源

県からの補助金 391万円

南伊勢町の負担額 60万円

財 源

- 43 -



まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
観光の振興

観光情報発信事業 820万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

おいないさキャンペーンパンフレット

観光社会基盤整備事業 1,321万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

過去に整備を行った観光看板

　来訪者が安全に安心して滞在・周遊できるよう道路や散策道、観光トイレ、展望台などの観
光関連施設の整備や維持管理を行います。また、24年度は体験交流観光施設（海ぼうず）の耐
震診断を実施します。

　主な経費
観光トイレ、公園の維持管理　671万円
浮島パークなんとう管理委託　300万円
海ぼうず施設管理委託　　　　110万円
海ぼうず耐震診断委託　　　　226万円

　マスメディアやホームページ、またイベント等において南伊勢町でしか味わえない魅力や旬
の情報を発信します。

　主な経費
三重の観光営業拠点運営協議会への参画　　　120万円
旅行誌への掲載等による情報発信　　　　  　126万円
地域資源を活用した観光商品づくり　　　　　152万円
三重テレビ第２ｃｈ「旬感☆みえ」
　　　　　　　　　　    の制作・放送    　105万円
映画撮影の誘致　　　　　　　　　　　　　　100万円

南伊勢町の負担額 820万円

（うち借金[町債] 630万円）

財 源
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まちづくりの目標②　政策1　産業が元気で雇用の場のあるまちづくり
観光の振興

観光振興推進体制構築事業 150万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

広域連携強化充実事業 348万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

体験交流観光推進事業 451万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

南伊勢体験ワールドパンフレット

　効果的、円滑に観光事業が展開できるよう、観光協会、民間事業者、地域住民、行政機関な
どが、それぞれの役割において相互に連携する体制の構築を目指します。また、観光キーパー
ソン等の人材を育成するとともに、観光協会の機能を強化し観光協会を中心に地域の情報がワ
ンストップで観光客等の消費者に提供できる仕組みづくりを促進します。

　主な経費
観光協会への補助金　150万円

　南伊勢体験ワールドや地域主体の体験・交流型観光の運営や育成、体験メニューの充実、イ
ンストラクターの発掘などを行います。

　主な経費
観光体験推進事業　　　　　 　　　391万円
五ヶ所湾きらりふれあいの会補助金　60万円

松阪・伊勢志摩物産
展で南伊勢町の宣伝
のために頑張るたい
みー

　広域連携による観光物産展や誘客宣伝行事などへの参加や共同パンフレットの作成及び情報
発信を行います。

　主な経費
伊勢志摩観光コンベンション
　　　　　　　　　　　推進機構負担金　125万円
伊勢志摩国立公園協会負担金　　　　 　　50万円
南三重地域活性化事業推進協議会負担金　 45万円
伊勢志摩広域学生団体誘致委員会
　　　　　　　　　　　　　会費分担金 　30万円
三重県観光連盟会費負担金　　　　　　 　22万円

県からの補助金 9万円

南伊勢町の負担額 339万円

財 源

県からの補助金 391万円

南伊勢町の負担額 60万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
人権まちづくりの推進

人権施策基本方針策定事業 318万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

人権相談・支援体制整備事業 8万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

人権教育・啓発推進事業 46万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

人権講演会

人権講演会の開催　42万円

　主な経費
人権擁護委員協議会への会費　8万円

　あらゆる人権問題を解消するために関係機関との協力体制を強化し、人権教育・啓発に関す
る情報提供や人権尊重意識の推進に取り組みます。

　主な経費

　人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策基本方針を策定します。

　主な経費
人権施策審議会委員への報酬、費用弁償　32万円
人権施策基本方針の策定 　　　　　　　284万円

　三重県人権センター等の関係機関や人権擁護委員との連携により問題解決のための支援体制
を整備します。人権擁護委員による特設人権相談所の開設により問題解決のための相談・助言
を行います。

県からの補助金 15万円

南伊勢町の負担額 31万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
男女共同参画社会づくり、障がい者の生きがいづくり支援

男女共同参画基本計画策定事業 309万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

男女共同参画推進事業 0万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

活動の場づくり事業 991万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

就労支援風景

障がい福祉サービスの充実事業 2億4,961万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

　主な内容
広報紙への掲載、啓発ポスターの掲示、啓発ＰＲ冊子の配
布、男女共同参画センター等と連携し講演会、セミナー等を
開催

　男女平等社会の実現のための諸施策を総合的、計画的に推進するため、男女共同参画基本計
画を策定します。

　主な経費
男女共同参画策定委員への報酬、費用弁償　28万円
男女共同参画基本計画の策定 　　　　　　281万円

　男女平等社会の実現のための意識改革や環境整備を促進するための諸施策を総合的に推進し
ます。

サービスの給付　　　　　　　　　　　 　2億4,160万円
移送サービス事業（社会福祉協議会への委託）　438万円
地域生活相談支援事業　　　　　　　　　　　　320万円
地域自立支援協議会運営事業　　　　　　　　　 43万円

　主な経費

　障がい者の地域での生活を支援するため次の事業を行います。 ①障がい福祉サービスの給
付 ②障がい者や家族の生活上の相談を受ける地域生活相談支援事業の実施 ③地域自立支援協
議会の運営

　障がい者本人や家族の社会参加促進のため次の事業を実施します。 ①日中における活動の
場の確保のために必要な支援の実施 ②ガソリン費、透析の通院費の補助 ③障がい者団体への
補助金の交付

　主な経費
志摩広域行政組合への負担金　　  　　577万円
かえで作業所の土地賃借料　　　　 　　80万円
障がい者への自動車ガソリン費補助金　196万円
血液透析患者への通院費補助金　　 　　91万円
障がい者団体への補助金　　　　　　 　46万円

国・県からの負担金等 1億7,956万円

移送サービス利用者負担金 48万円

南伊勢町の負担額 6,957万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
人権まちづくりの推進

人権施策基本方針策定事業 318万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

人権相談・支援体制整備事業 8万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

人権教育・啓発推進事業 46万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

人権講演会

人権講演会の開催　42万円

　主な経費
人権擁護委員協議会への会費　8万円

　あらゆる人権問題を解消するために関係機関との協力体制を強化し、人権教育・啓発に関す
る情報提供や人権尊重意識の推進に取り組みます。

　主な経費

　人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策基本方針を策定します。

　主な経費
人権施策審議会委員への報酬、費用弁償　32万円
人権施策基本方針の策定 　　　　　　　284万円

　三重県人権センター等の関係機関や人権擁護委員との連携により問題解決のための支援体制
を整備します。人権擁護委員による特設人権相談所の開設により問題解決のための相談・助言
を行います。

県からの補助金 15万円

南伊勢町の負担額 31万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
男女共同参画社会づくり、障がい者の生きがいづくり支援

男女共同参画基本計画策定事業 309万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

男女共同参画推進事業 0万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

活動の場づくり事業 991万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

就労支援風景

障がい福祉サービスの充実事業 2億4,961万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

　主な内容
広報紙への掲載、啓発ポスターの掲示、啓発ＰＲ冊子の配
布、男女共同参画センター等と連携し講演会、セミナー等を
開催

　男女平等社会の実現のための諸施策を総合的、計画的に推進するため、男女共同参画基本計
画を策定します。

　主な経費
男女共同参画策定委員への報酬、費用弁償　28万円
男女共同参画基本計画の策定 　　　　　　281万円

　男女平等社会の実現のための意識改革や環境整備を促進するための諸施策を総合的に推進し
ます。

サービスの給付　　　　　　　　　　　 　2億4,160万円
移送サービス事業（社会福祉協議会への委託）　438万円
地域生活相談支援事業　　　　　　　　　　　　320万円
地域自立支援協議会運営事業　　　　　　　　　 43万円

　主な経費

　障がい者の地域での生活を支援するため次の事業を行います。 ①障がい福祉サービスの給
付 ②障がい者や家族の生活上の相談を受ける地域生活相談支援事業の実施 ③地域自立支援協
議会の運営

　障がい者本人や家族の社会参加促進のため次の事業を実施します。 ①日中における活動の
場の確保のために必要な支援の実施 ②ガソリン費、透析の通院費の補助 ③障がい者団体への
補助金の交付

　主な経費
志摩広域行政組合への負担金　　  　　577万円
かえで作業所の土地賃借料　　　　 　　80万円
障がい者への自動車ガソリン費補助金　196万円
血液透析患者への通院費補助金　　 　　91万円
障がい者団体への補助金　　　　　　 　46万円

国・県からの負担金等 1億7,956万円

移送サービス利用者負担金 48万円

南伊勢町の負担額 6,957万円

財 源

- 45 -



まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
障がい者の生きがいづくり支援、高齢者の生きがいづくり支援

主な障がい福祉サービス

居宅介護

重度訪問

介護

行動援護

短期入所

生活介護

療養介護

自立訓練

就労移行

支援

就労継続

支援

児童デイ

サービス

共同生活
介護・援助

施設入所

支援

高齢者の活動支援事業 559万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

町長杯ゲートボール大会の様子

　町民の長寿を祝福するために８０歳、１００歳の方へ記念品を贈呈します。また、高齢者の
自主的な社会参加と健康づくりを促進するため町長杯ゲートボール大会などの大会を開催しま
す。さらに自主的な健康づくりや高齢者の相互支援、社会奉仕活動に取り組んでいる老人クラ
ブに対し活動の支援を行います。

　主な経費
高齢者記念品の贈呈　　　　　190万円
老人クラブ連合会への補助金　362万円

障がい児に対して、施設に通っての日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応

訓練などを行います。

居宅系サービス
日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対して、共同生活の場に
おいて、相談や日常生活上における支援を行います。

介護が必要な人や通所が困難な人に居住の場を提供し、夜間における入浴、排せつなどの日

常生活の支援を行います。

訪問系サービス
自宅において入浴や排せつ、食事の介護など生活全般にわたる介護を行います。

重度の肢体不自由があり常時の介護が必要な人に、自宅での介護から外出時における移動中

の介護を総合的に行います。

行動が困難で常時の介護が必要な人に、外出時の移動の支援や、行動の際における危険回避

のための援護を行います。

介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による排せつや入浴、食事の介護などを行い

ます。

他にも様々なサービスがございます。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

日中活動系サービス

病院などの施設において、医学的管理のもと機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の援

助を行います。

身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づいて行います。

就労を希望する人に、一定期間の支援計画に基づいて知識や能力向上のための訓練などを行

います。

一般企業等で雇用されることが難しい人に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練

を行います。

おもに日中に障がい者支援施設などで行われる食事、排せつなどの介護、創作的活動の機会

の提供を行います。

県からの補助金 74万円

南伊勢町の負担額 485万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
高齢者の生きがいづくり支援、活躍の場の創出

高齢者福祉充実事業 3,399万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

町民表彰事業 10万円
（担当： 総務課行政係 ）

町民表彰式の様子

地域貢献促進事業 102万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

五ヶ所浦活性化団体G-soulによる事業実施の様子

　在宅高齢者の生活を支援します。 ①要介護状態になる高齢者の発生を抑制し自立した生活
を継続するため送迎、入浴、給食等のほか各種サービスを行います。 ②移送用車両により利
用者の居宅と医療機関を送迎する。 ③急病や災害等突発的な自体が発生したときに利用者か
らの通報を受け、適切な対応を図るため緊急通報装置を貸与します。 ④一人暮らしの高齢者
の生活を支援するため、養護老人ホームの入所の支援を行います。 ⑤福祉の増進を図るため
日常生活を介護する家族に月額１万円の慰労金を支給します。

　町の発展や公共福祉に貢献した人、スポーツや文化で優秀な成績を収めた人などを称え、感
謝するとともに町民の誇りとし、後に続くものの励ましとするため、年に１度、10月1日に表
彰するとともに、ケーブルテレビの行政チャンネルや広報紙などで積極的に発信します。

　主な経費
町民表彰者への報償品　10万円

　主な経費
地域貢献活動に対する補助金　100万円

　地域貢献活動（身近な地域の活性化、地域の課題解決に向けての活動）に取り組む団体を支
援するため、地域活動促進事業補助金を交付します。

　主な経費
生きがい活動支援　　　　　 　58万円
外出支援サービス　　　　　　236万円
緊急通報装置の貸与　　　　　113万円
養護老人ホーム入所措置費　2,496万円
家族介護慰労金の支給　　　　492万円

老人ホーム入居者からの徴収金

468万円

南伊勢町の負担額 2,931万円

（うち借金[町債] 110万円）

財 源

緊急通報装置の仕組み
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まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
障がい者の生きがいづくり支援、高齢者の生きがいづくり支援

主な障がい福祉サービス

居宅介護

重度訪問

介護

行動援護

短期入所

生活介護

療養介護

自立訓練

就労移行

支援

就労継続

支援

児童デイ

サービス

共同生活
介護・援助

施設入所

支援

高齢者の活動支援事業 559万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

町長杯ゲートボール大会の様子

　町民の長寿を祝福するために８０歳、１００歳の方へ記念品を贈呈します。また、高齢者の
自主的な社会参加と健康づくりを促進するため町長杯ゲートボール大会などの大会を開催しま
す。さらに自主的な健康づくりや高齢者の相互支援、社会奉仕活動に取り組んでいる老人クラ
ブに対し活動の支援を行います。

　主な経費
高齢者記念品の贈呈　　　　　190万円
老人クラブ連合会への補助金　362万円

障がい児に対して、施設に通っての日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応

訓練などを行います。

居宅系サービス
日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対して、共同生活の場に
おいて、相談や日常生活上における支援を行います。

介護が必要な人や通所が困難な人に居住の場を提供し、夜間における入浴、排せつなどの日

常生活の支援を行います。

訪問系サービス
自宅において入浴や排せつ、食事の介護など生活全般にわたる介護を行います。

重度の肢体不自由があり常時の介護が必要な人に、自宅での介護から外出時における移動中

の介護を総合的に行います。

行動が困難で常時の介護が必要な人に、外出時の移動の支援や、行動の際における危険回避

のための援護を行います。

介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による排せつや入浴、食事の介護などを行い

ます。

他にも様々なサービスがございます。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

日中活動系サービス

病院などの施設において、医学的管理のもと機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の援

助を行います。

身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づいて行います。

就労を希望する人に、一定期間の支援計画に基づいて知識や能力向上のための訓練などを行

います。

一般企業等で雇用されることが難しい人に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練

を行います。

おもに日中に障がい者支援施設などで行われる食事、排せつなどの介護、創作的活動の機会

の提供を行います。

県からの補助金 74万円

南伊勢町の負担額 485万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策2　誰もが生きがいをもって暮らすまちづくり
高齢者の生きがいづくり支援、活躍の場の創出

高齢者福祉充実事業 3,399万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

町民表彰事業 10万円
（担当： 総務課行政係 ）

町民表彰式の様子

地域貢献促進事業 102万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

五ヶ所浦活性化団体G-soulによる事業実施の様子

　在宅高齢者の生活を支援します。 ①要介護状態になる高齢者の発生を抑制し自立した生活
を継続するため送迎、入浴、給食等のほか各種サービスを行います。 ②移送用車両により利
用者の居宅と医療機関を送迎する。 ③急病や災害等突発的な自体が発生したときに利用者か
らの通報を受け、適切な対応を図るため緊急通報装置を貸与します。 ④一人暮らしの高齢者
の生活を支援するため、養護老人ホームの入所の支援を行います。 ⑤福祉の増進を図るため
日常生活を介護する家族に月額１万円の慰労金を支給します。

　町の発展や公共福祉に貢献した人、スポーツや文化で優秀な成績を収めた人などを称え、感
謝するとともに町民の誇りとし、後に続くものの励ましとするため、年に１度、10月1日に表
彰するとともに、ケーブルテレビの行政チャンネルや広報紙などで積極的に発信します。

　主な経費
町民表彰者への報償品　10万円

　主な経費
地域貢献活動に対する補助金　100万円

　地域貢献活動（身近な地域の活性化、地域の課題解決に向けての活動）に取り組む団体を支
援するため、地域活動促進事業補助金を交付します。

　主な経費
生きがい活動支援　　　　　 　58万円
外出支援サービス　　　　　　236万円
緊急通報装置の貸与　　　　　113万円
養護老人ホーム入所措置費　2,496万円
家族介護慰労金の支給　　　　492万円

老人ホーム入居者からの徴収金

468万円

南伊勢町の負担額 2,931万円

（うち借金[町債] 110万円）

財 源

緊急通報装置の仕組み
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まちづくりの目標②　政策3　人とひとがふれあう交流のまちづくり
人と地域の交流の推進

空き家バンク制度の充実事業 19万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

出逢い交流事業 129万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

出逢い交流事業（養殖鯛餌やり体験）

　主な経費
コーディネーターへの報奨金、費用弁償　30万円
マスコミへのキャラバン活動　　　　　　16万円
交流会や懇親会、宿泊費など　　　　　　80万円

　町内にある使われなくなった空き家をインターネット上で紹介し、町内で住宅を探している
方や都市部から移住を希望される方へ情報提供を行います。

　主な経費
移住フェアへの参加旅費　19万円

　南伊勢町へ定住してもらえるよう、若者の出会いのきっかけとなる機会の場の提供を行うと
ともに、出逢い交流事業を近隣市町と合同で実施するなど広域的な取組も行います。

参加者負担金 43万円

南伊勢町の負担額 86万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
自然環境の保全と環境美化の推進

生ごみ減量化対策事業 26万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

生ゴミ処理器

ごみ収集運搬処理事業 8,677万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

ごみ収集の様子

再資源化処理事業 4,364万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

さいたエコセンター作業風景

不燃物収集処理等の委託　　3,724万円
鳥羽志勢広域連合への負担金　640万円

　生ごみ減量化のため、コンポスト容器、生ごみ処理機の購入に要する経費の一部を助成しま
す。また、町民に対し無料でぼかしの配布を行います。

　主な経費
生ごみ減量化対策助成金　26万円

　可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの収集運搬を行います。また、クリーンセン
ター、最終処分場、コンポストセンターにおいて可燃ごみ等の処理を行います。

　主な経費
消耗品費　　　　　　　　　　　1,491万円
燃料費　　　　　　　　　　　　1,207万円
光熱水費　　　　　　　　　　　1,962万円
ダイオキシンや煤煙の
　　　　　　測定分析、水質検査　663万円

　循環型社会の構築を図るため、町民協力のもと分別され排出された資源ごみ等の収集を行
い、破砕施設において紙・ピン・缶等を有価資源物として分別し、対価取引物としての搬出を
行います。また、鳥羽志勢広域連合等と連携、調整を図り、エコセンターにおいてペットボト
ル・白色トレイ・その他プラの資源の分別・搬出を行います。コンポストセンターでは下水道
処理場の汚泥や生ごみなどを堆肥化し、再資源化を行います。

　主な経費

資源物品の売払収入 199万円

南伊勢町の負担額 4,165万円

財 源
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まちづくりの目標②　政策3　人とひとがふれあう交流のまちづくり
人と地域の交流の推進

空き家バンク制度の充実事業 19万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

出逢い交流事業 129万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

出逢い交流事業（養殖鯛餌やり体験）

　主な経費
コーディネーターへの報奨金、費用弁償　30万円
マスコミへのキャラバン活動　　　　　　16万円
交流会や懇親会、宿泊費など　　　　　　80万円

　町内にある使われなくなった空き家をインターネット上で紹介し、町内で住宅を探している
方や都市部から移住を希望される方へ情報提供を行います。

　主な経費
移住フェアへの参加旅費　19万円

　南伊勢町へ定住してもらえるよう、若者の出会いのきっかけとなる機会の場の提供を行うと
ともに、出逢い交流事業を近隣市町と合同で実施するなど広域的な取組も行います。

参加者負担金 43万円

南伊勢町の負担額 86万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
自然環境の保全と環境美化の推進

生ごみ減量化対策事業 26万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

生ゴミ処理器

ごみ収集運搬処理事業 8,677万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

ごみ収集の様子

再資源化処理事業 4,364万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

さいたエコセンター作業風景

不燃物収集処理等の委託　　3,724万円
鳥羽志勢広域連合への負担金　640万円

　生ごみ減量化のため、コンポスト容器、生ごみ処理機の購入に要する経費の一部を助成しま
す。また、町民に対し無料でぼかしの配布を行います。

　主な経費
生ごみ減量化対策助成金　26万円

　可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの収集運搬を行います。また、クリーンセン
ター、最終処分場、コンポストセンターにおいて可燃ごみ等の処理を行います。

　主な経費
消耗品費　　　　　　　　　　　1,491万円
燃料費　　　　　　　　　　　　1,207万円
光熱水費　　　　　　　　　　　1,962万円
ダイオキシンや煤煙の
　　　　　　測定分析、水質検査　663万円

　循環型社会の構築を図るため、町民協力のもと分別され排出された資源ごみ等の収集を行
い、破砕施設において紙・ピン・缶等を有価資源物として分別し、対価取引物としての搬出を
行います。また、鳥羽志勢広域連合等と連携、調整を図り、エコセンターにおいてペットボト
ル・白色トレイ・その他プラの資源の分別・搬出を行います。コンポストセンターでは下水道
処理場の汚泥や生ごみなどを堆肥化し、再資源化を行います。

　主な経費

資源物品の売払収入 199万円

南伊勢町の負担額 4,165万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
自然環境の保全と環境美化の推進

ごみステーション設置事業 0万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

ごみ処理施設整備事業 3,829万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

クリーンセンターなんとう

不法投棄防止対策事業 31万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

不法投棄物

公害対策事業 53万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

　効率的なごみ処理を行うため、地域の実情に応じたごみステーションの整備を行います。24
年度はごみステーションの適正規模、箇所数の検討を行います。

　焼却炉施設や最終処分場などの適正な運用を行うため、維持管理や整備を行います。

　主な経費

環境保全審議会委員への報酬、費用弁償　7万円
水質等検査料　　　　 　　　　　　　　41万円

修繕費　　　　　　　　　　641万円
保守管理、点検費用　　　　190万円
焼却炉施設維持補修工事　2,698万円
最終処分場整備工事　　　　300万円

　不法投棄防止対策として、次の事業を実施します。 ①不法投棄監視パトロールの実施 ②不
法投棄防止看板の設置 ③県へ監視カメラ設置の要望 ④地域（区）や関係団体との連携

　主な経費
不法投棄防止看板の作成　15万円
放置自動車撤去委託　　　10万円

　公害対策事業として、環境保全審議会の開催や水質検査を実施します。

　主な経費

清掃手数料の徴収 254万円

指定ごみ袋の販売収入 1,706万円

南伊勢町の負担額 1,869万円

財 源

水質検査のための事業所負担金 4万円

南伊勢町の負担額 49万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
自然環境の保全と環境美化の推進、衛生環境の保全と充実

し尿処理事業 1億4,039万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

鳥羽志摩クリーンセンター

火葬場管理運営事業 2,346万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

本年度改修を行う田曽浦火葬場

火葬場建設事業 0万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

犬猫不妊手術助成事業 12万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

　本町から排出されるし尿及び浄化槽汚泥については、中継槽から処理施設までの運搬業務を
町内業者へ委託し、鳥羽志勢広域連合のし尿処理施設（鳥羽志摩クリーンセンター）において
処理を行っています。

　主な経費
し尿運搬業務委託料　　　　　　　819万円
し尿収集用メ－タ－使用料　　　　190万円
鳥羽志勢広域連合への負担金 1億3,020万円

火葬場施設のあり方について検討委員会を
開催します。
火葬場建設予定地の選定を行います。
火葬場建設予定地の地域の理解、関係機関
・関係者との調整・協議を行います。

　火葬場管理運営のため次の事業を行います。 ①火葬場施設の点検・整備 ②火葬場の適正な
運営管理 ③田曽浦火葬場側溝整備工事 ④田曽浦火葬場改修工事 ⑤南島火葬場焼却炉改修工
事

　主な経費
火葬業務委託料　　960万円
火葬場灯油代　　　220万円
火葬場修繕料　　 　73万円
火葬場施設工事　1,016万円

　新たな火葬場を建設するため、建設場所の選定や地域・関係者との調整、協議を行い建設に
向けた準備を進めます。

犬猫不妊手術助成金　12万円

　主な内容

　犬及び猫の不妊手術を推進するため、犬猫不妊手術助成事業の周知・啓発を行い、手術に要
する費用の一部を助成します。

　主な経費

火葬場の使用料 484万円

南伊勢町の負担額 1,862万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
自然環境の保全と環境美化の推進

ごみステーション設置事業 0万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

ごみ処理施設整備事業 3,829万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

クリーンセンターなんとう

不法投棄防止対策事業 31万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

不法投棄物

公害対策事業 53万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

　効率的なごみ処理を行うため、地域の実情に応じたごみステーションの整備を行います。24
年度はごみステーションの適正規模、箇所数の検討を行います。

　焼却炉施設や最終処分場などの適正な運用を行うため、維持管理や整備を行います。

　主な経費

環境保全審議会委員への報酬、費用弁償　7万円
水質等検査料　　　　 　　　　　　　　41万円

修繕費　　　　　　　　　　641万円
保守管理、点検費用　　　　190万円
焼却炉施設維持補修工事　2,698万円
最終処分場整備工事　　　　300万円

　不法投棄防止対策として、次の事業を実施します。 ①不法投棄監視パトロールの実施 ②不
法投棄防止看板の設置 ③県へ監視カメラ設置の要望 ④地域（区）や関係団体との連携

　主な経費
不法投棄防止看板の作成　15万円
放置自動車撤去委託　　　10万円

　公害対策事業として、環境保全審議会の開催や水質検査を実施します。

　主な経費

清掃手数料の徴収 254万円

指定ごみ袋の販売収入 1,706万円

南伊勢町の負担額 1,869万円

財 源

水質検査のための事業所負担金 4万円

南伊勢町の負担額 49万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
自然環境の保全と環境美化の推進、衛生環境の保全と充実

し尿処理事業 1億4,039万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

鳥羽志摩クリーンセンター

火葬場管理運営事業 2,346万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

本年度改修を行う田曽浦火葬場

火葬場建設事業 0万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

犬猫不妊手術助成事業 12万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

　本町から排出されるし尿及び浄化槽汚泥については、中継槽から処理施設までの運搬業務を
町内業者へ委託し、鳥羽志勢広域連合のし尿処理施設（鳥羽志摩クリーンセンター）において
処理を行っています。

　主な経費
し尿運搬業務委託料　　　　　　　819万円
し尿収集用メ－タ－使用料　　　　190万円
鳥羽志勢広域連合への負担金 1億3,020万円

火葬場施設のあり方について検討委員会を
開催します。
火葬場建設予定地の選定を行います。
火葬場建設予定地の地域の理解、関係機関
・関係者との調整・協議を行います。

　火葬場管理運営のため次の事業を行います。 ①火葬場施設の点検・整備 ②火葬場の適正な
運営管理 ③田曽浦火葬場側溝整備工事 ④田曽浦火葬場改修工事 ⑤南島火葬場焼却炉改修工
事

　主な経費
火葬業務委託料　　960万円
火葬場灯油代　　　220万円
火葬場修繕料　　 　73万円
火葬場施設工事　1,016万円

　新たな火葬場を建設するため、建設場所の選定や地域・関係者との調整、協議を行い建設に
向けた準備を進めます。

犬猫不妊手術助成金　12万円

　主な内容

　犬及び猫の不妊手術を推進するため、犬猫不妊手術助成事業の周知・啓発を行い、手術に要
する費用の一部を助成します。

　主な経費

火葬場の使用料 484万円

南伊勢町の負担額 1,862万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
衛生環境の保全と充実、循環型社会の創出

狂犬病予防注射等事業 12万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

狂犬病予防注射の様子

生活環境対策事業 167万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

環境啓発事業 1,480万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

指定ごみ袋

温暖化対策推進事業 0万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

　狂犬病予防注射の促進として次の事業を実施します。 ①狂犬病予防集合注射の実施 ②飼犬
登録・狂犬病予防注射接種の啓発 ③地域や保健所との連携による野犬や放し飼い犬の通報を
受けた地域への捕獲檻の設置。

　主な経費
狂犬病予防接種の案内はがき　5万円
注射済票の作成　　　　　　　2万円

　害虫駆除対策として、各区へ乳剤や油剤の配布、また、消毒機の貸し出しを行います。

　主な経費
消毒薬剤の購入 　151万円
消毒機の点検整備　16万円

　ごみ減量化対策を一層推進するため、家庭ごみの出し方や分別方法等をお知らせする生活カ
レンダーを作成し全戸配布します。また、ごみの減量化を目的として指定ごみ袋の作成を行い
ます。

　主な経費
生活カレンダーの作成　128万円
指定ごみ袋の作成　　　604万円
ごみ袋販売手数料　　　480万円

　地球環境問題を考え、地球温暖化対策の諸施策を総合的、計画的に推進するための指針とな
る実行計画を策定します。24年度は実行計画策定に向けた調査、検討を行います。また、庁舎
内節電等の実施及び二酸化炭素・温室効果ガス抑制等の地球温暖化対策の啓発を総合的に推進
します。

　主な内容
地球温暖化対策実行計画の策定
役場庁舎他でクールビズ、ウォームビズとして軽装、暖装の実施
エアコンの適正使用及び蛍光灯の間引き等節電対策の実施
エコカーの導入など

注射済票の交付手数料 12万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
循環型社会の創出

環境教育推進事業 0万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

新エネルギー活用事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

南伊勢町地域新エネルギービジョン

新エネルギー普及促進事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）
　地域にあるエネルギー資源を有効に活用するとともに、地球温暖化の防止など循環型社会を
構築するため、新エネルギーに関する相談窓口の設置や国・県の補助金等の情報を広報紙を通
して周知するなど情報提供に取り組みます。

　主な内容
新エネルギーに関する相談窓口の設置
国・県の補助金等の情報提供

　環境問題に関心を持ち、豊かな自然を大切にするとともに、進んでより良い環境づくりに取
組もうとする児童・生徒の育成を図るため、各授業や特別活動において地球温暖化、オゾン層
の破壊、熱帯雨林減少など今日的な課題に対する学習を進め、解決していこうという意欲を育
てるとともに、身近な自然の観察、動植物の飼育、栽培活動などを通して自然の素晴らしさや
命の大切さに気付くようにするなど各学校の特徴に応じた環境教育に取り組みます。

　主な内容
各学校における環境教育推進計画の策定、環境教育目標の設定
各授業を通じた児童や生徒の発達段階に応じた環境教育の実施
特別活動などを通じた家庭や地域との連携した取り組みの実施

　平成17年度に策定された南伊勢町地域新エネルギービジョンに沿って、地域の特性を活かし
ながら新エネルギー活用促進の検討を行います。

　主な内容
県や関係機関との連携を図りながら、
木質バイオマスの課題解決や活用で
きる手法の更なる検討
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
衛生環境の保全と充実、循環型社会の創出

狂犬病予防注射等事業 12万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

狂犬病予防注射の様子

生活環境対策事業 167万円
（担当： 住民生活課環境衛生係 ）

環境啓発事業 1,480万円
（担当： 住民生活課クリーンセンター ）

指定ごみ袋

温暖化対策推進事業 0万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

　狂犬病予防注射の促進として次の事業を実施します。 ①狂犬病予防集合注射の実施 ②飼犬
登録・狂犬病予防注射接種の啓発 ③地域や保健所との連携による野犬や放し飼い犬の通報を
受けた地域への捕獲檻の設置。

　主な経費
狂犬病予防接種の案内はがき　5万円
注射済票の作成　　　　　　　2万円

　害虫駆除対策として、各区へ乳剤や油剤の配布、また、消毒機の貸し出しを行います。

　主な経費
消毒薬剤の購入 　151万円
消毒機の点検整備　16万円

　ごみ減量化対策を一層推進するため、家庭ごみの出し方や分別方法等をお知らせする生活カ
レンダーを作成し全戸配布します。また、ごみの減量化を目的として指定ごみ袋の作成を行い
ます。

　主な経費
生活カレンダーの作成　128万円
指定ごみ袋の作成　　　604万円
ごみ袋販売手数料　　　480万円

　地球環境問題を考え、地球温暖化対策の諸施策を総合的、計画的に推進するための指針とな
る実行計画を策定します。24年度は実行計画策定に向けた調査、検討を行います。また、庁舎
内節電等の実施及び二酸化炭素・温室効果ガス抑制等の地球温暖化対策の啓発を総合的に推進
します。

　主な内容
地球温暖化対策実行計画の策定
役場庁舎他でクールビズ、ウォームビズとして軽装、暖装の実施
エアコンの適正使用及び蛍光灯の間引き等節電対策の実施
エコカーの導入など

注射済票の交付手数料 12万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
循環型社会の創出

環境教育推進事業 0万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

新エネルギー活用事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

南伊勢町地域新エネルギービジョン

新エネルギー普及促進事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）
　地域にあるエネルギー資源を有効に活用するとともに、地球温暖化の防止など循環型社会を
構築するため、新エネルギーに関する相談窓口の設置や国・県の補助金等の情報を広報紙を通
して周知するなど情報提供に取り組みます。

　主な内容
新エネルギーに関する相談窓口の設置
国・県の補助金等の情報提供

　環境問題に関心を持ち、豊かな自然を大切にするとともに、進んでより良い環境づくりに取
組もうとする児童・生徒の育成を図るため、各授業や特別活動において地球温暖化、オゾン層
の破壊、熱帯雨林減少など今日的な課題に対する学習を進め、解決していこうという意欲を育
てるとともに、身近な自然の観察、動植物の飼育、栽培活動などを通して自然の素晴らしさや
命の大切さに気付くようにするなど各学校の特徴に応じた環境教育に取り組みます。

　主な内容
各学校における環境教育推進計画の策定、環境教育目標の設定
各授業を通じた児童や生徒の発達段階に応じた環境教育の実施
特別活動などを通じた家庭や地域との連携した取り組みの実施

　平成17年度に策定された南伊勢町地域新エネルギービジョンに沿って、地域の特性を活かし
ながら新エネルギー活用促進の検討を行います。

　主な内容
県や関係機関との連携を図りながら、
木質バイオマスの課題解決や活用で
きる手法の更なる検討
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
生活排水対策の推進

漁業集落排水事業 2億1,995万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

整備中の南海地区の下水道処理場

特定環境公共下水道事業 1,225万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

中津浜浦浄化センター

合併処理浄化槽設置事業 77万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

合併処理浄化槽の設置工事の様子

合併処理浄化槽設置に
　　　　　　対する補助金　75万円

　主な経費
管路、マンホールポンプの
　　　　設計業務委託　1,200万円

　町民の生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、下水道計画区域及びその他の未
計画区域での合併処理浄化槽設置工事に対し補助を行います。

　主な経費

　町民の生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、下水道を整備します。

　主な経費
管路や中継施設等の積算業務委託　700万円
管路や中継施設等の工事費 　1億8,780万円
水道管の移設補償費　　　　　　2,000万円
下水道台帳の作成　　　 　 　　　451万円

　下水道事業の経営の効率化を図るため、設備の老朽化が進んでいる中津浜浦浄化センターを
廃止し、船越浄化センターへ統合するための両処理区を結ぶ管路の工事を行います。24年度は
中津浜浦と船越両処理区の統合のための設計業務を行います。

国・県からの交付金等 1億 592万円

南伊勢町の負担額 1億1,403万円

（うち借金[町債] 9,880万円）

財 源

国からの交付金 600万円

南伊勢町の負担額 625万円

（うち借金[町債] 540万円）

財 源

国・県からの交付金等 50万円

南伊勢町の負担額 27万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
生活排水対策の推進

浄化槽市町村整備推進事業 2,989万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

下水道維持管理事業 1億1,576万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

五ヶ所・切原・飯満浄化センター

浄化槽管理事業 1,812万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

下水道町債管理基金事業 2,554万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

浄化槽町債管理基金事業 403万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）
　持続可能な下水道会計の財政運営を図るため、将来の町債の償還財源に充てるための基金積
立を行います。

　主な経費
浄化槽町債管理基金への積立　403万円

　町が設置又は管理委託を受けた合併処理浄化槽の定期点検、法定検査、清掃、修繕など維持
管理を行います。

　主な経費
施設管理委託　　　　504万円
浄化槽の修繕　　　 　80万円
浄化槽の清掃　　　1,075万円

　持続可能な下水道会計の財政運営を図るため、将来の町債の償還財源に充てるための基金積
立を行います。

　主な経費
下水道町債管理基金への積立　2,554万円

　主な経費
浄化センター維持管理業務委託　4,673万円
汚泥脱水収集運搬業務委託　　　1,490万円
光熱水費　　　　　　　　　　　2,915万円
機械器具等の修繕　　　　　　　1,141万円
処理施設.マンホール等の清掃 　　247万円

　美しい海、川など豊かな自然環境を守るとともに、町民一人ひとりが快適な生活環境のなか
で暮らすことができるよう高度処理型合併処理浄化槽の整備を行います。

　主な経費
合併処理浄化槽の
　　　　　　設置工事　2,940万円

　下水道施設の法定検査や清掃の実施、また、処理場や機械設備等の修繕など維持管理を行い
ます。

国からの交付金 749万円

加入者分担金等 225万円

南伊勢町の負担額 2,015万円

（うち借金[町債] 1,890万円）

財 源

下水道使用料 9,566万円

加入者分担金 110万円

南伊勢町の負担額 1,900万円

財 源

浄化槽使用料 910万円

南伊勢町の負担額 902万円

財 源

県からの補助金 2,550万円

預金利子 4万円

財 源

県からの補助金 402万円

預金利子 1万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
生活排水対策の推進

漁業集落排水事業 2億1,995万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

整備中の南海地区の下水道処理場

特定環境公共下水道事業 1,225万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

中津浜浦浄化センター

合併処理浄化槽設置事業 77万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

合併処理浄化槽の設置工事の様子

合併処理浄化槽設置に
　　　　　　対する補助金　75万円

　主な経費
管路、マンホールポンプの
　　　　設計業務委託　1,200万円

　町民の生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、下水道計画区域及びその他の未
計画区域での合併処理浄化槽設置工事に対し補助を行います。

　主な経費

　町民の生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、下水道を整備します。

　主な経費
管路や中継施設等の積算業務委託　700万円
管路や中継施設等の工事費 　1億8,780万円
水道管の移設補償費　　　　　　2,000万円
下水道台帳の作成　　　 　 　　　451万円

　下水道事業の経営の効率化を図るため、設備の老朽化が進んでいる中津浜浦浄化センターを
廃止し、船越浄化センターへ統合するための両処理区を結ぶ管路の工事を行います。24年度は
中津浜浦と船越両処理区の統合のための設計業務を行います。

国・県からの交付金等 1億 592万円

南伊勢町の負担額 1億1,403万円

（うち借金[町債] 9,880万円）

財 源

国からの交付金 600万円

南伊勢町の負担額 625万円

（うち借金[町債] 540万円）

財 源

国・県からの交付金等 50万円

南伊勢町の負担額 27万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策1　美しい自然を守りともに生きるまちづくり
生活排水対策の推進

浄化槽市町村整備推進事業 2,989万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

下水道維持管理事業 1億1,576万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

五ヶ所・切原・飯満浄化センター

浄化槽管理事業 1,812万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

下水道町債管理基金事業 2,554万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）

浄化槽町債管理基金事業 403万円
（担当： 上下水道課生活排水係 ）
　持続可能な下水道会計の財政運営を図るため、将来の町債の償還財源に充てるための基金積
立を行います。

　主な経費
浄化槽町債管理基金への積立　403万円

　町が設置又は管理委託を受けた合併処理浄化槽の定期点検、法定検査、清掃、修繕など維持
管理を行います。

　主な経費
施設管理委託　　　　504万円
浄化槽の修繕　　　 　80万円
浄化槽の清掃　　　1,075万円

　持続可能な下水道会計の財政運営を図るため、将来の町債の償還財源に充てるための基金積
立を行います。

　主な経費
下水道町債管理基金への積立　2,554万円

　主な経費
浄化センター維持管理業務委託　4,673万円
汚泥脱水収集運搬業務委託　　　1,490万円
光熱水費　　　　　　　　　　　2,915万円
機械器具等の修繕　　　　　　　1,141万円
処理施設.マンホール等の清掃 　　247万円

　美しい海、川など豊かな自然環境を守るとともに、町民一人ひとりが快適な生活環境のなか
で暮らすことができるよう高度処理型合併処理浄化槽の整備を行います。

　主な経費
合併処理浄化槽の
　　　　　　設置工事　2,940万円

　下水道施設の法定検査や清掃の実施、また、処理場や機械設備等の修繕など維持管理を行い
ます。

国からの交付金 749万円

加入者分担金等 225万円

南伊勢町の負担額 2,015万円

（うち借金[町債] 1,890万円）

財 源

下水道使用料 9,566万円

加入者分担金 110万円

南伊勢町の負担額 1,900万円

財 源

浄化槽使用料 910万円

南伊勢町の負担額 902万円

財 源

県からの補助金 2,550万円

預金利子 4万円

財 源

県からの補助金 402万円

預金利子 1万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策3　誇れるまちの創造
資源（人、物、伝統、文化等）の活用による新たな誇りの創出

誇れるまちの創造事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）
　町民誰もが、他に誇れる「新たなまちの誇り」をつくり、まちの知名度が高まる効果のある
情報発信を行います。

　主な内容
誇れるものづくりの研究・開発を行うための、検討部会を設置します。
誇れるものづくりの研究・開発を行うために、「（仮称）誇れるまちの創造委員
会」を設置します。
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まちづくりの目標③　政策2　大切な文化を次世代に継承するまちづくり
地域文化の伝承と文化財の保護・活用

文化財保護活用事業 105万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

歴史資料館充実事業 1,139万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

愛洲の館

　主な経費
愛洲の館臨時職員賃金　　230万円
光熱水費　　　　　　　　106万円
施設・設備の修繕　　　 　43万円
愛州の館下水道接続工事　453万円

　文化財保護審議会を中心に、文化財の保護意識を高めるとともに、文化財指定の案件等の審
議を行い、町内の歴史、民俗資料等の保存に努めます。また、24年度は町内の旧家にある古文
書の記録・整理や、失われつつある生活用具や民俗資料の収集・保存、地域に埋もれた自然・
文化遺産の調査、観光商工課と連携し地域の芸術・文化や歴史的人物などを観光資源として活
用できる観光商品づくりに取り組みます。

　主な経費
文化財保護審議会委員への報酬、費用弁償　45万円
文化財保存活動団体への補助金 　　　 　　39万円

　郷土の歴史、民俗等に関する資料の保存及び活用を図るため、東宮資料館と愛洲の館の管理
運営を行います。資料館では常設展示の他、様々なテーマについて催し物や特別展を開催しま
す。また、剣道場を併設している愛洲の館で愛洲移香斎杯少年剣道大会を開催します。

平成23年度に新たに町指定天然記念物と町指定有形文化財に指定された方座浦墓地境
内のアイグロマツ（方座浦）と神宮庁宣並に関係文書（船越）

愛洲の館使用料 37万円

南伊勢町の負担額 1,102万円

財 源
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まちづくりの目標③　政策3　誇れるまちの創造
資源（人、物、伝統、文化等）の活用による新たな誇りの創出

誇れるまちの創造事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）
　町民誰もが、他に誇れる「新たなまちの誇り」をつくり、まちの知名度が高まる効果のある
情報発信を行います。

　主な内容
誇れるものづくりの研究・開発を行うための、検討部会を設置します。
誇れるものづくりの研究・開発を行うために、「（仮称）誇れるまちの創造委員
会」を設置します。
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まちづくりの目標③　政策2　大切な文化を次世代に継承するまちづくり
地域文化の伝承と文化財の保護・活用

文化財保護活用事業 105万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

歴史資料館充実事業 1,139万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

愛洲の館

　主な経費
愛洲の館臨時職員賃金　　230万円
光熱水費　　　　　　　　106万円
施設・設備の修繕　　　 　43万円
愛州の館下水道接続工事　453万円

　文化財保護審議会を中心に、文化財の保護意識を高めるとともに、文化財指定の案件等の審
議を行い、町内の歴史、民俗資料等の保存に努めます。また、24年度は町内の旧家にある古文
書の記録・整理や、失われつつある生活用具や民俗資料の収集・保存、地域に埋もれた自然・
文化遺産の調査、観光商工課と連携し地域の芸術・文化や歴史的人物などを観光資源として活
用できる観光商品づくりに取り組みます。

　主な経費
文化財保護審議会委員への報酬、費用弁償　45万円
文化財保存活動団体への補助金 　　　 　　39万円

　郷土の歴史、民俗等に関する資料の保存及び活用を図るため、東宮資料館と愛洲の館の管理
運営を行います。資料館では常設展示の他、様々なテーマについて催し物や特別展を開催しま
す。また、剣道場を併設している愛洲の館で愛洲移香斎杯少年剣道大会を開催します。

平成23年度に新たに町指定天然記念物と町指定有形文化財に指定された方座浦墓地境
内のアイグロマツ（方座浦）と神宮庁宣並に関係文書（船越）

愛洲の館使用料 37万円

南伊勢町の負担額 1,102万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

ファミリー・サポート・センター事業 50万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

放課後児童健全育成支援事業 361万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

子どもの発達総合支援事業 11万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

職員研修のための旅費や研修会負担金　7万円

　主な経費
放課後児童クラブを運営する
     団体への補助金　361万円

　子どもへの一人ひとりの特性に応じた発達支援をするため、定期的な保育所巡回相談を行い
ます。途切れのない支援を目指し、教育委員会や小中学校、児童相談所等の関係機関が情報共
有し、連携するネットワークを構築します。

　主な経費

　安心して子育てができるよう、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助ができる人が会員
となり、子どもの預かりや送迎などの援助活動を行うためのシステムづくりと運営を行いま
す。

　主な経費
ファミリー・サポート・センター
              事業負担金　48万円

　仕事などで昼間に保護者が家庭にいない子どもに対して、放課後や夏休みなどに安心して楽
しく過ごせる場を提供し、遊びを通して自主性・社会性・創造性を養うとともに自立に向けた
基本的生活習慣の育成や自主的な学習活動を行えるように放課後児童クラブを運営する団体へ
補助や支援を行います。

県からの補助金 241万円

南伊勢町の負担額 120万円

財 源

- 58 -

まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

子育て家庭養育支援事業 1億3,557万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

母子家庭支援事業 326万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

地域子育て支援センター事業 375万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

子育てサロンの様子

　地域の子育て家庭への育児支援を目的として、子育て中の親子が楽しく遊び、仲間の親子と
情報交換や交流ができる場を提供したり、育児不安等についての相談指導などを行います。ま
た、子育てに関する情報提供や子育てサークル等へのサポートを行います。

　主な経費
講師や子育てサポーター
　　　　 　への謝礼、費用弁償　228万円
絵本や保育教材などの消耗品費　　24万円
光熱水費　　　　　　　　　  　　47万円

　児童手当は、中学校卒業までの子どもを養育している方に手当てを支給することにより、次
代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的に実施しています。ま
た、一人親家庭で１８歳年度までの児童を養育している方に県が支給している児童扶養手当に
かかる周知・事務手続を行っています。

　主な経費
児童手当の支給　1億3,527万円
認定通知や支払通知
　　　　などの郵送料　23万円

　母子家庭を援護しその家庭の安定と福祉の増進を図るため１８歳未満の子ども（高校卒業ま
で）を扶養している母子家庭に母子手当を支給するほか、中学校卒業激励補助金を支給しま
す。また、母子寡婦福祉会の活動を促進するための補助金の支給や母子家庭の母が就職に有利
な国家資格取得のために養成機関等で一定のカリキュラムを受講する場合に、訓練促進費を支
給します。

　主な経費
母子手当の支給　　 　　　290万円
母子中卒激励補助金　　　　12万円
母子寡婦福祉会への補助金　17万円

国・県からの負担金等 1億1,464万円

南伊勢町の負担額 2,093万円

財 源

南伊勢町の負担額 326万円

（うち借金[町債] 280万円）

財 源

国からの交付金 85万円

南伊勢町の負担額 290万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

ファミリー・サポート・センター事業 50万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

放課後児童健全育成支援事業 361万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

子どもの発達総合支援事業 11万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

職員研修のための旅費や研修会負担金　7万円

　主な経費
放課後児童クラブを運営する
     団体への補助金　361万円

　子どもへの一人ひとりの特性に応じた発達支援をするため、定期的な保育所巡回相談を行い
ます。途切れのない支援を目指し、教育委員会や小中学校、児童相談所等の関係機関が情報共
有し、連携するネットワークを構築します。

　主な経費

　安心して子育てができるよう、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助ができる人が会員
となり、子どもの預かりや送迎などの援助活動を行うためのシステムづくりと運営を行いま
す。

　主な経費
ファミリー・サポート・センター
              事業負担金　48万円

　仕事などで昼間に保護者が家庭にいない子どもに対して、放課後や夏休みなどに安心して楽
しく過ごせる場を提供し、遊びを通して自主性・社会性・創造性を養うとともに自立に向けた
基本的生活習慣の育成や自主的な学習活動を行えるように放課後児童クラブを運営する団体へ
補助や支援を行います。

県からの補助金 241万円

南伊勢町の負担額 120万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

子育て家庭養育支援事業 1億3,557万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

母子家庭支援事業 326万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

地域子育て支援センター事業 375万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

子育てサロンの様子

　地域の子育て家庭への育児支援を目的として、子育て中の親子が楽しく遊び、仲間の親子と
情報交換や交流ができる場を提供したり、育児不安等についての相談指導などを行います。ま
た、子育てに関する情報提供や子育てサークル等へのサポートを行います。

　主な経費
講師や子育てサポーター
　　　　 　への謝礼、費用弁償　228万円
絵本や保育教材などの消耗品費　　24万円
光熱水費　　　　　　　　　  　　47万円

　児童手当は、中学校卒業までの子どもを養育している方に手当てを支給することにより、次
代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的に実施しています。ま
た、一人親家庭で１８歳年度までの児童を養育している方に県が支給している児童扶養手当に
かかる周知・事務手続を行っています。

　主な経費
児童手当の支給　1億3,527万円
認定通知や支払通知
　　　　などの郵送料　23万円

　母子家庭を援護しその家庭の安定と福祉の増進を図るため１８歳未満の子ども（高校卒業ま
で）を扶養している母子家庭に母子手当を支給するほか、中学校卒業激励補助金を支給しま
す。また、母子寡婦福祉会の活動を促進するための補助金の支給や母子家庭の母が就職に有利
な国家資格取得のために養成機関等で一定のカリキュラムを受講する場合に、訓練促進費を支
給します。

　主な経費
母子手当の支給　　 　　　290万円
母子中卒激励補助金　　　　12万円
母子寡婦福祉会への補助金　17万円

国・県からの負担金等 1億1,464万円

南伊勢町の負担額 2,093万円

財 源

南伊勢町の負担額 326万円

（うち借金[町債] 280万円）

財 源

国からの交付金 85万円

南伊勢町の負担額 290万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

保育所運営事業 1億560万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

南海園夕涼み会

保育所統廃合整備事業 59万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

妊産婦・乳幼児の健康管理事業 937万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）

乳幼児健康相談の様子

　安心して妊娠・出産ができ、乳幼児の健全な発育・発達を促せるよう、また、不安なく子育
てできるように次の事業を実施します。 ①特定不妊治療費の助成 ②母子健康手帳の交付 ③
妊婦健康診査の実施及び助成 ④赤ちゃん訪問 ⑤乳幼児健康相談・発達相談 ⑥乳児健康診査
⑦ブックスタート事業 ⑧１歳６か月児、３歳児健康診査

　主な経費
特定不妊治療費の助成　　　 　　20万円
医師手当及び技師、相談員手当　119万円
妊婦健康診査の実施　　　　　　678万円
乳児健康診査の実施　　　　 　　69万円

　保護者が働いている、あるいは病気にかかっているなどにより家庭で保育することができな
い場合、就学前までの子どもを保育しています。保護者が安心して子どもを預けることができ
るとともに、子どもの健やかな育ちをサポートします。24年度からは早朝保育（小学校区単
位）、18時30分までの延長保育（全保育所）の本格実施を行います。

　主な経費
臨時の保育士等への賃金、
　　　　　　　　　交通費　　2,817万円
通園バスの運転業務委託　　　　840万円
保育所給食費　　　　　　　　2,790万円
光熱水費　　　　　　　　　　　919万円
保育所の防水工事や
　　　　　　下水道接続工事　1,934万円

　南伊勢町では、低いところに建っている保育所がほとんどで、高台にあっても園舎の老朽化
もあるため、高台で安心して保育できる保育所を検討していきます。また、園児数の減尐から
も統廃合を検討していきます。

　主な経費
（仮称）保育所統廃合検討会委員
　　　　への報酬、費用弁償　59万円

保育料（総額3,645万円のうち） 376万円

国・県からの負担金 15万円

保育所職員から徴収する給食費 525万円

災害共済加入者の負担金 6万円

南伊勢町の負担額 9,638万円

財 源

国・県からの補助金等 210万円

南伊勢町の負担額 727万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

児童虐待・ＤＶ予防対策支援事業 14万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

第三子以上出産祝金助成事業 200万円
（担当： 行政経営課政策係 ）
　新たな住民となった新生児の出産を祝福し、健やかな成長を願い、次代を担う若者定住の促
進を図ることを目的に、第三子以上を出産され、町内に一定期間居住している方に出産祝金
（１件当たり20万円）を支給します。

　主な経費
第三子以上出産祝金の支給　200万円

　児童や家庭を取り巻く環境の変化により児童虐待・ＤＶ被害が深刻化してきており、それら
の防止対応を図るため、関係機関と連携し、児童虐待・ＤＶ被害の発生予防から早期発見、早
期対応、保護・支援･アフターケアに至るまでの途切れない総合的な支援を行います。

　主な経費
要保護児童等対策地域協議会委員
　　　　　　への報酬、費用弁償　5万円
短期入所生活援助事業負担金　　　8万円
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まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

保育所運営事業 1億560万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

南海園夕涼み会

保育所統廃合整備事業 59万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

妊産婦・乳幼児の健康管理事業 937万円
（担当： 福祉課健康増進係 ）

乳幼児健康相談の様子

　安心して妊娠・出産ができ、乳幼児の健全な発育・発達を促せるよう、また、不安なく子育
てできるように次の事業を実施します。 ①特定不妊治療費の助成 ②母子健康手帳の交付 ③
妊婦健康診査の実施及び助成 ④赤ちゃん訪問 ⑤乳幼児健康相談・発達相談 ⑥乳児健康診査
⑦ブックスタート事業 ⑧１歳６か月児、３歳児健康診査

　主な経費
特定不妊治療費の助成　　　 　　20万円
医師手当及び技師、相談員手当　119万円
妊婦健康診査の実施　　　　　　678万円
乳児健康診査の実施　　　　 　　69万円

　保護者が働いている、あるいは病気にかかっているなどにより家庭で保育することができな
い場合、就学前までの子どもを保育しています。保護者が安心して子どもを預けることができ
るとともに、子どもの健やかな育ちをサポートします。24年度からは早朝保育（小学校区単
位）、18時30分までの延長保育（全保育所）の本格実施を行います。

　主な経費
臨時の保育士等への賃金、
　　　　　　　　　交通費　　2,817万円
通園バスの運転業務委託　　　　840万円
保育所給食費　　　　　　　　2,790万円
光熱水費　　　　　　　　　　　919万円
保育所の防水工事や
　　　　　　下水道接続工事　1,934万円

　南伊勢町では、低いところに建っている保育所がほとんどで、高台にあっても園舎の老朽化
もあるため、高台で安心して保育できる保育所を検討していきます。また、園児数の減尐から
も統廃合を検討していきます。

　主な経費
（仮称）保育所統廃合検討会委員
　　　　への報酬、費用弁償　59万円

保育料（総額3,645万円のうち） 376万円

国・県からの負担金 15万円

保育所職員から徴収する給食費 525万円

災害共済加入者の負担金 6万円

南伊勢町の負担額 9,638万円

財 源

国・県からの補助金等 210万円

南伊勢町の負担額 727万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策1　子どもを安心して産み育てられるまちづくり
子育て支援の充実

児童虐待・ＤＶ予防対策支援事業 14万円
（担当： 福祉課福祉係 ）

第三子以上出産祝金助成事業 200万円
（担当： 行政経営課政策係 ）
　新たな住民となった新生児の出産を祝福し、健やかな成長を願い、次代を担う若者定住の促
進を図ることを目的に、第三子以上を出産され、町内に一定期間居住している方に出産祝金
（１件当たり20万円）を支給します。

　主な経費
第三子以上出産祝金の支給　200万円

　児童や家庭を取り巻く環境の変化により児童虐待・ＤＶ被害が深刻化してきており、それら
の防止対応を図るため、関係機関と連携し、児童虐待・ＤＶ被害の発生予防から早期発見、早
期対応、保護・支援･アフターケアに至るまでの途切れない総合的な支援を行います。

　主な経費
要保護児童等対策地域協議会委員
　　　　　　への報酬、費用弁償　5万円
短期入所生活援助事業負担金　　　8万円
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
生涯学習の充実と環境整備

町民のニーズに応じた生涯学習機会の提供事業 331万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

生涯学習講座

地域における社会教育支援事業 167万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

社会教育施設環境整備事業 2,506万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

ふれあいセンターなんとう

手づくり図書館推進事業 0万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

　住民一人ひとりが自己実現を目指し、生きがいのある豊かな人生を送ることができるよう生
涯学習講座を開催します。

　主な経費
社会教育委員への報酬、費用弁償　 　30万円
社会教育指導員への報酬、費用弁償　107万円
生涯学習講座の講師への謝礼　  　 　98万円
生涯学習講座募集チラシの作成　　　 18万円
会場借上料　　　　　　　　　　 　　31万円

　地域の実情にあった社会教育活動の実現や、リーダーの育成を図るため、各地区の社会教育
活動に対し支援を行います。また、指導者の養成を図るため、各地区においてリーダーの発
掘、育成を進めます。また、生涯学習指導ボランティアを積極的に育成します。

教育集会所の管理運営費　　　　　153万円
町民文化会館の指定管理委託料　　830万円
ふれあいセンターなんとう
　の管理運営費　　　　　　　　1,519万円

　町民の生涯学習の場と手づくり図書館を通じた子どもたちと町民の方々のふれあいの場を整
備するため、小中学校の図書室等にも貸出できるコーナーを設けるとともに、手づくり図書館
実現に向けた検討会を設置します。また現在、教育委員会と愛洲の館で実施している県立図書
館の本の貸出業務の拡充についても同時に検討して進めていきます。

　主な経費
各区の社会教育振興事業に対する補助金　107万円
地区婦人会活動に対する補助金　　　　 　30万円
南伊勢町婦人会活動に対する補助金　 　　30万円

　社会教育施設の機能の充実を図るため、教育集会所、町民文化会館、ふれあいセンターなん
とう、そして公民館の運営及び維持管理を行います。

　主な経費

生涯学習講座の受講者負担金 20万円

南伊勢町の負担額 311万円

財 源

ふれあいセンターなんとう使用料 391万円

南伊勢町の負担額 2,115万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校教育振興事業 1,655万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

ALTによる授業の風景

就職活動支援事業 246万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

特別支援教育就学奨励事業 97万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）
　体に障がいを持つ児童・生徒の就学の機会の確保のため、巡回相談や就学援助を行います。
また、教職員の特別支援教育の専門性を高めるために、県教育委員会と連携して研修を行いま
す。

　主な経費
巡回相談員への謝礼　  　　　9万円
就学費の援助　　　 　　　　85万円
県特別支援教育研究会負担金　3万円

　自ら学ぶ力と学力・体力向上のため総合学習や各学校の特色を生かした学習を行います。学
校教育における英語指導の充実及び国際理解教育の推進を目指し、ＡＬＴによる児童生徒の英
語に関する学習支援を行います。また、教職員個々の能力を向上させるため、教職員が参加す
る研修や教育研究団体の活動に対して補助を行います。

　主な経費
総合学習や体験学習の経費　　　332万円
ＡＬＴへの賃金　　　　　　　1,087万円
教職員研修や教育研究団体
　への補助金　　　　　　　　　186万円

　地域の高校として、魅力ある学校づくりのため、南伊勢高校南勢校舎生徒の就職活動や進学
についての支援を行います。

　主な経費
支援員への賃金、交通費　245万円

国・県からの補助金等 19万円

南伊勢町の負担額 78万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
生涯学習の充実と環境整備

町民のニーズに応じた生涯学習機会の提供事業 331万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

生涯学習講座

地域における社会教育支援事業 167万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

社会教育施設環境整備事業 2,506万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

ふれあいセンターなんとう

手づくり図書館推進事業 0万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

　住民一人ひとりが自己実現を目指し、生きがいのある豊かな人生を送ることができるよう生
涯学習講座を開催します。

　主な経費
社会教育委員への報酬、費用弁償　 　30万円
社会教育指導員への報酬、費用弁償　107万円
生涯学習講座の講師への謝礼　  　 　98万円
生涯学習講座募集チラシの作成　　　 18万円
会場借上料　　　　　　　　　　 　　31万円

　地域の実情にあった社会教育活動の実現や、リーダーの育成を図るため、各地区の社会教育
活動に対し支援を行います。また、指導者の養成を図るため、各地区においてリーダーの発
掘、育成を進めます。また、生涯学習指導ボランティアを積極的に育成します。

教育集会所の管理運営費　　　　　153万円
町民文化会館の指定管理委託料　　830万円
ふれあいセンターなんとう
　の管理運営費　　　　　　　　1,519万円

　町民の生涯学習の場と手づくり図書館を通じた子どもたちと町民の方々のふれあいの場を整
備するため、小中学校の図書室等にも貸出できるコーナーを設けるとともに、手づくり図書館
実現に向けた検討会を設置します。また現在、教育委員会と愛洲の館で実施している県立図書
館の本の貸出業務の拡充についても同時に検討して進めていきます。

　主な経費
各区の社会教育振興事業に対する補助金　107万円
地区婦人会活動に対する補助金　　　　 　30万円
南伊勢町婦人会活動に対する補助金　 　　30万円

　社会教育施設の機能の充実を図るため、教育集会所、町民文化会館、ふれあいセンターなん
とう、そして公民館の運営及び維持管理を行います。

　主な経費

生涯学習講座の受講者負担金 20万円

南伊勢町の負担額 311万円

財 源

ふれあいセンターなんとう使用料 391万円

南伊勢町の負担額 2,115万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校教育振興事業 1,655万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

ALTによる授業の風景

就職活動支援事業 246万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

特別支援教育就学奨励事業 97万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）
　体に障がいを持つ児童・生徒の就学の機会の確保のため、巡回相談や就学援助を行います。
また、教職員の特別支援教育の専門性を高めるために、県教育委員会と連携して研修を行いま
す。

　主な経費
巡回相談員への謝礼　  　　　9万円
就学費の援助　　　 　　　　85万円
県特別支援教育研究会負担金　3万円

　自ら学ぶ力と学力・体力向上のため総合学習や各学校の特色を生かした学習を行います。学
校教育における英語指導の充実及び国際理解教育の推進を目指し、ＡＬＴによる児童生徒の英
語に関する学習支援を行います。また、教職員個々の能力を向上させるため、教職員が参加す
る研修や教育研究団体の活動に対して補助を行います。

　主な経費
総合学習や体験学習の経費　　　332万円
ＡＬＴへの賃金　　　　　　　1,087万円
教職員研修や教育研究団体
　への補助金　　　　　　　　　186万円

　地域の高校として、魅力ある学校づくりのため、南伊勢高校南勢校舎生徒の就職活動や進学
についての支援を行います。

　主な経費
支援員への賃金、交通費　245万円

国・県からの補助金等 19万円

南伊勢町の負担額 78万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校図書館充実事業 2,122万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

学校図書館

要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 671万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

不登校相談員設置事業 75万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

特別支援教育推進事業 2,287万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

就学費の援助　671万円

　南伊勢町と度会町の２町で、自己の確立を目指した指導と援助により、社会的な場へ積極的
に参加する姿勢を育てることを目的に心理的・情緒的な理由により、学校に行きたくても行け
ない不登校状態にある子どもたちを受け入れ、安心して自分自身を見つめることのできる居場
所（度会郡教育支援センター）を提供します。

　「確かな学力」や「豊かな心」を育むため、学校図書館の充実を図ります。本事業では事務
員による学校図書館の本の貸出・返却、読書案内、資料整理、図書の受入、読書活動の推進、
館内の整備、学習サポート等を行います。

　主な経費
学校図書館開館業務の委託　2,122万円

　主な経費

支援員への賃金、交通費　2,287万円

度会郡教育支援センター負担金　75万円

　体に障がいを持つ児童・生徒の就学の機会の確保のため、指導員及び支援員等によって各学
校が進める教育活動の支援を行います。障がいのある子どもたちの教育については、一人ひと
りの障がいの実態に応じて指導内容を選びながら重点的な指導を行います。

　主な経費

　教育の機会均等を図るため、経済的理由により就学が困難な小・中学生の保護者に対して学
用品、通学用品、修学旅行、給食費などを援助します。

　主な経費

南伊勢町の負担額 2,122万円

（うち貯金[基金] 2,122万円）

財 源

南伊勢町の負担額 2,287万円

（うち借金[町債] 2,280万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学力調査活用事業 51万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

複式学級解消加配事業 1,101万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

学校図書整備事業 324万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

平成23年度に整備した学校図書

教材備品等整備事業 1,583万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

平成23年度に整備した教材備品

　自ら学ぶ力と学力向上のため、小学校５年生、中学校２年生、３年生を対象に学力調査（Ｃ
ＲＴ検査）を行います。

　主な経費
教材の購入　51万円

　町の未来を託す子どもたちがすくすく健全に育つ環境を整えるため、複式となる学級に町単
独で教員を加配し、複式学級の解消を図ります。

　主な経費
非常勤講師への賃金、交通費　1,101万円

　「確かな学力」や「豊かな心」を育むため、学校図書の充実を図ります。

　主な経費
図書の購入　324万円

　「確かな学力」や「豊かな心」を育むため、学校教材の整備を行います。

　主な経費
教材や教材備品の購入　　　　　1,129万円
教科書改訂に伴う
　　　　　　指導用図書等の購入　454万円

南伊勢町の負担額 1,101万円

（うち借金[町債] 1,100万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校図書館充実事業 2,122万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

学校図書館

要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 671万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

不登校相談員設置事業 75万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

特別支援教育推進事業 2,287万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

就学費の援助　671万円

　南伊勢町と度会町の２町で、自己の確立を目指した指導と援助により、社会的な場へ積極的
に参加する姿勢を育てることを目的に心理的・情緒的な理由により、学校に行きたくても行け
ない不登校状態にある子どもたちを受け入れ、安心して自分自身を見つめることのできる居場
所（度会郡教育支援センター）を提供します。

　「確かな学力」や「豊かな心」を育むため、学校図書館の充実を図ります。本事業では事務
員による学校図書館の本の貸出・返却、読書案内、資料整理、図書の受入、読書活動の推進、
館内の整備、学習サポート等を行います。

　主な経費
学校図書館開館業務の委託　2,122万円

　主な経費

支援員への賃金、交通費　2,287万円

度会郡教育支援センター負担金　75万円

　体に障がいを持つ児童・生徒の就学の機会の確保のため、指導員及び支援員等によって各学
校が進める教育活動の支援を行います。障がいのある子どもたちの教育については、一人ひと
りの障がいの実態に応じて指導内容を選びながら重点的な指導を行います。

　主な経費

　教育の機会均等を図るため、経済的理由により就学が困難な小・中学生の保護者に対して学
用品、通学用品、修学旅行、給食費などを援助します。

　主な経費

南伊勢町の負担額 2,122万円

（うち貯金[基金] 2,122万円）

財 源

南伊勢町の負担額 2,287万円

（うち借金[町債] 2,280万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学力調査活用事業 51万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

複式学級解消加配事業 1,101万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

学校図書整備事業 324万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

平成23年度に整備した学校図書

教材備品等整備事業 1,583万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

平成23年度に整備した教材備品

　自ら学ぶ力と学力向上のため、小学校５年生、中学校２年生、３年生を対象に学力調査（Ｃ
ＲＴ検査）を行います。

　主な経費
教材の購入　51万円

　町の未来を託す子どもたちがすくすく健全に育つ環境を整えるため、複式となる学級に町単
独で教員を加配し、複式学級の解消を図ります。

　主な経費
非常勤講師への賃金、交通費　1,101万円

　「確かな学力」や「豊かな心」を育むため、学校図書の充実を図ります。

　主な経費
図書の購入　324万円

　「確かな学力」や「豊かな心」を育むため、学校教材の整備を行います。

　主な経費
教材や教材備品の購入　　　　　1,129万円
教科書改訂に伴う
　　　　　　指導用図書等の購入　454万円

南伊勢町の負担額 1,101万円

（うち借金[町債] 1,100万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

自ら学ぶ力を育成、学力・体力向上事業 943万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

クラブ活動の様子

地域に根ざした教育環境の推進事業 13万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

人権教育の推進事業 40万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

人権教育の様子

　各学校で「人権教育推進計画」を策定します。小学校においては人権フォーラムを実施し、
中学校においては総合学習のなかで、人権に関することを取り上げ学習を行います。また、人
権教育の研修や講演に対する取り組みを支援します。

　主な経費
人権教育講師への謝礼、費用弁償　6万円
人権教育研修への補助金　　 　　27万円

　姉妹校交流事業を実施する五ヶ所小・久々野小交流会に対し支援を行います。中学校のクラ
ブ遠征活動における各種大会に参加する選手の交通費等に対し支援を行います。また、修学旅
行に参加する児童・生徒の保護者の負担軽減と引率する教職員の自己負担の軽減を図るため支
援を行います。

　主な経費
五小・久々野小学校交流事業補助金　25万円
クラブ遠征活動補助金　　　 　　　778万円
修学旅行補助金　　　　　　　　　　85万円
教職員修学旅行等引率補助金　　　　55万円

　地域で活躍する町民を特別講師などとして招いた授業や学校行事の実施、体験学習の充実や
地域住民の生涯学習の場の創出のための学校施設の開放、中高一貫教育の様々な取組の中での
小中高が連携を深めた地域に根ざした教育の推進に取り組みます。また、地域、家庭、学校が
一体となった教育環境づくりの推進のためのＰＴＡに対する支援を行います。

　主な経費
町ＰＴＡ連絡協議会活動補助金　13万円
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校施設・社会体育施設環境整備事業 193万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

児童・生徒の健康管理事業 786万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

教員住宅維持管理事業 60万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

教員住宅

学校施設維持管理事業 8,307万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

　主な経費

　「豊かな心」を育むためには、より良い教育環境の整備が求められます。社会体育施設と合
わせ学校施設の草刈りなどの環境整備を行います。

　心身ともに健全な児童・生徒の育成を図るため、児童・生徒等への健康診断などにより健康
管理を行います。また、児童・生徒への相談体制の充実や歯の衛生週間事業（よい歯のコン
クール）への参加を通じて児童・生徒自らの健康管理への意識の向上を図ります。

　主な経費

　学校環境の充実のため、学校の施設、設備などの適正な維持管理を行います。

　主な経費
臨時用務員への賃金、交通費　　　　　　877万円
光熱水費　　　　　　　　　　　　　　2,947万円
施設の保守点検や電気保安業務等の委託　821万円
学校施設や設備の修繕料　　　　　　　　837万円
学校施設工事　　　　　　　　　　　　　186万円

臨時職員への賃金、交通費　129万円
シルバー人材への委託　 　　11万円

医師への報酬　　　　　　609万円
各種検診、検査の手数料　156万円

　学校環境の充実のため、教員住宅の適正な維持管理を行います。

　主な経費
教員住宅修繕料　　30万円
その他維持管理費　30万円

教員住宅入居料 60万円

財 源

- 67 -



まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

自ら学ぶ力を育成、学力・体力向上事業 943万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

クラブ活動の様子

地域に根ざした教育環境の推進事業 13万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

人権教育の推進事業 40万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

人権教育の様子

　各学校で「人権教育推進計画」を策定します。小学校においては人権フォーラムを実施し、
中学校においては総合学習のなかで、人権に関することを取り上げ学習を行います。また、人
権教育の研修や講演に対する取り組みを支援します。

　主な経費
人権教育講師への謝礼、費用弁償　6万円
人権教育研修への補助金　　 　　27万円

　姉妹校交流事業を実施する五ヶ所小・久々野小交流会に対し支援を行います。中学校のクラ
ブ遠征活動における各種大会に参加する選手の交通費等に対し支援を行います。また、修学旅
行に参加する児童・生徒の保護者の負担軽減と引率する教職員の自己負担の軽減を図るため支
援を行います。

　主な経費
五小・久々野小学校交流事業補助金　25万円
クラブ遠征活動補助金　　　 　　　778万円
修学旅行補助金　　　　　　　　　　85万円
教職員修学旅行等引率補助金　　　　55万円

　地域で活躍する町民を特別講師などとして招いた授業や学校行事の実施、体験学習の充実や
地域住民の生涯学習の場の創出のための学校施設の開放、中高一貫教育の様々な取組の中での
小中高が連携を深めた地域に根ざした教育の推進に取り組みます。また、地域、家庭、学校が
一体となった教育環境づくりの推進のためのＰＴＡに対する支援を行います。

　主な経費
町ＰＴＡ連絡協議会活動補助金　13万円
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校施設・社会体育施設環境整備事業 193万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

児童・生徒の健康管理事業 786万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

教員住宅維持管理事業 60万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

教員住宅

学校施設維持管理事業 8,307万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

　主な経費

　「豊かな心」を育むためには、より良い教育環境の整備が求められます。社会体育施設と合
わせ学校施設の草刈りなどの環境整備を行います。

　心身ともに健全な児童・生徒の育成を図るため、児童・生徒等への健康診断などにより健康
管理を行います。また、児童・生徒への相談体制の充実や歯の衛生週間事業（よい歯のコン
クール）への参加を通じて児童・生徒自らの健康管理への意識の向上を図ります。

　主な経費

　学校環境の充実のため、学校の施設、設備などの適正な維持管理を行います。

　主な経費
臨時用務員への賃金、交通費　　　　　　877万円
光熱水費　　　　　　　　　　　　　　2,947万円
施設の保守点検や電気保安業務等の委託　821万円
学校施設や設備の修繕料　　　　　　　　837万円
学校施設工事　　　　　　　　　　　　　186万円

臨時職員への賃金、交通費　129万円
シルバー人材への委託　 　　11万円

医師への報酬　　　　　　609万円
各種検診、検査の手数料　156万円

　学校環境の充実のため、教員住宅の適正な維持管理を行います。

　主な経費
教員住宅修繕料　　30万円
その他維持管理費　30万円

教員住宅入居料 60万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校給食事業 3,398万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

通学対策事業 7,996万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

バス通学の様子

奨学金貸付事業 1,506万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

修学資金貸付事業 240万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

　給食施設や設備などの充実を図るとともに、学校給食に対する研修に取り組むなどおいしく
安全な学校給食の提供を行います。また、給食の安定供給とともに、食材の地産地消を進めま
す。

　主な経費
臨時調理員への賃金、交通費　1,781万円
燃料費　　　　　　　　　　　　671万円
給食用備品の購入　　　　　　　163万円

　通学に対する利便性、安全性を確保するため、遠距離通学児童・生徒のために、通学バスの
運行を行います。また、自転車通学の生徒に対し、自転車通学における維持・整備等にかかる
費用の一部を支援します。

　主な経費
通学バス運行委託料　7,954万円
自転車通学補助金　 　　42万円

　町内に住所を有する者で、高校、大学、専修学校等へ入学・修学を希望し、経済的理由によ
り修学が困難な学生へ奨学金を貸し付けます。

　主な経費
奨学生選考委員への報酬、費用弁償　6万円
奨学金の貸付　　　　　　　　　1,500万円

　本町における看護師の確保及び保健医療の充実のため、本町の医療機関及び看護師を必要と
する施設において看護業務に従事しようとする者に対し修学資金を貸与します。

　主な経費
修学資金の貸付　240万円

過去に貸付を受けた方からの返還金 752万円

南伊勢町の負担額 754万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

小・中学校統廃合事業 2億9,582万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

統合のため大規模改造を予定している五ヶ所小学校

児童・生徒の安全安心確保事業 270万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

穂原小学校避難訓練の様子

通学における児童の安全安心確保事業 243万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）
　事故から子どもたちの命を守るため、自転車通学を行う中学校新入生に対しヘルメットの支
給や交通安全の啓発活動を行います。また、通学路やバス通学における安全安心の確保を図る
ため、通学路への防犯灯の設置や通学バス待合所の管理を行います。

　主な経費
自転車通学用ヘルメットの購入　　　　　　12万円
マグネットシートなど交通安全用品の購入　10万円
防犯灯の電気代やバス停の水道代等　　　　99万円
バス停清掃管理委託料　　　　　 　　　　108万円

　過疎化や尐子化に伴い児童、生徒数が急激に減尐している状況を踏まえ、児童、生徒の教育
の機会均等を始め、教育水準の維持向上を図るため、小、中学校の統廃合を実施します。平成
26年4月をめどに宿田曽小学校、五ヶ所小学校、穂原小学校、南海小学校を１校に、南島中学
校と南島西中学校を１校に統合することを目指し、学校施設の大規模改造工事を行います。

　主な経費
五ヶ所小学校の校舎、体育館、プール等の大規模改造工事　2億1,303万円
南島中学校のグラウンド、武道館の大規模改修工事　 　　　　8,200万円

　防災、防犯、交通安全教育の実施や携帯電話メールシステムを利用した連絡体制の充実を図
ります。また、様々な災害を想定した避難訓練を実施します。24年度は緊急地震速報システム
が自動で全校内へ放送されるようシステム改修を行います。

　主な経費
携帯電話メールシステム使用料 　47万円
緊急地震速報システム改修工事　223万円

国・県からの補助金等 1億5,010万円

南伊勢町の負担額 1億4,572万円

（うち借金[町債] 1億4,490万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

学校給食事業 3,398万円
（担当： 教育委員会事務局学校教育係 ）

通学対策事業 7,996万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

バス通学の様子

奨学金貸付事業 1,506万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

修学資金貸付事業 240万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

　給食施設や設備などの充実を図るとともに、学校給食に対する研修に取り組むなどおいしく
安全な学校給食の提供を行います。また、給食の安定供給とともに、食材の地産地消を進めま
す。

　主な経費
臨時調理員への賃金、交通費　1,781万円
燃料費　　　　　　　　　　　　671万円
給食用備品の購入　　　　　　　163万円

　通学に対する利便性、安全性を確保するため、遠距離通学児童・生徒のために、通学バスの
運行を行います。また、自転車通学の生徒に対し、自転車通学における維持・整備等にかかる
費用の一部を支援します。

　主な経費
通学バス運行委託料　7,954万円
自転車通学補助金　 　　42万円

　町内に住所を有する者で、高校、大学、専修学校等へ入学・修学を希望し、経済的理由によ
り修学が困難な学生へ奨学金を貸し付けます。

　主な経費
奨学生選考委員への報酬、費用弁償　6万円
奨学金の貸付　　　　　　　　　1,500万円

　本町における看護師の確保及び保健医療の充実のため、本町の医療機関及び看護師を必要と
する施設において看護業務に従事しようとする者に対し修学資金を貸与します。

　主な経費
修学資金の貸付　240万円

過去に貸付を受けた方からの返還金 752万円

南伊勢町の負担額 754万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
学校教育の充実と環境整備

小・中学校統廃合事業 2億9,582万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

統合のため大規模改造を予定している五ヶ所小学校

児童・生徒の安全安心確保事業 270万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）

穂原小学校避難訓練の様子

通学における児童の安全安心確保事業 243万円
（担当： 教育委員会事務局教育総務係 ）
　事故から子どもたちの命を守るため、自転車通学を行う中学校新入生に対しヘルメットの支
給や交通安全の啓発活動を行います。また、通学路やバス通学における安全安心の確保を図る
ため、通学路への防犯灯の設置や通学バス待合所の管理を行います。

　主な経費
自転車通学用ヘルメットの購入　　　　　　12万円
マグネットシートなど交通安全用品の購入　10万円
防犯灯の電気代やバス停の水道代等　　　　99万円
バス停清掃管理委託料　　　　　 　　　　108万円

　過疎化や尐子化に伴い児童、生徒数が急激に減尐している状況を踏まえ、児童、生徒の教育
の機会均等を始め、教育水準の維持向上を図るため、小、中学校の統廃合を実施します。平成
26年4月をめどに宿田曽小学校、五ヶ所小学校、穂原小学校、南海小学校を１校に、南島中学
校と南島西中学校を１校に統合することを目指し、学校施設の大規模改造工事を行います。

　主な経費
五ヶ所小学校の校舎、体育館、プール等の大規模改造工事　2億1,303万円
南島中学校のグラウンド、武道館の大規模改修工事　 　　　　8,200万円

　防災、防犯、交通安全教育の実施や携帯電話メールシステムを利用した連絡体制の充実を図
ります。また、様々な災害を想定した避難訓練を実施します。24年度は緊急地震速報システム
が自動で全校内へ放送されるようシステム改修を行います。

　主な経費
携帯電話メールシステム使用料 　47万円
緊急地震速報システム改修工事　223万円

国・県からの補助金等 1億5,010万円

南伊勢町の負担額 1億4,572万円

（うち借金[町債] 1億4,490万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
青少年の健全育成

家庭教育推進事業 45万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

こども会連合会によるドッジボール大会

青少年健全育成事業 163万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

南伊勢町青少年育成町民会議島津・東地区部会、吉津地区部会による活動

子どもたちの活動の場づくり推進事業 23万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

放課後子ども教室の様子

　子どもたちが基本的な生活習慣や家庭教育の習慣を身につけることができるよう、県などと
連携し子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習会や講演会などを提供します。また、
子ども会活動などの活動を通じ社会全体で家庭教育を支え合う取り組みに対し支援を行いま
す。

　主な経費
子ども会活動安全会共済への加入　15万円
子ども会活動補助金　　　　　　　30万円

　地域ぐるみで連携した青尐年の健全育成に関する取組の充実を図るため、青尐年指導員協議
会による地区でのパトロールを実施します。また、青尐年育成町民会議の地区部会の組織づく
りに取り組みます。南伊勢町の未来を担う青尐年の新しい人生の門出を町民こぞって祝福し、
成人としての自覚を促すとともに、将来の幸せを記念するため成人式を開催します。

放課後子どもプラン運営委員への
　報酬、費用弁償　　　　　　　　10万円
放課後子ども教室消耗品　　　　　11万円

　主な経費
青尐年指導委員への報酬、費用弁償　51万円
青尐年健全育成町民会議補助金　　　40万円
成人式の開催　　　　　　　　　　　69万円

　地域と連携しながら、放課後などに子どもたちが自主的に集まれる場所をつくるとともに、
子どもの見守りに協力できる人材の確保や育成を図り、子どもたちの安全で安心な活動の場づ
くりを進めます。

　主な経費

県からの補助金 15万円

南伊勢町の負担額 8万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策3　誰もが文化やスポーツを楽しむまちづくり
生涯スポーツの振興

生涯スポーツ振興事業 560万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

生涯スポーツ育成・支援事業 276万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

体育協会の活動（ミニバスケット大会）

　主な経費
スポ－ツ推進委員等への報酬、
  費用弁償　                  103万円
郡体育協会等の団体への負担金　 41万円
体育協会活動補助金　　　　　　 56万円
スポーツ少年団活動補助金　　　 73万円

　町民が日常的にスポーツや健康維持のための運動などに取り組めるよう、町民体育祭や新体
操教室、カローリング大会などを開催します。また、世代を超えて誰でも参加しやすく、生涯
にわたってスポーツに親しめるようにするため、平成22年度に設立された「みなみいせスポー
ツネット」の自立に向けた様々な支援を行います。

　主な経費
町民体育祭の開催　　　　　　　143万円
美し国三重市町対抗
　　　　　　駅伝大会への参加 　71万円
カローリング大会の開催　　　 　36万円
新体操教室の開催　　　　　　 　10万円
みなみいせスポーツ
　　　　　　ネットへの補助金　300万円

　各スポーツ団体のリーダーや指導者が県などで実施する指導者講習会に参加したり、各ス
ポーツ団体を対象とした講習会を開催するなど指導者の育成に取り組みます。また、スポーツ
団体の活動の充実を図るため、自ら考え、自ら取り組む自主自立に向けた活動を支援します。

みなみいせスポーツ
ネット主催による「ジョ
ギング教室」

南伊勢町の負担額 560万円

（うち借金[町債] 440万円）

財 源

- 71 -



まちづくりの目標④　政策2　子も親も地域とともに学び育てるまちづくり
青少年の健全育成

家庭教育推進事業 45万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

こども会連合会によるドッジボール大会

青少年健全育成事業 163万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

南伊勢町青少年育成町民会議島津・東地区部会、吉津地区部会による活動

子どもたちの活動の場づくり推進事業 23万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

放課後子ども教室の様子

　子どもたちが基本的な生活習慣や家庭教育の習慣を身につけることができるよう、県などと
連携し子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習会や講演会などを提供します。また、
子ども会活動などの活動を通じ社会全体で家庭教育を支え合う取り組みに対し支援を行いま
す。

　主な経費
子ども会活動安全会共済への加入　15万円
子ども会活動補助金　　　　　　　30万円

　地域ぐるみで連携した青尐年の健全育成に関する取組の充実を図るため、青尐年指導員協議
会による地区でのパトロールを実施します。また、青尐年育成町民会議の地区部会の組織づく
りに取り組みます。南伊勢町の未来を担う青尐年の新しい人生の門出を町民こぞって祝福し、
成人としての自覚を促すとともに、将来の幸せを記念するため成人式を開催します。

放課後子どもプラン運営委員への
　報酬、費用弁償　　　　　　　　10万円
放課後子ども教室消耗品　　　　　11万円

　主な経費
青尐年指導委員への報酬、費用弁償　51万円
青尐年健全育成町民会議補助金　　　40万円
成人式の開催　　　　　　　　　　　69万円

　地域と連携しながら、放課後などに子どもたちが自主的に集まれる場所をつくるとともに、
子どもの見守りに協力できる人材の確保や育成を図り、子どもたちの安全で安心な活動の場づ
くりを進めます。

　主な経費

県からの補助金 15万円

南伊勢町の負担額 8万円

財 源

- 70 -

まちづくりの目標④　政策3　誰もが文化やスポーツを楽しむまちづくり
生涯スポーツの振興

生涯スポーツ振興事業 560万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

生涯スポーツ育成・支援事業 276万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

体育協会の活動（ミニバスケット大会）

　主な経費
スポ－ツ推進委員等への報酬、
  費用弁償　                  103万円
郡体育協会等の団体への負担金　 41万円
体育協会活動補助金　　　　　　 56万円
スポーツ少年団活動補助金　　　 73万円

　町民が日常的にスポーツや健康維持のための運動などに取り組めるよう、町民体育祭や新体
操教室、カローリング大会などを開催します。また、世代を超えて誰でも参加しやすく、生涯
にわたってスポーツに親しめるようにするため、平成22年度に設立された「みなみいせスポー
ツネット」の自立に向けた様々な支援を行います。

　主な経費
町民体育祭の開催　　　　　　　143万円
美し国三重市町対抗
　　　　　　駅伝大会への参加 　71万円
カローリング大会の開催　　　 　36万円
新体操教室の開催　　　　　　 　10万円
みなみいせスポーツ
　　　　　　ネットへの補助金　300万円

　各スポーツ団体のリーダーや指導者が県などで実施する指導者講習会に参加したり、各ス
ポーツ団体を対象とした講習会を開催するなど指導者の育成に取り組みます。また、スポーツ
団体の活動の充実を図るため、自ら考え、自ら取り組む自主自立に向けた活動を支援します。

みなみいせスポーツ
ネット主催による「ジョ
ギング教室」

南伊勢町の負担額 560万円

（うち借金[町債] 440万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策3　誰もが文化やスポーツを楽しむまちづくり
生涯スポーツの振興、芸術・文化の振興

社会体育施設環境整備事業 5,175万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

今年度耐震補強工事
を予定している南島体
育館

芸術・文化活動促進事業 164万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

文化祭作品展示

　創作活動を旺盛にし、サークル・グループ活動を充実するため、定期的な発表の機会として
の文化祭を開催するとともに、展示会など文化活動に取り組む団体に対し支援を行います。ま
た、町民の文化意識の向上を目的に生涯学習フェスティバルや講演会を開催します。

　主な経費
文化祭の開催　　　　　　　　　62万円
文化協会補助金　　　　　　　　25万円
生涯学習フェスティバルの開催　15万円
文化講演会の開催　　　　　　　62万円

光熱水費　　　　　　　　　　　　681万円
体育施設耐震補強設計業務委託料　164万円
南島体育館耐震補強工事　　　　1,926万円
南島体育館改修工事　　　　　　　926万円
南島体育センター改修工事　　　1,075万円

　快適で安全にスポーツが楽しめる環境づくりを進めるため、施設の機能充実を行うとともに
管理運営を行います。また、24年度は南島体育館の耐震工事及び南島体育センターの屋根など
の改修工事を行います。

　主な経費

南伊勢町の負担額 164万円

（うち借金[町債] 50万円）

財 源

体育館やグラウンドの使用料 193万円

南伊勢町の負担額 4,982万円

（うち借金[町債] 2,080万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
道路基盤の整備

国道・県道整備促進事業 146万円
（担当： 建設課土木係 ）

国道260号線（木谷工区）道路改良工事

橋梁保守管理事業 119万円
（担当： 建設課土木係 ）

平成23年度に耐震補強工事を行った村山地区の大久保橋

幹線・生活道路の新設・改良事業 5,644万円
（担当： 建設課土木係 ）

本年度調査・測量を行う相賀浦の町道

　生活道路の安全性を確保するため、道路の危険箇所の整備を行うとともに安全施設の整備を
行います。また、大規模地震の発生が危惧されるなか、落橋防止対策として橋梁の耐震補強工
事を行います。

　主な経費
橋梁設計積算業務委託料　　　　　405万円
橋梁耐震補強工事　　　　　　　2,832万円
橋梁長寿命化修繕計画
　　　　　　　業務委託料　　　　263万円
町単道路改良工事　　　　　　　2,000万円
相賀浦地内町道整備
　　　　　　測量設計業務委託料　100万円

　南伊勢町民にとって命の道、生活の道、産業の道として重要な役割を果たす国道２６０号な
どの改良整備について関係機関へ要望するとともに早期完成を促進します。また、交通混雑や
交通事故などが問題化している県道については、隣接市町との連携により改良整備や各路線の
未整備区間の整備を促進します。

　主な経費
三重県道路協会等の団体への
　　　　　　　　　　負担金　146万円

　町が管理する橋梁の点検・維持管理を行います。

　主な経費
電気代　　　　　　　　38万円
楓江橋保守管理委託料　77万円

国からの交付金 2,275万円

南伊勢町の負担額 3,369万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策3　誰もが文化やスポーツを楽しむまちづくり
生涯スポーツの振興、芸術・文化の振興

社会体育施設環境整備事業 5,175万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

今年度耐震補強工事
を予定している南島体
育館

芸術・文化活動促進事業 164万円
（担当： 教育委員会事務局生涯学習係 ）

文化祭作品展示

　創作活動を旺盛にし、サークル・グループ活動を充実するため、定期的な発表の機会として
の文化祭を開催するとともに、展示会など文化活動に取り組む団体に対し支援を行います。ま
た、町民の文化意識の向上を目的に生涯学習フェスティバルや講演会を開催します。

　主な経費
文化祭の開催　　　　　　　　　62万円
文化協会補助金　　　　　　　　25万円
生涯学習フェスティバルの開催　15万円
文化講演会の開催　　　　　　　62万円

光熱水費　　　　　　　　　　　　681万円
体育施設耐震補強設計業務委託料　164万円
南島体育館耐震補強工事　　　　1,926万円
南島体育館改修工事　　　　　　　926万円
南島体育センター改修工事　　　1,075万円

　快適で安全にスポーツが楽しめる環境づくりを進めるため、施設の機能充実を行うとともに
管理運営を行います。また、24年度は南島体育館の耐震工事及び南島体育センターの屋根など
の改修工事を行います。

　主な経費

南伊勢町の負担額 164万円

（うち借金[町債] 50万円）

財 源

体育館やグラウンドの使用料 193万円

南伊勢町の負担額 4,982万円

（うち借金[町債] 2,080万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
道路基盤の整備

国道・県道整備促進事業 146万円
（担当： 建設課土木係 ）

国道260号線（木谷工区）道路改良工事

橋梁保守管理事業 119万円
（担当： 建設課土木係 ）

平成23年度に耐震補強工事を行った村山地区の大久保橋

幹線・生活道路の新設・改良事業 5,644万円
（担当： 建設課土木係 ）

本年度調査・測量を行う相賀浦の町道

　生活道路の安全性を確保するため、道路の危険箇所の整備を行うとともに安全施設の整備を
行います。また、大規模地震の発生が危惧されるなか、落橋防止対策として橋梁の耐震補強工
事を行います。

　主な経費
橋梁設計積算業務委託料　　　　　405万円
橋梁耐震補強工事　　　　　　　2,832万円
橋梁長寿命化修繕計画
　　　　　　　業務委託料　　　　263万円
町単道路改良工事　　　　　　　2,000万円
相賀浦地内町道整備
　　　　　　測量設計業務委託料　100万円

　南伊勢町民にとって命の道、生活の道、産業の道として重要な役割を果たす国道２６０号な
どの改良整備について関係機関へ要望するとともに早期完成を促進します。また、交通混雑や
交通事故などが問題化している県道については、隣接市町との連携により改良整備や各路線の
未整備区間の整備を促進します。

　主な経費
三重県道路協会等の団体への
　　　　　　　　　　負担金　146万円

　町が管理する橋梁の点検・維持管理を行います。

　主な経費
電気代　　　　　　　　38万円
楓江橋保守管理委託料　77万円

国からの交付金 2,275万円

南伊勢町の負担額 3,369万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
道路基盤の整備、公共交通機関の確保

道路の安全対策事業 3,192万円
（担当： 建設課土木係 ）

バスの利便性向上と利用促進事業 214万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

平成24年度にバス待合所の設置を予定している宿浦漁協前バス停

町営バス運行事業 1億1,091万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

自主運行バス

　南島・南勢ブロックを巡回する町営バス、それらの連絡を行う道方・五ヶ所バスセンター間
連絡バスなどの町営バスの運行を行います。また、町営バスのダイヤ改正などを行い、利便性
の向上を促進します。

　主な経費
自主運行バス運行
　　　　　業務委託料　1億1,076万円
回数券や定期券等の印刷　　 　9万円

　道路の安全性・快適性を確保するため、事故等の恐れがある危険箇所の現状回復のための維
持工事を行うとともに、地域住民と連携しながら道路の適切な維持管理を行います。

　主な経費
町単道維持工事　　2,000万円
道路維持管理委託料  800万円
町道除草委託料　　  125万円
道路付帯施設修繕費 　80万円
道路維持用原材料費　160万円

　地域公共交通会議を開催し利便性向上についての協議を行い、利用者の意見を取り入れた運
行を行います。また、バス停や待合所の整備や維持修繕を行い利用しやすい環境を整えます。

　主な経費
地域公共交通会議委員への
　　　　　　　報酬、費用弁償　18万円
バス停留所やバス回転場の
　　　　　　　用地賃借料　　　76万円
バス停トイレ管理委託料　　　　14万円
自主運行バス待合所設置工事　　88万円

バスの運賃収入や利用券

の販売収入 1,213万円

県からの補助金 1,225万円

南伊勢町の負担額 8,653万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
公共交通機関の確保、水資源の確保と安定供給

デマンドバス運行事業 3,688万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

平成23年度に実証実験
を行ったデマンドバス

簡易水道維持管理事業 5,352万円
（担当： 上下水道課水道係 ）

大江・道行簡易水道水源地

上水道維持管理事業 1億8,339万円
（担当： 上下水道課水道係 ）

穂原浄水場計装盤

　主な経費
職員給与費　　　　　　　　　1,773万円
電気代　　　　　　　　　　　2,400万円
水道管漏水等修繕料　　　　　1,700万円
建物や機械器具の減価償却費　7,795万円
企業債（借金）利息の償還　　1,278万円

デマンドバス運行業務
  委託料　 　　3,673万円
デマンドバス運行
  開始チラシ等の作成　10万円

　町民誰もが利用しやすい利便性の高い公共交通機関の確保を図るため、デマンドバス（予約
型運行バス）の運行を行います。なお、24年度は10月から運行を開始する予定ですので６ヶ月
分の運行経費となっています。

　主な経費

　町民に安心しておいしく飲める水道を利用していただくため、施設の維持管理や水質検査の
実施、また、新規給水申し込みに伴う水道配水管の新設を行います。

　主な経費
電気代　　　　　　　1,200万円
水道管漏水等修繕料　1,200万円
検針徴収手数料　　　　516万円
水質検査委託料　　　　461万円
施設管理委託料　　　　497万円

　町民に安心しておいしく飲める水道を利用していただくため、施設の維持管理や水質検査の
実施、また、新規給水申し込みに伴う水道配水管の新設を行います。

水道使用料 5,352万円

財 源

水道使用料 1億8,339万円

財 源

バスの運賃収入や利用券の販売収入 168万円

南伊勢町の負担額 3,520万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
道路基盤の整備、公共交通機関の確保

道路の安全対策事業 3,192万円
（担当： 建設課土木係 ）

バスの利便性向上と利用促進事業 214万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

平成24年度にバス待合所の設置を予定している宿浦漁協前バス停
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　主な経費
自主運行バス運行
　　　　　業務委託料　1億1,076万円
回数券や定期券等の印刷　　 　9万円
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　町民に安心しておいしく飲める水道を利用していただくため、施設の維持管理や水質検査の
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
町営住宅環境の整備、公園の充実

地域住宅整備・改善事業 2,722万円
（担当： 建設課建築係 ）

本年度町営住宅として改修を予定している贄浦の旧医師住宅

公園施設維持管理事業 29万円
（担当： 建設課建築係 ）

平成23年度に遊具の整備を行った五ヶ所児童公園

公園管理整備事業 97万円
（担当： 観光商工課観光交流係 ）

愛洲の里公園

光熱水費　　 　　　　　 　　25万円
修繕料　　　　　　　　　　　50万円
遊具点検委託料　　　　　　　12万円
愛洲の里公園除草剪定委託料　10万円

　憩いや遊びの場としていつでも気軽に利用できる公園として、遊具の安全管理や景観植栽等
の維持管理を行います。

　主な経費
光熱水費　　 　　　 　　9万円
修繕料　　　　　　　 　10万円
施設管理委託料　　　　　5万円
公園防虫駆除管理委託料　5万円

　誰もが安全に安心して快適に公園が利用できるよう、樹木の剪定や遊具の点検、修理等を行
います。

　地域住宅計画に基づいて公営住宅等長寿命化計画を策定し、ストック総合改善事業を計画的
に実施し町民の生活実態に適合した整備を進めます。また、24年度は厚生連より無償譲渡を受
ける旧医師住宅を改修し、町営住宅として整備します。

　主な経費
五ヶ所団地（前田A）ストック
　　　　　　　　　改善工事　810万円
贄浦町営住宅測量設計委託料　100万円
贄浦町営住宅整備工事  　　1,800万円

　主な経費

町営住宅使用料 1,416万円

国からの交付金 117万円

南伊勢町の負担額 1,189万円

（うち借金[町債] 140万円）

財 源
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
水資源の確保と安定供給、町営住宅環境の整備

簡易水道施設整備事業 8,768万円
（担当： 上下水道課水道係 ）

水道管敷設替の様子

上水道施設整備事業 2億4,309万円
（担当： 上下水道課水道係 ）

宿浦配水池

町営住宅維持管理事業 1,586万円
（担当： 建設課建築係 ）

　主な経費
住宅修繕料　　　　　　　700万円
浄化槽等保守管理委託料　125万円
下水接続工事　　　　　　500万円
解体撤去工事　　　　　　206万円

　安定的な給水の確保を図るため、老朽化した水道管や水道の基幹施設である浄水場、配水池
の更新、改良及び耐震化を主体とした施設整備を行います。24年度は相賀浦地区や宿田曽地区
などにおける上水道施設整備事業を行います。

　主な経費
宿浦・田曽浦地内配水管
　　　　　　　布設替工事　1億3,000万円
相賀浦地内水道管布設替工事　 2,500万円
木谷地内配水管布設替工事　　　 500万円
配水管布設替設計業務委託料　 1,400万円
企業債（借金）元金の償還　 　5,214万円

　安定的な給水の確保を図るため、老朽化した水道管や水道の基幹施設である浄水場、配水池
の更新、改良及び耐震化を主体とした施設整備を行います。

　主な経費
電気計装設備工事　　　　6,536万円
中継ポンプ場内整備工事　1,646万円
配水池場内整備工事　　　　518万円

　快適な住環境を維持するため、建物修繕や下水道接続工事等を行います。また、老朽化し、
使用できなくなった町営住宅は取り壊しを行います。

国からの補助金 2,898万円

南伊勢町の負担額 5,870万円

（うち借金[町債] 5,790万円）

財 源

工事負担金（下水工事に伴う

水道補償） 2,000万円

上水道の加入負担金 63万円

企業債（借金） 1億円

留保資金等 1億2,246万円

財 源

町営住宅使用料 1,584万円

県からの委託金 2万円

財 源
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まちづくりの目標④　政策4　生活基盤の整ったまちづくり
町営住宅環境の整備、公園の充実
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愛洲の里公園除草剪定委託料　10万円

　憩いや遊びの場としていつでも気軽に利用できる公園として、遊具の安全管理や景観植栽等
の維持管理を行います。

　主な経費
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修繕料　　　　　　　 　10万円
施設管理委託料　　　　　5万円
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　地域住宅計画に基づいて公営住宅等長寿命化計画を策定し、ストック総合改善事業を計画的
に実施し町民の生活実態に適合した整備を進めます。また、24年度は厚生連より無償譲渡を受
ける旧医師住宅を改修し、町営住宅として整備します。

　主な経費
五ヶ所団地（前田A）ストック
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町営住宅使用料 1,416万円
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（うち借金[町債] 140万円）

財 源
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木谷地内配水管布設替工事　　　 500万円
配水管布設替設計業務委託料　 1,400万円
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財 源

工事負担金（下水工事に伴う

水道補償） 2,000万円

上水道の加入負担金 63万円

企業債（借金） 1億円

留保資金等 1億2,246万円

財 源
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県からの委託金 2万円

財 源
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まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
情報の発信・共有

町政説明会事業 39万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

町政説明会の様子

広報紙発行事業 243万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

広報みなみいせ

広報に関する意識調査事業 70万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）
　町が行う情報発信の事業（広報紙発行事業、行政チャンネル放送事業、ホームページによる
情報発信）について意識調査のアンケートを行い、町民が感じていること、求めていることを
把握して、事業推進の指標とします。

　主な経費
返信用郵送料　　 　　62万円

　町民の意識や動向を的確に把握するため、きめ細やかな広報・広聴活動を行い、町政への反
映につなげていきます。

　主な経費
会場借上料　38万円

　町の条例、予算、政策、財政状況、その他町からの連絡事項などについて、月１回「広報み
なみいせ」を発行し、全戸配布します。

　主な経費
「広報みなみいせ」印刷費　241万円
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まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
情報の発信・共有

行政チャンネル放送事業 938万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

行政チャンネル「南伊勢町トピックス」のひとコマ

ホームページによる情報提供事業 0万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

南伊勢町ホームページ

情報公開事業 42万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）
　町民の知る権利を保障するとともに、町政の透明性を向上さすため、個人情報保護に留意し
ながら、行政情報は原則公開することを基本とし情報公開に取り組みます。また、職員研修な
どを実施し、職員の情報公開や個人情報保護についての意識を高めます。

　主な経費
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬　30万円
情報公開審査会委員旅費負担金　　　　　12万円

　町民と役場が情報の共有を図り、町民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、ケーブ
ルテレビの行政チャンネルにより町政情報や地域イベント情報、学校行事などの情報発信・情
報提供を行います。

　主な経費
ケーブルテレビ放送委託料　915万円

　ホームページを利用する全ての方が、必要な情報をいつでも手軽に確認できるように、情報
を迅速かつ正確に発信・公開することで、広報広聴活動を充実させます。また、イベントや教
室、観光情報を掲載することで、観光産業や町内の活性化につなげます。

　主な内容
ＩＴリーダー研修や個人研修の実施
定期的に内容を更新
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まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
情報の発信・共有

町政説明会事業 39万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

町政説明会の様子

広報紙発行事業 243万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

広報みなみいせ

広報に関する意識調査事業 70万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）
　町が行う情報発信の事業（広報紙発行事業、行政チャンネル放送事業、ホームページによる
情報発信）について意識調査のアンケートを行い、町民が感じていること、求めていることを
把握して、事業推進の指標とします。

　主な経費
返信用郵送料　　 　　62万円

　町民の意識や動向を的確に把握するため、きめ細やかな広報・広聴活動を行い、町政への反
映につなげていきます。

　主な経費
会場借上料　38万円

　町の条例、予算、政策、財政状況、その他町からの連絡事項などについて、月１回「広報み
なみいせ」を発行し、全戸配布します。

　主な経費
「広報みなみいせ」印刷費　241万円
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まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
情報の発信・共有

行政チャンネル放送事業 938万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

行政チャンネル「南伊勢町トピックス」のひとコマ

ホームページによる情報提供事業 0万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

南伊勢町ホームページ

情報公開事業 42万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）
　町民の知る権利を保障するとともに、町政の透明性を向上さすため、個人情報保護に留意し
ながら、行政情報は原則公開することを基本とし情報公開に取り組みます。また、職員研修な
どを実施し、職員の情報公開や個人情報保護についての意識を高めます。

　主な経費
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬　30万円
情報公開審査会委員旅費負担金　　　　　12万円

　町民と役場が情報の共有を図り、町民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、ケーブ
ルテレビの行政チャンネルにより町政情報や地域イベント情報、学校行事などの情報発信・情
報提供を行います。

　主な経費
ケーブルテレビ放送委託料　915万円

　ホームページを利用する全ての方が、必要な情報をいつでも手軽に確認できるように、情報
を迅速かつ正確に発信・公開することで、広報広聴活動を充実させます。また、イベントや教
室、観光情報を掲載することで、観光産業や町内の活性化につなげます。

　主な内容
ＩＴリーダー研修や個人研修の実施
定期的に内容を更新
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まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
情報の発信・共有、協働によるまちづくり

議会広報事業 138万円
（担当： 議会事務局議事係 ）

議会だより

地域づくり支援事業 96万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

地域づくり支援事業（話し合いの場）

コミュニティ支援事業 1,234万円
（担当： 総務課行政係 ）

　主な経費
各区への報償金　　　　　　　　　 　　380万円
区活動補助金　　　　　　　　　　 　　784万円
区長連絡協議会活動補助金　　　　　　　20万円
防犯灯、掲示板などの区施設への補助金　50万円

　行政と町民の情報の共有を図り、町民が親しみを持てるよう、より開かれたわかりやすい議
会をめざし、議会での審議内容を掲載した「議会だより」の発行や、ケーブルテレビの行政
チャンネルでの放送を充実するとともに、ホームページなどでの情報発信を行います。

　主な経費
「議会だより」印刷費　92万円
ケーブルテレビ委託料　46万円

　職員が地域に入り地域の人と一緒になって地域のことを考えることにより、地域自らも「自
分たちの地域のことは自分たちで考え何とかしよう」という意識を図ることにより、町民と役
場の協働によるまちづくりを進めます。また、地域づくりを行うことにより各地区の活性化に
つなげます。

　主な経費
地域づくりアドバイザーへの謝礼、
　　　　　　　　　　　費用弁償　70万円

　地域の自主的、主体的な活動を支援するため、各区組織の活動に対する運営支援や、各区組
織への情報提供、区長連絡協議会研修に対する助成等を行うとともに、各区組織が設置してい
る掲示板や防犯灯などの公共的施設の整備に対する支援を行います。

県からの交付金 129万円

南伊勢町の負担額 1,105万円

財 源
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まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
協働によるまちづくり

コミュニティセンター整備事業 1,072万円
（担当： 総務課管財係 ）

下水道接続工事を予定してる切原コミュニティセンター

コミュニティ活動支援事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

平成23年度に宝くじの助成金で整備を行ったコミュニティ備品

集会施設維持管理事業 996万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

本年度耐震補強工事を予定してる下津浦生活改善センター

　町民の憩いと交流の場であり、地域コミュニティ活動の自主的な活動拠点である集会施設の
維持管理を行います。また、耐震化が未実施の集会施設については耐震補強工事を実施しま
す。

　主な経費
集会施設管理委託料　　　 　30万円
生活改善センター耐震補強工事
　　　　（下津浦、道方）　966万円

　地域のコミュニティ活動の自主的な活動拠点となる集会施設の整備を行います。24年度は集
会施設の整備に向けた調査・設計を行います。

　主な経費
設計業務委託料　　　　　　　　764万円
下水道接続工事（切原、礫浦）　280万円

　コミュニティ活動への助成やまちづくり、地域づくりに関する情報提供や支援などを行うこ
とにより、地域社会の健全な発展につなげていきます。

　主な内容
地域づくりに関する情報提供
一般コミュニティ助成事業に
ついての申請や助成

南伊勢町の負担額 1,072万円

（うち借金[町債] 760万円）

財 源

南伊勢町の負担額 996万円

（うち借金[町債] 960万円）

財 源

- 81 -



まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
情報の発信・共有、協働によるまちづくり

議会広報事業 138万円
（担当： 議会事務局議事係 ）

議会だより

地域づくり支援事業 96万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

地域づくり支援事業（話し合いの場）

コミュニティ支援事業 1,234万円
（担当： 総務課行政係 ）

　主な経費
各区への報償金　　　　　　　　　 　　380万円
区活動補助金　　　　　　　　　　 　　784万円
区長連絡協議会活動補助金　　　　　　　20万円
防犯灯、掲示板などの区施設への補助金　50万円

　行政と町民の情報の共有を図り、町民が親しみを持てるよう、より開かれたわかりやすい議
会をめざし、議会での審議内容を掲載した「議会だより」の発行や、ケーブルテレビの行政
チャンネルでの放送を充実するとともに、ホームページなどでの情報発信を行います。

　主な経費
「議会だより」印刷費　92万円
ケーブルテレビ委託料　46万円

　職員が地域に入り地域の人と一緒になって地域のことを考えることにより、地域自らも「自
分たちの地域のことは自分たちで考え何とかしよう」という意識を図ることにより、町民と役
場の協働によるまちづくりを進めます。また、地域づくりを行うことにより各地区の活性化に
つなげます。

　主な経費
地域づくりアドバイザーへの謝礼、
　　　　　　　　　　　費用弁償　70万円

　地域の自主的、主体的な活動を支援するため、各区組織の活動に対する運営支援や、各区組
織への情報提供、区長連絡協議会研修に対する助成等を行うとともに、各区組織が設置してい
る掲示板や防犯灯などの公共的施設の整備に対する支援を行います。

県からの交付金 129万円

南伊勢町の負担額 1,105万円

財 源
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まちづくりの目標⑤　政策1　みんなで創るまちづくり
協働によるまちづくり

コミュニティセンター整備事業 1,072万円
（担当： 総務課管財係 ）

下水道接続工事を予定してる切原コミュニティセンター

コミュニティ活動支援事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

平成23年度に宝くじの助成金で整備を行ったコミュニティ備品

集会施設維持管理事業 996万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

本年度耐震補強工事を予定してる下津浦生活改善センター

　町民の憩いと交流の場であり、地域コミュニティ活動の自主的な活動拠点である集会施設の
維持管理を行います。また、耐震化が未実施の集会施設については耐震補強工事を実施しま
す。

　主な経費
集会施設管理委託料　　　 　30万円
生活改善センター耐震補強工事
　　　　（下津浦、道方）　966万円

　地域のコミュニティ活動の自主的な活動拠点となる集会施設の整備を行います。24年度は集
会施設の整備に向けた調査・設計を行います。

　主な経費
設計業務委託料　　　　　　　　764万円
下水道接続工事（切原、礫浦）　280万円

　コミュニティ活動への助成やまちづくり、地域づくりに関する情報提供や支援などを行うこ
とにより、地域社会の健全な発展につなげていきます。

　主な内容
地域づくりに関する情報提供
一般コミュニティ助成事業に
ついての申請や助成

南伊勢町の負担額 1,072万円

（うち借金[町債] 760万円）

財 源

南伊勢町の負担額 996万円

（うち借金[町債] 960万円）

財 源
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
総合計画を実現するための行政経営、行政経営改革の推進

総合計画実現に向けた行政経営事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

事務事業評価システム推進事業 0万円
（担当： 総務課行政係 ）

任期付き採用職員人件費 871万円
（担当： 総務課行政係 ）

職場ぐるみ町民サービス向上事業 172万円
（担当： 総務課行政係 ）

町民サービス向上研修の様子

　主な経費
任期付き職員人件費（共済費含む）　871万円

　町民サービス基本方針に基づいて、職場ぐるみで町民サービスを向上し続ける仕組みをつく
り、常に町民の立場に立った町民サービスを提供できるように職場風土を改善する取り組みを
行います。

　主な経費
研修委託料　 　147万円
研修に係る旅費　25万円

　施策、事業の目標、成果や費用対効果などを常に意識した行政経営を実施するために、総合
計画と事務事業評価、財政計画などそれぞれが連動し、一体的となる仕組みをつくり、総合計
画を着実に進めることのできる行政経営を目指します。また、役場組織のなかにおいて、町長
経営方針を定め、単年度ごとの施策、事業を進める体制づくりを行います。

　ＰＤＳマネジメントサイクルに基づく事務事業評価システムの確立を図ります。既存の事務
事業を必要性、妥当性、効果などの観点から総合的に検討し、継続や廃止などの必要な見直し
を行い、翌年度予算に反映させます。また、施策評価、事務事業評価の結果等の進捗に関する
情報などを町民に積極的に公表し、情報の共有を行います。

　町民の信頼が得られるよう、法令を遵守し、公平・公正・透明な職務を遂行するための取り
組みです。弁護士を任期付き職員として採用し、常勤することにより職員の法務能力の向上と
業務プロセスの改善を図ります。
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
総合計画を実現するための行政経営、行政経営改革の推進

行政経営改革プラン策定・推進事業 0万円
（担当： 総務課行政係 ）

人材育成事業 130万円
（担当： 総務課行政係 ）

職員研修の様子

電子データ遠隔地保管事業 138万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

電子媒体の輸送ケース

窓口業務改善事業 0万円
（担当： 総務課行政係 ）

※総合窓口システム使用料142万円は情報システム運用事業で予算計上しています。

　戸籍システムなどの電算システムのデータが災害等により損失した場合などを想定して、電
算システムにおける業務の継続が可能となるように、バックアップしたデータを遠隔地へ保管
します。

　主な経費
電子データ遠隔地保管業務委託料　138万円

　住民異動届けに連動して発生する業務（サービス）を、必要なときに必要なかたちで確実に
提供できる窓口体制をつくります。24年度は総合窓口システムの導入と南島庁舎総合窓口及び
各出張所におけるワンストップサービスを実施します。

　総合計画を実現するために、新たに行政経営改革プランを策定し、着実に進めます。また、
質、量ともに増大する行政需要に対応するために効率的な行政運営を基本に計画的な定員管理
を行うため定員適正化計画を策定します。

　主な内容

　総合計画の実現に向けて、人材育成のための計画・方針を策定し、常に町民の立場に立っ
て、目的意識と高い意欲を持って業務に取り組む職員を育成します。

　主な経費
講師謝金　　　　50万円
職員研修旅費　　50万円
職員研修負担金　30万円

事務内容・業務量調査に基づき各課の事務事業の分担や
所掌事務についての見直しの検討
定員適正化計画、行政経営改革プランの策定
組織機構の見直しの検討

津波から安全な遠隔地

役場

データセンターの利用や電子媒

体の保管によるバックアップ
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
総合計画を実現するための行政経営、行政経営改革の推進

総合計画実現に向けた行政経営事業 0万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

事務事業評価システム推進事業 0万円
（担当： 総務課行政係 ）

任期付き採用職員人件費 871万円
（担当： 総務課行政係 ）

職場ぐるみ町民サービス向上事業 172万円
（担当： 総務課行政係 ）

町民サービス向上研修の様子

　主な経費
任期付き職員人件費（共済費含む）　871万円

　町民サービス基本方針に基づいて、職場ぐるみで町民サービスを向上し続ける仕組みをつく
り、常に町民の立場に立った町民サービスを提供できるように職場風土を改善する取り組みを
行います。

　主な経費
研修委託料　 　147万円
研修に係る旅費　25万円

　施策、事業の目標、成果や費用対効果などを常に意識した行政経営を実施するために、総合
計画と事務事業評価、財政計画などそれぞれが連動し、一体的となる仕組みをつくり、総合計
画を着実に進めることのできる行政経営を目指します。また、役場組織のなかにおいて、町長
経営方針を定め、単年度ごとの施策、事業を進める体制づくりを行います。

　ＰＤＳマネジメントサイクルに基づく事務事業評価システムの確立を図ります。既存の事務
事業を必要性、妥当性、効果などの観点から総合的に検討し、継続や廃止などの必要な見直し
を行い、翌年度予算に反映させます。また、施策評価、事務事業評価の結果等の進捗に関する
情報などを町民に積極的に公表し、情報の共有を行います。

　町民の信頼が得られるよう、法令を遵守し、公平・公正・透明な職務を遂行するための取り
組みです。弁護士を任期付き職員として採用し、常勤することにより職員の法務能力の向上と
業務プロセスの改善を図ります。
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
総合計画を実現するための行政経営、行政経営改革の推進

行政経営改革プラン策定・推進事業 0万円
（担当： 総務課行政係 ）

人材育成事業 130万円
（担当： 総務課行政係 ）

職員研修の様子

電子データ遠隔地保管事業 138万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

電子媒体の輸送ケース

窓口業務改善事業 0万円
（担当： 総務課行政係 ）

※総合窓口システム使用料142万円は情報システム運用事業で予算計上しています。

　戸籍システムなどの電算システムのデータが災害等により損失した場合などを想定して、電
算システムにおける業務の継続が可能となるように、バックアップしたデータを遠隔地へ保管
します。

　主な経費
電子データ遠隔地保管業務委託料　138万円

　住民異動届けに連動して発生する業務（サービス）を、必要なときに必要なかたちで確実に
提供できる窓口体制をつくります。24年度は総合窓口システムの導入と南島庁舎総合窓口及び
各出張所におけるワンストップサービスを実施します。

　総合計画を実現するために、新たに行政経営改革プランを策定し、着実に進めます。また、
質、量ともに増大する行政需要に対応するために効率的な行政運営を基本に計画的な定員管理
を行うため定員適正化計画を策定します。

　主な内容

　総合計画の実現に向けて、人材育成のための計画・方針を策定し、常に町民の立場に立っ
て、目的意識と高い意欲を持って業務に取り組む職員を育成します。

　主な経費
講師謝金　　　　50万円
職員研修旅費　　50万円
職員研修負担金　30万円

事務内容・業務量調査に基づき各課の事務事業の分担や
所掌事務についての見直しの検討
定員適正化計画、行政経営改革プランの策定
組織機構の見直しの検討

津波から安全な遠隔地

役場

データセンターの利用や電子媒

体の保管によるバックアップ
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
健全な財政運営

財政運営事業 0万円
（担当： 行政経営課財政係 ）

収納率向上事業 0万円
（担当： 税務課課税係・徴収対策係 ）

ふるさと納税推進事業 51万円
（担当： 行政経営課政策係 ）

ふるさと納税者へのお礼用産品の例（南伊勢ブランド）

ふるさと納税者へのお礼用産品　　38万円
ふるさと納税支払システム使用料 　7万円
ふるさと納税支払システム
　　　　　 クレジット決済手数料　1万円

　効率的・効果的な財政運営を図るため、予算を総合計画の単年度計画として位置づけ予算編
成を行うとともに事務事業評価の結果を予算編成に反映させることによって、公共事業の適正
な実施と重点化を図り、財源の効果的配分につなげます。また、町債を財源とする事業を十分
精査し、町債の発行を抑制するとともに、後年度の財政措置がある有利な町債を有効活用する
ことにより、将来の財政運営を圧迫しないよう管理していきます。

　税に対する理解を深めていただくとともに、従来からの納付方法に加え納税者が納付しやす
い環境の整備を推進することにより徴収率の向上を図り、自主財源の確保に努めます。

　主な内容
電話による催告及び夜間訪問による滞納整理の実施

日曜、夜間（毎週）窓口の開設
※

広報紙、ホームページを活用した税の情報提供

※日曜窓口は３月末と４月初めの日曜日に開庁します。
また、夜間窓口は毎週月曜日に午後７時まで延長します。
但し、月曜日が祝日の場合は実施いたしません。

　ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいと思う方々に、ふるさと納税制度を利用して
町を応援していただけるようＰＲ等を行います。また、まちの応援者を増やしていけるよう、
ふるさと応援寄付を町のホームページ上から申込みができ、クレジットカードによる支払いが
できるシステムを運営します。

　主な経費

- 85 -

まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
行政経営改革の推進、健全な財政運営

情報システム運用事業 1億1,750万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

役場OA室

基金管理事業 7,282万円
（担当： 会計課会計係、行政経営課政策係、福祉課健康増進係、防災課防災係　）

財政にかかる情報提供事業 174万円
（担当： 行政経営課財政係 ）

平成24年度南伊勢町予算説明書

　町の予算を分かりやすく解説した「南伊勢町予算説明書-もっと知りたいみんなの予算-」を
作成し全戸に配布するとともに、町政説明会の機会や広報紙・ホームページを活用し町の予
算、決算、財政状況等の情報提供を行います。

　主な経費
分かりやすい予算説明書の印刷費　174万円

ＣＡＴＶネットワーク使用料　　　551万円
住民情報システム使用料　　　　2,867万円
ホームページサーバ機器
　　　　　更新業務委託料　　　　365万円
内部情報系システム再構築
　　　　　運用保守業務委託料　4,012万円
内部情報系電算機器備品購入　　3,062万円

　行政サービスのより一層の効率化、迅速化を図るため、住民情報用のコンピューターや財務
会計等の内部情報システムなどのシステムの定期的な更新や更改を行います。また、個人情報
漏えい防止などの情報セキュリティのための職員研修などを行います。

　主な経費

　基金の確実かつ効率的な運用を行います。また、預金利子や各種基金の積み立てを行いま
す。

　主な経費
預金利子の積立金　　　　　105万円
町債管理基金積立金　　　　947万円
ふるさと応援基金積立金　　100万円
医療対策特別基金積立金　5,130万円
災害援護基金積立金　　　1,000万円

預金利子収入 105万円

ふるさと応援寄付金 100万円

南伊勢町の負担額 7,077万円

（うち借金[町債] 5,130万円）

財 源
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
健全な財政運営
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ふるさと納税者へのお礼用産品の例（南伊勢ブランド）

ふるさと納税者へのお礼用産品　　38万円
ふるさと納税支払システム使用料 　7万円
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　効率的・効果的な財政運営を図るため、予算を総合計画の単年度計画として位置づけ予算編
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な実施と重点化を図り、財源の効果的配分につなげます。また、町債を財源とする事業を十分
精査し、町債の発行を抑制するとともに、後年度の財政措置がある有利な町債を有効活用する
ことにより、将来の財政運営を圧迫しないよう管理していきます。
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
健全な財政運営

町有財産維持管理事業 50万円
（担当： 総務課管財係 ）

庁舎等維持管理事業 1,683万円
（担当： 総務課管財係 ）

本年度省エネ照明の整備を予定している南勢庁舎事務フロア

入札制度改善事業 36万円
（担当： 総務課管財係 ）

空調やエレベーター等の
　　　　　庁舎管理業務委託料　632万円
火災保険料（２６５件）　　　　411万円
庁舎等維持管理修繕費　　　　　130万円
南勢庁舎事務フロアー
　　　　照明器具取替工事　　　424万円

　町が行っている入札の調整・執行を行うとともに、町が行っている入札及び契約の手続きに
おける更なる公平、透明性の確保、公正な競争の促進、不正行為の排除の徹底、工事などの適
正な施工の確保を図るため、南伊勢町入札等検討委員会による入札などのあり方の検討を行い
ます。

　主な経費
入札参加資格登録共同化委託料　25万円
業者管理システム保守料　　　　11万円

　町が所有している未利用地や、その目的が達成された施設などについては調査・整理を実施
し、実態を把握したうえで売却や貸付を検討します。また、当面において具体的な利用計画の
ない土地や建物及び施設の統廃合により生じる余剰施設についても、町民開放や一時貸付等有
効的な活用を検討します。

　主な経費
所有権移転等の登記手数料　50万円

　安全かつ快適に使用できるよう庁舎や出張所の維持管理を行います。保守点検を実施してい
るものは計画的に修繕等を実施しますが、他に支障が発生したものについては速やかに対応し
ます。また、施設改修工事が必要となるものについても計画的に整備を進めていきます。24年
度は南勢庁舎事務フロアーの照明器具取替工事を行います。

　主な経費
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総合計画の政策体系に基づかない経費
議会関連の事務、行政委員会等の事務

議会運営事業 451万円
（担当： 議会事務局議事係 ）

議会開催の様子

特別委員会運営事業 36万円
（担当： 議会事務局議事係 ）

議会広報特別委員会研修視察の様子

監査委員運営事業 123万円
（担当： 議会事務局議事係 ）

農業委員会調整事務 420万円
（担当： 水産農林課農林係 ）

監査委員への報酬、費用弁償　74万円

　農業委員会を運営するうえで必要となる内部管理経費です。

　本会議、臨時会及びその他委員会の円滑な運営に必要となる経費です。また、議員研修や職
員研修、先進地視察を実施します。

　主な経費
議会会議録調整事務委託料　　　128万円
議員行政視察や研修等の旅費等　186万円
議長会負担金　　　　　　　 　　80万円

　必要に応じ、議会の議決により特別委員会を設置し、特定の事業に関する付議事件の審査・
調査を行います。

　主な経費
農業委員会委員への報酬、費用弁償　333万円
県農業会議負担金　　　　　　 　　　30万円

　主な経費
議会広報特別委員会研修視察の旅費　35万円

　監査計画に基づき、財務会計の適正な執行及び財産の適正管理に努めるよう監視・助言を行
い、町民に対してその結果を公表します。

　主な経費
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まちづくりの目標⑤　政策2　信頼される行政経営
健全な財政運営
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議長会負担金　　　　　　　 　　80万円

　必要に応じ、議会の議決により特別委員会を設置し、特定の事業に関する付議事件の審査・
調査を行います。

　主な経費
農業委員会委員への報酬、費用弁償　333万円
県農業会議負担金　　　　　　 　　　30万円

　主な経費
議会広報特別委員会研修視察の旅費　35万円

　監査計画に基づき、財務会計の適正な執行及び財産の適正管理に努めるよう監視・助言を行
い、町民に対してその結果を公表します。

　主な経費
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総合計画の政策体系に基づかない経費
行政委員会等の事務

選挙管理委員会事務 25万円
（担当： 総務課行政係 ）

明るい選挙推進事務 6万円
（担当： 総務課行政係 ）

明るい選挙啓発ポスター

農業委員会委員選挙事務 312万円
（担当： 総務課行政係 ）

三重海区漁業調整委員会委員選挙事務 433万円
（担当： 総務課行政係 ）

　主な経費
投票管理者や立会人等への報酬、費用弁償　137万円
期日前投票、投開票事務手当　　　　　　　195万円
電算業務委託料　　　　　　　　　　　 　　25万円

　平成24年度執行の農業委員会委員選挙の執行に係る事務経費です。

　主な経費
投票管理者や立会人等への報酬、費用弁償　88万円
期日前投票、投開票事務手当　　　　 　　139万円
電算業務委託料　　　　　　　　　　　　　25万円

　平成24年度執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙の執行に係る事務経費です。

　主な経費
入賞者賞品及び応募者記念品　6万円

　選挙管理委員会運営のための内部管理経費です。

　主な経費
選挙管理委員への報酬、費用弁償　15万円
電算業務委託料　　　　　　 　　　9万円

　選挙啓発のための経費で、小中学生に対しての啓発ポスター募集や審査を行っています。

県からの委託金 430万円

南伊勢町の負担額 3万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
災害復旧事業、その他の事務

公共土木施設災害復旧事業 543万円
（担当： 建設課土木係 ）

公用車維持管理事務 1,390万円
（担当： 総務課行政係 ）

役場公用車

出張所管理事務 163万円
（担当： 総務課行政係 ）

鵜倉出張所

常備消防事務 3億6,012万円
（担当： 防災課防災係 ）

光熱水費　　　　　63万円
電話代等の通信費　48万円
コピー機使用料　　36万円

　志摩地区及び紀勢地区において消防事務を共同処理する一部事務組合への負担金です。

　主な経費
志摩広域消防組合負担金　　　1億7,333万円
紀勢地区広域消防組合負担金　1億8,679万円

　平成23年度台風１２号及び豪雨による町道下塚谷線の道路路肩決壊等にかかる災害復旧工事
を行います。

　主な経費
災害復旧工事　540万円

　職員による定期点検や清掃を実施します。また、町内の登録業者へ車検及び修理を依頼し車
両の維持管理に努めます。

　主な経費
燃料費（４２台）　　　　594万円
車検費用（２６台）　　　328万円
任意保険料（１３８台）　301万円
公用車リース料（２台）　 88万円

　４つの出張所にかかる内部管理経費です。

　主な経費

国からの負担金 360万円

南伊勢町の負担額 183万円

（うち借金[町債] 160万円）

財 源

南伊勢町の負担額 3億6,012万円

（うち借金[町債] 1,230万円）

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
行政委員会等の事務

選挙管理委員会事務 25万円
（担当： 総務課行政係 ）

明るい選挙推進事務 6万円
（担当： 総務課行政係 ）

明るい選挙啓発ポスター

農業委員会委員選挙事務 312万円
（担当： 総務課行政係 ）

三重海区漁業調整委員会委員選挙事務 433万円
（担当： 総務課行政係 ）

　主な経費
投票管理者や立会人等への報酬、費用弁償　137万円
期日前投票、投開票事務手当　　　　　　　195万円
電算業務委託料　　　　　　　　　　　 　　25万円

　平成24年度執行の農業委員会委員選挙の執行に係る事務経費です。

　主な経費
投票管理者や立会人等への報酬、費用弁償　88万円
期日前投票、投開票事務手当　　　　 　　139万円
電算業務委託料　　　　　　　　　　　　　25万円

　平成24年度執行の三重海区漁業調整委員会委員選挙の執行に係る事務経費です。

　主な経費
入賞者賞品及び応募者記念品　6万円

　選挙管理委員会運営のための内部管理経費です。

　主な経費
選挙管理委員への報酬、費用弁償　15万円
電算業務委託料　　　　　　 　　　9万円

　選挙啓発のための経費で、小中学生に対しての啓発ポスター募集や審査を行っています。

県からの委託金 430万円

南伊勢町の負担額 3万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
災害復旧事業、その他の事務

公共土木施設災害復旧事業 543万円
（担当： 建設課土木係 ）

公用車維持管理事務 1,390万円
（担当： 総務課行政係 ）

役場公用車

出張所管理事務 163万円
（担当： 総務課行政係 ）

鵜倉出張所

常備消防事務 3億6,012万円
（担当： 防災課防災係 ）

光熱水費　　　　　63万円
電話代等の通信費　48万円
コピー機使用料　　36万円

　志摩地区及び紀勢地区において消防事務を共同処理する一部事務組合への負担金です。

　主な経費
志摩広域消防組合負担金　　　1億7,333万円
紀勢地区広域消防組合負担金　1億8,679万円

　平成23年度台風１２号及び豪雨による町道下塚谷線の道路路肩決壊等にかかる災害復旧工事
を行います。

　主な経費
災害復旧工事　540万円

　職員による定期点検や清掃を実施します。また、町内の登録業者へ車検及び修理を依頼し車
両の維持管理に努めます。

　主な経費
燃料費（４２台）　　　　594万円
車検費用（２６台）　　　328万円
任意保険料（１３８台）　301万円
公用車リース料（２台）　 88万円

　４つの出張所にかかる内部管理経費です。

　主な経費

国からの負担金 360万円

南伊勢町の負担額 183万円

（うち借金[町債] 160万円）

財 源

南伊勢町の負担額 3億6,012万円

（うち借金[町債] 1,230万円）

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
その他の事務

基幹統計調査事務 83万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

障害程度区分認定審査会共同設置事務 72万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険認定審査会共同設置事務 4,359万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険審査支払事務 156万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

　統計法に基づいて実施される国勢調査や人口推計調査などの「基幹統計調査」の調査事務
を、国からの委託を受け町が行います。

　主な経費
工業統計調査　　　　　13万円
就業構造基本調査　　　31万円
住宅・土地統計調査　　11万円
経済センサス活動調査　24万円
人口推計調査　　　 　　4万円

　国保連合会における介護保険給付の審査支払いに対し手数料を支払います。

　主な経費
審査支払手数料　156万円

　度会広域連合で障害程度区分認定審査会を設置しています。月に一度、審査会を開催し、障
害程度区分を認定しているほか、サービスの支給量や困難事例などを審査会に諮問していま
す。

　主な経費
障害程度区分認定審査会負担金　72万円

　度会町、大紀町、南伊勢町の３町が要介護認定の審査事務を共同で行います。

　主な経費
度会広域連合への負担金　4,359万円

国からの委託金 82万円

南伊勢町の負担額 1万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 28万円

支払基金交付金（40歳から64歳の方が納めた保険料） 47万円

国・県からの負担金等 62万円

南伊勢町の負担額 19万円

財 源

- 90 -

総合計画の政策体系に基づかない経費
その他の事務

住宅新築資金等貸付償還事務 15万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

老人保健給付事務 111万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

庶務事務 2,036万円
（担当： 全課 ）

会計課　　 　70万円
総務課　　7,690万円
税務課　　3,405万円
住民生活課2,619万円
医療保険課　521万円
行政経営課　 20万円
福祉課　　　229万円
水産農林課1,099万円
観光商工課　　6万円
建設課　　　203万円
教育委員会1,099万円

　各課及び各特別会計の消耗品費や電算システムなどの内部管理経費、また、一部事務組合や
関係団体への負担金などです。

　主な経費
国民健康保険特別会計　1,739万円
後期高齢者医療特別会計　425万円
介護保険特別会計　　　　940万円
簡易水道事業特別会計　　249万円
下水道事業特別会計　　　 46万円

　住宅新築資金等貸付事業は、平成23年度で起債の償還が終了しましたが、未回収となってい
る貸付金の回収を行います。

　主な経費
電算業務委託料　　　　　　　　　　　　　　4万円
郵送料　　　　　　　　　　　　　　　　　　2万円
三重県住環境整備事業推進協議会等への会費　4万円

　老人保健制度は平成19年度で終了していますが、過年度分で診療報酬の返還等があった場合
に清算を行います。

　主な経費
医療給付費　110万円

県からの補助金 15万円

財 源

国・県からの補助金等 7万円

その他 1,710万円

南伊勢町の負担額 319万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
その他の事務

基幹統計調査事務 83万円
（担当： 行政経営課広報情報係 ）

障害程度区分認定審査会共同設置事務 72万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険認定審査会共同設置事務 4,359万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

介護保険審査支払事務 156万円
（担当： 医療保険課介護支援係 ）

　統計法に基づいて実施される国勢調査や人口推計調査などの「基幹統計調査」の調査事務
を、国からの委託を受け町が行います。

　主な経費
工業統計調査　　　　　13万円
就業構造基本調査　　　31万円
住宅・土地統計調査　　11万円
経済センサス活動調査　24万円
人口推計調査　　　 　　4万円

　国保連合会における介護保険給付の審査支払いに対し手数料を支払います。

　主な経費
審査支払手数料　156万円

　度会広域連合で障害程度区分認定審査会を設置しています。月に一度、審査会を開催し、障
害程度区分を認定しているほか、サービスの支給量や困難事例などを審査会に諮問していま
す。

　主な経費
障害程度区分認定審査会負担金　72万円

　度会町、大紀町、南伊勢町の３町が要介護認定の審査事務を共同で行います。

　主な経費
度会広域連合への負担金　4,359万円

国からの委託金 82万円

南伊勢町の負担額 1万円

財 源

介護保険料（65歳以上の方が納めた保険料） 28万円

支払基金交付金（40歳から64歳の方が納めた保険料） 47万円

国・県からの負担金等 62万円

南伊勢町の負担額 19万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
その他の事務

住宅新築資金等貸付償還事務 15万円
（担当： 住民生活課生活安全係 ）

老人保健給付事務 111万円
（担当： 医療保険課国保医療係 ）

庶務事務 2,036万円
（担当： 全課 ）

会計課　　 　70万円
総務課　　7,690万円
税務課　　3,405万円
住民生活課2,619万円
医療保険課　521万円
行政経営課　 20万円
福祉課　　　229万円
水産農林課1,099万円
観光商工課　　6万円
建設課　　　203万円
教育委員会1,099万円

　各課及び各特別会計の消耗品費や電算システムなどの内部管理経費、また、一部事務組合や
関係団体への負担金などです。

　主な経費
国民健康保険特別会計　1,739万円
後期高齢者医療特別会計　425万円
介護保険特別会計　　　　940万円
簡易水道事業特別会計　　249万円
下水道事業特別会計　　　 46万円

　住宅新築資金等貸付事業は、平成23年度で起債の償還が終了しましたが、未回収となってい
る貸付金の回収を行います。

　主な経費
電算業務委託料　　　　　　　　　　　　　　4万円
郵送料　　　　　　　　　　　　　　　　　　2万円
三重県住環境整備事業推進協議会等への会費　4万円

　老人保健制度は平成19年度で終了していますが、過年度分で診療報酬の返還等があった場合
に清算を行います。

　主な経費
医療給付費　110万円

県からの補助金 15万円

財 源

国・県からの補助金等 7万円

その他 1,710万円

南伊勢町の負担額 319万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
事務事業の執行に直接用いられない経費

職員人件費 16億6,371万円
（担当： 総務課行政係 ）

議員人件費 6,716万円
（担当： 議会事務局庶務係 ）

特別会計繰出金・負担金 13億6,523万円
（担当： 医療保険課国保医療係・介護支援係、福祉課健康増進係、上下水道課水道係・生活排水係）

国民健康保険特別会計繰出金　　 　　1億5,797万円
介護保険特別会計繰出金　　　　　 　2億8,994万円
後期高齢者医療特別会計繰出金　 　　3億1,837万円
病院事業会計負担金　　　　　　　 　1億8,000万円
簡易水道事業特別会計繰出金　　　　　　5,095万円
下水道事業特別会計繰出金　　　　 　3億4,837万円
戸別合併処理浄化槽事業特別会計繰出金　1,963万円

　主な経費
議員人件費　6,716万円

　特別会計や企業会計に対する繰出金、負担金です。

　主な経費

　特別職、一般職の給料、職員手当、共済費、退職手当組合負担金等です。
（公営企業会計分の職員人件費、選挙にかかる手当、任期付採用職員人件費は除いていま
す。）

　主な経費
職員人件費　16億6,371万円

　議員の報酬、期末手当、共済費です。

保育料や諸証明手数料等の収入 3,481万円

国・県からの交付金等 2,116万円

南伊勢町の負担額 16億 774万円

財 源

国･県からの負担金等 1億1,157万円

南伊勢町の負担額 12億5,366万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
事務事業の執行に直接用いられない経費

特別会計基金積立金 5万円
（担当： 医療保険課国保医療係・介護支援係、上下水道課水道係 ）

償還元金・利子 15億2,293万円
（担当： 行政経営課財政係、医療保険課国保医療係・介護支援係、上下水道課水道係・生活排水係）

予備費 3,500万円
（担当： 行政経営課財政係、医療保険課国保医療係・介護支援係 ）

　主な経費
一般会計予備費　　　　　　　1,000万円
国民健康保険特別会計予備費　1,500万円
介護保険特別会計予備費　　　1,000万円

一般会計元金及び利子　　　　　　　　　  11億4,945万円
国民健康保険特別会計利子　　　　　　　　　　　　8万円
介護保険特別会計利子　　　　　　　　　　　　　　1万円
後期高齢者医療特別会計利子　　　　　　　　　　　7万円
簡易水道事業特別会計元金及び利子　　　　　　7,451万円
下水道事業特別会計元金及び利子　　 　　　2億8,778万円
戸別合併処理浄化槽事業特別会計元金及び利子　1,103万円

　

　主な経費
国民健康保険特別会計財政調整基金積立金　　　1万円
介護保険特別会計介護保険給付準備基金積立金　3万円
簡易水道事業特別会計財政調整基金積立金　　　1万円

　過去に借り入れた町債の元金及び利子の償還と一時借入を行った際に支払う利子です。

　主な経費

　事務事業の執行に直接用いられない、予想していなかった予算外の支出や予算超過になった
場合に充てるための経費です。

預金利子収入 5万円

財 源

県からの補助金 99万円

南伊勢町の負担額 15億2,194万円

（うち貯金[基金] 531万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
事務事業の執行に直接用いられない経費

職員人件費 16億6,371万円
（担当： 総務課行政係 ）

議員人件費 6,716万円
（担当： 議会事務局庶務係 ）

特別会計繰出金・負担金 13億6,523万円
（担当： 医療保険課国保医療係・介護支援係、福祉課健康増進係、上下水道課水道係・生活排水係）

国民健康保険特別会計繰出金　　 　　1億5,797万円
介護保険特別会計繰出金　　　　　 　2億8,994万円
後期高齢者医療特別会計繰出金　 　　3億1,837万円
病院事業会計負担金　　　　　　　 　1億8,000万円
簡易水道事業特別会計繰出金　　　　　　5,095万円
下水道事業特別会計繰出金　　　　 　3億4,837万円
戸別合併処理浄化槽事業特別会計繰出金　1,963万円

　主な経費
議員人件費　6,716万円

　特別会計や企業会計に対する繰出金、負担金です。

　主な経費

　特別職、一般職の給料、職員手当、共済費、退職手当組合負担金等です。
（公営企業会計分の職員人件費、選挙にかかる手当、任期付採用職員人件費は除いていま
す。）

　主な経費
職員人件費　16億6,371万円

　議員の報酬、期末手当、共済費です。

保育料や諸証明手数料等の収入 3,481万円

国・県からの交付金等 2,116万円

南伊勢町の負担額 16億 774万円

財 源

国･県からの負担金等 1億1,157万円

南伊勢町の負担額 12億5,366万円

財 源
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総合計画の政策体系に基づかない経費
事務事業の執行に直接用いられない経費

特別会計基金積立金 5万円
（担当： 医療保険課国保医療係・介護支援係、上下水道課水道係 ）

償還元金・利子 15億2,293万円
（担当： 行政経営課財政係、医療保険課国保医療係・介護支援係、上下水道課水道係・生活排水係）

予備費 3,500万円
（担当： 行政経営課財政係、医療保険課国保医療係・介護支援係 ）

　主な経費
一般会計予備費　　　　　　　1,000万円
国民健康保険特別会計予備費　1,500万円
介護保険特別会計予備費　　　1,000万円

一般会計元金及び利子　　　　　　　　　  11億4,945万円
国民健康保険特別会計利子　　　　　　　　　　　　8万円
介護保険特別会計利子　　　　　　　　　　　　　　1万円
後期高齢者医療特別会計利子　　　　　　　　　　　7万円
簡易水道事業特別会計元金及び利子　　　　　　7,451万円
下水道事業特別会計元金及び利子　　 　　　2億8,778万円
戸別合併処理浄化槽事業特別会計元金及び利子　1,103万円

　

　主な経費
国民健康保険特別会計財政調整基金積立金　　　1万円
介護保険特別会計介護保険給付準備基金積立金　3万円
簡易水道事業特別会計財政調整基金積立金　　　1万円

　過去に借り入れた町債の元金及び利子の償還と一時借入を行った際に支払う利子です。

　主な経費

　事務事業の執行に直接用いられない、予想していなかった予算外の支出や予算超過になった
場合に充てるための経費です。

預金利子収入 5万円

財 源

県からの補助金 99万円

南伊勢町の負担額 15億2,194万円

（うち貯金[基金] 531万円

財 源
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資料編

平成24年度の予算の概要について

町の借入金（町債）はどのくらいあるのですか？

町の積立金（基金）はどのくらいあるのですか？

町の財政は健全ですか？

町の補助金等はどのようなところに使われていますか？

平成２2年度にはどのくらいお金が使われたのですか？（町の決算）

まちづくりの政策体系と総合計画実現に向けてのスケジュール

   （南伊勢町総合計画「絆プラン」より抜粋）

町内38地区図
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平成24年度の予算の概要について

■全会計予算　149億1,758万円
（前年度に比べ16億7,871万円の減額）

一般会計 77億8,418万円

国民健康保険 25億2,935万円

介護保険 17億6,624万円

後期高齢者医療 4億5,508万円

戸別合併処理浄化槽事業 6,307万円

下水道事業 7億0,002万円

簡易水道事業 2億3,261万円

上水道事業 4億2,648万円

病院事業 9億6,056万円

○平成24年度一般会計歳出予算の内訳

前年度（H23）一般会計

歳出予算額 89億3,984万円

一般会計

52%

国民健康

保険

17%

介護保険

12%

後期高齢

者医療

3%

戸別合併

処理浄化

槽事業
0%

下水道事

業

5%

簡易水道

事業

2%

上水道事

業

3%

病院事業

6%

議会費

8,933万円
1%

総務費

11億6,857
万円
15%

民生費

19億2,050
万円
25%

衛生費

8億8,836万
円
11%農林水産業

費

3億5,866万
円
5%

商工費

9,556万円
1%

土木費

5億7,034万
円
7%

消防費

6億3,383万
円
8%

教育費

8億9,915万
円
12%

災害復旧費

543万円
0%

公債費

11億4,945
万円
15%

予備費

1,000万円
0%

議会費

1億1,317
万円
1%

総務費

11億8,729
万円
13%

民生費

20億7,424
万円

23%衛生費

19億2,908
万円
22%

農林水産

業費

7億1,414
万円

8%

商工費

1億321万
円
1%

土木費

6億418万
円
7%

消防費

4億7,172
万円
5%

教育費

5億3,559
万円
6%

災害復旧

費 1万円
0%

公債費

11億9,723
万円
14%

予備費

1,000万円
0%

平成24年度の予算額は、前年に比べ11億
5,566万円の減額（12.9％）になりました。
科目では民生費が最も多く、総務費、公債

費、教育費が続きます。

科目の伸び率は教育費が最も多いですが、

これは小中学校統廃合推進・施設整備事業に

よる増（事業費2億9,582万円：前年度比3億
6,356万円の増）の要因が主なものです。

歳出予算額 77億8,418万円

※人件費は各科目に振り分けて計上して

います。
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資料編

平成24年度の予算の概要について

町の借入金（町債）はどのくらいあるのですか？

町の積立金（基金）はどのくらいあるのですか？

町の財政は健全ですか？

町の補助金等はどのようなところに使われていますか？

平成２2年度にはどのくらいお金が使われたのですか？（町の決算）

まちづくりの政策体系と総合計画実現に向けてのスケジュール

   （南伊勢町総合計画「絆プラン」より抜粋）

町内38地区図
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○平成24年度一般会計歳入予算の内訳

　　　歳入予算額　77億8,418万円

H24

町税  10億2,868万円

基金などからの繰入金　2,912万円

使用料及び手数料　5,604万円

財産収入など　1億6,920万円

地方交付税　47億円

地方譲不税　8,500万円

その他の交付金　1億3,610万円

国・県支出金　8億2,507万円

分担金及び負担金　5,317万円

町債（借入金）　7億180万円

H23

町税  9億8,358万円

使用料及び手数料　5,749万円

前年度（H23）一般会計

歳入予算額　89億3,984万円

　町税についての平成２３年度当初予算との比較では、国の税制改正などの
要因により、４．６％の増を見込みました。
　また、国の財政運営戦略及び中期財政フレームにより、地方交付税や各種
交付金などが確保されていますが、社会保障関係費の自然増が見込まれる
中、長期的にみるとこうした財源も楽観視できない状況です。
　事業の財源にあてる今年度の町債（借入金）は、7億180万円を見込みま
した。この中には、本来国が交付金などの形で自治体に交付しなければなら
ないものを国に代わって地方自治体が借入し（臨時財政対策債　3億円）、そ
の返済額を国が補てんしているものも含んでいます。
　町税をはじめ国・県支出金の収入を可能な限り見込むとともに、引き続き
経費の削減などに取り組みます。

町税

9億8,358万円
11%

基金などからの

繰入金

1億8,553万円
2%

使用料及び手

数料

5,749万円
0%

財産収入など

1億8,842万円
2%

地方交付税

44億4000万円
50%

地方譲与税

8,200万円
1%

その他の交付

金

1億6,960万円
2%

国・県支出金

12億4,875万円
14%

分担金及び負

担金

6,137万円
1%

町債（借入金）

15億2,310万円
17%

【町税】町民税約５億４百万円、固定資産税約４億２千１百万円、

軽自動車税約３千４百万円、その他約７千万円

町税

10億2,868万円
13%

基金などからの繰

入金 2,912万円
0%

使用料及び手数料

5,604万円
1%

財産収入など

1億6,920万円
2%

地方交付税

47億円
60%

地方譲与税

8,500万円
1%

その他の交付金

1億3,610万円
2%

国・県支出金

8億2,507万円
11%

分担金及び負担金

5,317万円
1%

町債（借入金）

7億180万円
9%

依存的な財源

（全体の84％）

自主的な財源

（全体の16％）
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町の借入金（町債）はどのくらいあるのですか？

■平成23年度末　借入金残高見込み（全会計）176億6,119万円　
（前年度167億838万円）

町民一人当たりの借入額114万円

（平成24年2月29日の住民基本台帳　人口15,448人）

○借入金残高のうち町が負担する額　88億8,944万円

　借入金（町債）の中には、本来、
国が補助金や交付金などの形で国に
代わって自治体が借入し、その返済
額を国が補てんしているものも含ま
れます。
　また、公共施設などの整備が遅れ
ている過疎地域などで整備が進みや
すいよう返済額の一部を国が補てん
する借入金もあります。このように
国が補てんする返済額は、毎年、地
方交付税の計算に含めて各自治体に
交付されています。

※１　借入金の返済に対して国から
補てんされる額を将来にわたって正
確に算出することはできませんが、
およその目安として計算していま
す。

　借入金（町債）の残高
は、前年度と比べると９億
5,281万円増加する見込み
です。これは、返済よりも
新たな借入が多いためで
す。
　自治体では、その年で使
うお金は同じ年度に得る収
入（町税や地方交付税な
ど）で賄わなければなりま
せんので、多額の費用を必
要とする公共事業を通常の
収入で賄うことはできませ
ん。そこで、自治体では公
共事業を行う時に限り借入
をすることが認められてい
ます。（赤字国債を発行で
きる国とは大きく違う点で
す。）

※借入金は、返済額の一部を国が補てんする場合がありますので、ここで掲載されて
いる金額がすべて住民のみなさんの負担となるとは限りません。

町が実際

に負担す

る額 88
億8,944万

円
50%

国から交

付される

額 87億
７,175万
円

50%

一般会計

115億
7,588万円

65%

簡易水道

事業特別

会計 10
億1,325万

円

6%

下水道事

業特別会

計 40億
2,365万円

23%

戸別合併

処理浄化

槽事業特

別会計 1
億5,111万

円
1%

上水道事

業会計 6
億2,633万

円

4%

病院事業

会計 2億
7,097万円

1%
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町の積立金（基金）はどのくらいあるのですか？

○平成23年度末積立金（一般会計）の残高（見込額）　
49億5,116万円

○平成24年度末積立金（一般会計）の残高（見込額）　
49億9,366万円

土地開発基金　5,341万円

財政調整基金

17億3,371万円
町債管理基金

10億4,444万円
地域振興基金

11億5,997万円

ふるさと応援基金

607万円

活性化対策事業基

金

1億162万円

保育所・学校建設

基金

1億1,056万円

高齢者保健福祉対

策基金

1億1,776万円

住民生活に光をそ

そぐ基金3,532万
円、農業振興基金

265万円、交通安全
対策基金 2481万
円、中山間ふるさと

水と土保全基金943
万円、久保金之助

基金 1,361万円

災害援護基金

5,002万円
医療施設整備基金

3億8,000万円

医療対策特別基金

1億780万円

土地開発基金

5,341万円

財政調整基金

17億3,380万円
町債管理基金

10億5,279万円
地域振興基金

11億6,074万円

ふるさと応援基金

357万円

活性化対策事業基

金

1億166万円

保育所・学校建設

基金

1億1,059万円

高齢者保健福祉対

策基金

1億1,780万円

住民生活に光をそ

そぐ基金1,109万
円、農業振興基金

265万円、交通安全
対策基金 2,341万
円、中山間ふるさと

水と土保全基金943
万円、久保金之助

基金 1,361万円

災害援護基金

6,002万円
医療施設整備基金

3億8,000万円

医療対策特別基金

1億5,910万円

土地開発基金

5,341万円
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町の財政は健全ですか？

■財政の健全性を判断するには

財政健全化法で導入された財政指標

指標　　　　比率 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 11.25～15％ 20％

連結実質赤字比率 16.25～20％ 35％

実質公債費比率 25％ 35％

将来負担比率 350％ －

指標　　　　比率 経営健全化基準 －

資金丌足比率 20％ －

■町の財政の健全性は（平成22年度決算の数値をもとに）

　町の財政の健全性を判断する指標（指数、比率などの物差し）にはいろいろなも
のがあります。分かりにくい指標ばかりですが、私たちの町の財政状況をしっかり
把握し判断するための重要な指標です。住民自らが町の財政の健全性を判断できる
ように、指標の分かりやすい開示が求められています。

　自治体の財政破たんを未然に防ぐために、国では平成19年に財政健全化法を定
めました。この法律は、新たな財政指標により、早期健全化と財政再生の2段階で
自治体の財政悪化をチェックするとともに、特別会計や公営企業会計も併せた連結
決算により、自治体の財政状況を明らかにするものです。
　この財政指標では、早期健全化基準（イエローカード）と財政再生基準（レッド
カード）が定められ、さらに簡易水道や下水道などの公営企業会計についても、個
別に経営健全化基準（イエローカード）が定められています。
財政健全化法に基づき、全国の市町村では、平成19年度決算からこれらの数値を
公表し、平成20年度決算から、この指標のいずれかが基準を上回った自治体に
は、財政の健全化に向けた計画の策定など、さまざまな制約が課せられることにな
ります。

　平成22年度の決算に基づく
算定の結果、南伊勢町ではい
ずれの指標も早期健全化基準
などを下回る良好な数値と
なっています。
　南伊勢町の財政の健全性に
ついて、平成22年度決算をも
とに、これらの指標を含む主
な指標を使って、以下に詳し
く説明します。

　以下のさまざまな指標をもとに判断すると、南伊勢町の財政状況は、おおむね健
全性を保っている状態といえます。財政健全化法による早期健全化などの対象には
ならないものの、地方交付税の変動によっては、健全性を脅かす要素があります。
　町においては自由に使えるお金が尐ないながらも、国の経済対策による交付金を
有効的に活用したり、後年度に返済額の一部を国が補てんする借入金（町債）を優
先的に選択して財政運営を行ってきました。また、地方交付税が前年度に対して伸
びたことも財政の健全性を保つ要因となっています。
　そうした結果、貯金（基金）残高については今年度も積み増ししており、また、
体力以上の借金負担がないかをチェックする実質公債費比率や将来負担すべき実質
的な負債をチェックする将来負担比率についても改善しております。
　今後は、地域の活力を回復させるため、緊急的に取り組むべき項目に対しては貯
金（基金）等を活用し、機動的かつ弾力的に取り組んで行きながらも、経常経費の
見直しや、借入（町債の発行）を行うにおいても後年度に返済額の一部を国が補て
んする借入金（町債）を優先的に選択し借入を行うなどにより、財政状況の悪化を
避けることを基本に引き続き身の丈にあった財政運営を進めていきます。
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町の積立金（基金）はどのくらいあるのですか？

○平成23年度末積立金（一般会計）の残高（見込額）　
49億5,116万円

○平成24年度末積立金（一般会計）の残高（見込額）　
49億9,366万円

土地開発基金　5,341万円

財政調整基金

17億3,371万円
町債管理基金

10億4,444万円
地域振興基金

11億5,997万円

ふるさと応援基金

607万円

活性化対策事業基

金

1億162万円

保育所・学校建設

基金

1億1,056万円

高齢者保健福祉対

策基金

1億1,776万円

住民生活に光をそ

そぐ基金3,532万
円、農業振興基金

265万円、交通安全
対策基金 2481万
円、中山間ふるさと

水と土保全基金943
万円、久保金之助

基金 1,361万円

災害援護基金

5,002万円
医療施設整備基金

3億8,000万円

医療対策特別基金

1億780万円

土地開発基金

5,341万円

財政調整基金

17億3,380万円
町債管理基金

10億5,279万円
地域振興基金

11億6,074万円

ふるさと応援基金

357万円

活性化対策事業基

金

1億166万円

保育所・学校建設

基金

1億1,059万円

高齢者保健福祉対

策基金

1億1,780万円

住民生活に光をそ

そぐ基金1,109万
円、農業振興基金

265万円、交通安全
対策基金 2,341万
円、中山間ふるさと

水と土保全基金943
万円、久保金之助

基金 1,361万円

災害援護基金

6,002万円
医療施設整備基金

3億8,000万円

医療対策特別基金

1億5,910万円

土地開発基金

5,341万円
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町の財政は健全ですか？
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■町の財政の健全性は（平成22年度決算の数値をもとに）

　町の財政の健全性を判断する指標（指数、比率などの物差し）にはいろいろなも
のがあります。分かりにくい指標ばかりですが、私たちの町の財政状況をしっかり
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　町においては自由に使えるお金が尐ないながらも、国の経済対策による交付金を
有効的に活用したり、後年度に返済額の一部を国が補てんする借入金（町債）を優
先的に選択して財政運営を行ってきました。また、地方交付税が前年度に対して伸
びたことも財政の健全性を保つ要因となっています。
　そうした結果、貯金（基金）残高については今年度も積み増ししており、また、
体力以上の借金負担がないかをチェックする実質公債費比率や将来負担すべき実質
的な負債をチェックする将来負担比率についても改善しております。
　今後は、地域の活力を回復させるため、緊急的に取り組むべき項目に対しては貯
金（基金）等を活用し、機動的かつ弾力的に取り組んで行きながらも、経常経費の
見直しや、借入（町債の発行）を行うにおいても後年度に返済額の一部を国が補て
んする借入金（町債）を優先的に選択し借入を行うなどにより、財政状況の悪化を
避けることを基本に引き続き身の丈にあった財政運営を進めていきます。
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○財政体力を示す「財政力指数」

南伊勢町は 0.237

○財政自由度のバロメータ「経常収支比率」

南伊勢町は 87.3 ％

県内平均86.9％

　町の人口や面積などに応じ標準的にかかるお金に対して、町税など標準的
に収入されるお金がどの程度あるかを示す指標です。数値が「1．000」を
超えると、普通交付税が交付されない団体となります。
　南伊勢町は「0．237」（平成２２年度）ですので、財政力は弱く、地方
交付税など多くの依存財源に頼っている状況です。

　町の税金や地方交付税など毎年決まって入ってくるお金（経常的な収入）
に対して、人件費や施設の維持費など毎年決まって出て行くお金（経常的な
経費）がどの程度の割合になるかを示す指標です。数値が「100％」の場
合、決まって入ってくるお金のすべてが決まった支出として出て行くため、
その年に自由に使えるお金はゼロということになります。南伊勢町は
「87.3％」（前年度92.9％）ですので自由に使えるお金は12.7％程度と
なっております。本年度は地方交付税の変動や国の経済対策の影響により前
年度より改善をしています。
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○財政体力を示す「財政力指数」

南伊勢町は 0.237

○財政自由度のバロメータ「経常収支比率」

南伊勢町は 87.3 ％

県内平均86.9％

　町の人口や面積などに応じ標準的にかかるお金に対して、町税など標準的
に収入されるお金がどの程度あるかを示す指標です。数値が「1．000」を
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南伊勢町の経常収支比率の構成内訳
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南伊勢町は プラス4.19 ％

南伊勢町は プラス12.13 ％

○一般会計の収支決算をチェックする
　「実質収支比率（赤字の場合は実質赤字比率）」

　町の人口や面積などに応じ標準的にかかるお金に対して、その年の一般会
計決算により生じた実質収支額（収入から支出を差し引いた額）がどの程度
の割合になるかを示す指標です。収支決算が黒字であればプラス、赤字であ
ればマイナスとなり、その年の決算が健全であったかどうかをチェックする
ことができます。財政健全化法では、「早期健全化基準」はマイナス
11.25％～マイナス15％、「財政再生基準」はマイナス２０％と定められて
います。
南伊勢町は、「プラス4.19％」（前年度プラス4.14％）となっています。

○すべての会計の収支決算をチェックする
　「連結実質収支比率（赤字の場合は連結実質赤字比率）」

　町の人口や面積などに応じ標準的にかかるお金に対して、その年の一般会
計決算により生じた実質収支額（収入から支出を差し引いた額）がどの程度
の割合になるかを示す指標です。自治体の会計には、一般的な収支を管理す
る一般会計のほかに、国民健康保険や上下水道などの事業に関する特別会計
があります。これら会計の収支決算を民間企業の「連結決算」と同様に合計
し、チェックするためのものです。「実質収支比率」と同様、連結の収支決
算が黒字であればプラス、赤字であればマイナスとなります。
　財政健全化法では、「早期健全化基準」はマイナス16.25％～マイナス
20％、「財政再生基準」はマイナス35％と定められています。
南伊勢町は、一般会計のみで計算した「実質収支比率」の場合と同様に黒字
で、「プラス12.13％」（前年度プラス12.10％）となっています。
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※プラスの数値として公表のない自治体は「0」とし
て記載しています。

※プラスの数値として公表のない自治体は「0」とし
て記載しています。
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南伊勢町は 11.6 ％

南伊勢町は 69.4 ％

○体力以上の借金負担がないかをチェックする
　「実質公債費比率」

　町の税金や地方交付税など毎年決まって入ってくるお金（経常的な収入）
に対して、借入金（町債）の返済にあてた経費（公債費）がどの程度の割合
になるかを示す指標です、一般会計、特別会計などすべての会計にわたり計
算され、借金返済の負担が多すぎないかチェックすることができます。
チェックの目安として国が定めた基準により「18％」以上になると新たな借
入れ（地方債の発行）に際し段階的に制約を受けることになります。また、
財政健全化法では「早期健全化基準」は25％、「財政再生基準」は35％と
定められています。
　南伊勢町は「11.6％」（前年度12.1％）となっており県内の平均水準程度
ではあるものの、南島メディカルセンターの建設や防災減災などにより、尐
しずつ上昇の兆しが見込まれるため今後とも注視していく必要あります。

○将来負担すべき実質的な負債をチェックする
　「将来負担比率」

　町の人口や面積などに応じ標準的にかかるお金に対して、借入金（町債）
や債務負担（長期契約などにより複数年にわたり支払の予定があるもの）な
どすべての負担額から積立金（基金）などを引いた金額がどの程度の割合に
なるかを示す指標です。借入金や債務負担には返済が将来発生という仕組み
があるので、将来、肩代わりする可能性のある第3セクター等の債務なども考
慮し、実質的な財政負担全体の状況を数値として表わすことができます。
　財政健全化法では「早期健全化基準」は350％と定められています。
　南伊勢町は、「69.4％」（前年度95.2％）となっており、本年度は地方交
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南伊勢町は プラス

※比率において赤字がない場合は「-」で表示してあります。

資金丌足比率

-

○公営企業会計の健全度合いをチェックする
「資金丌足比率」

　上下水道などの公営企業会計について、それぞれの実質収支額（収入から
支出を差し引いた額）を料金収入などの事業規模と比較して指標化します。
「実質収支比率」「連結実質収支比率」と同様、収支決算が黒字であればプ
ラス、赤字であればマイナスとなります。
　財政健全化法では、「経営健全化基準」はマイナス20％と定められていま
す。
　南伊勢町では病院事業、上水道事業、簡易水道事業、下水道事業、戸別合
併処理浄化槽事業の5つの公営企業会計がありますが、いずれも赤字がないた
め、この比率は以下のとおり、すべてプラスとなっています。
（※プラスの場合は比率を表示せず「-」で示します。）

病院事業

上水道事業 -

公営企業会計名

- -

戸別合併処理浄化
槽事業

-

下水道事業

平成22年度 平成21年度

-

-

-

簡易水道事業

- -
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町の補助金等はどのようなところに使われていますか？

予算科目 町が参加している団体への負 担 金 予算額

総務費 三重地方税管理回収機構負担金 285万8千円

志摩広域行政組合負担金 179万円

地域活動支援センター 68万9千円

生活介護事業所 508万2千円

郡老人施設 162万5千円

衛生費 鳥羽志勢広域連合負担金 1億3,659万8千円

農林水産業費 伊勢地域農業共済事務組合負担金 769万円

志摩広域消防組合負担金 1億7,332万4千円

紀勢地区広域消防組合負担金 1億8,679万1千円

予算科目 その他の負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

議会費 議長会負担金 80万3千円

町村会等負担金 45万円

その他諸負担金 15万7千円

三重県市町公平委員会負担金 14万4千円

区活動補助金 784万2千円

区長連絡協議会活動補助金 20万円

伊勢交通安全協会会費 5千円

伊勢度会地区交通安全対策協議会分担金 24万8千円

交通安全対策等補助金 60万円

地域安全部会負担金 78万2千円

暴力追放部会負担金 14万5千円

みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 3万7千円

職員採用試験負担金 4万4千円

区施設補助金 50万円

職員研修負担金 30万円

軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 8万3千円

資産評価システムセンター負担金 4万5千円

税務事務研究会負担金 1万円

税務推進協議会負担金 2万円

地方税電子化協議会分担金 19万6千円

法人会活動補助金 5万円

戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 2千円

外国人登録事務協議会負担金 6千円

三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 5千円

　町では、法律に基づく事業や消防組合事業など
町が参加している団体などに対して次のような負
担金や交付金を支出しています。
　また、町では、地域の活性化や産業の振興のた
めに各種団体に対して次のような補助金を支出し
ています。

民生費

消防費

総務費

平成24年度合計

7億3,532万円
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

情報公開審査会分担金 12万2千円

地域貢献促進事業費補助金 100万円

ふるさと振興協議会負担金 18万6千円

地域活性化センター負担金 7万円

広報協会負担金 1万5千円

第三子以上出産祝金 200万円

定住促進共同事業負担金 4万円

有償運送運営協議会負担金 1万円

社会福祉事業費補助金 4,602万5千円

戦没者慰霊事業補助金 232万8千円

保護司会負担金 46万6千円

ボランティア団体事業補助金 19万円

民生児童委員活動補助金 74万円

血液透析患者通院等費用補助金 91万2千円

障害者自動車ガソリン費補助金 195万9千円

障害福祉補助金 46万1千円

障害程度区分認定審査会負担金 71万7千円

生きがい活動事業補助金 362万2千円

三重県住環境整備事業推進協議会等会費 3万6千円

人権擁護委員協議会負担金 7万9千円

鳥羽・志勢人権啓発推進ネットワーク会議負担金 1万円

三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 5千円

ファミリー・サポート・センター事業負担金 47万5千円

放課後児童健全育成事業補助金 360万8千円

研修負担金 7千円

短期入所生活援助事業負担金 7万5千円

研修会負担金 2万2千円

園児災害共済加入金 11万8千円

防災管理者研修負担金 2万4千円

県社協負担金 9万6千円

母子中卒激励補助金 12万円

母子寡婦等事業補助金 16万7千円

三重県母子寡婦福祉大会補助金 3万円

輪番制医療対策負担金 297万5千円

県救急医療情報システム負担金 15万6千円

自治体病院開設者協議会負担金 3万4千円

医師会事務負担金 238万8千円

歯科医師会負担金 23万円

予防接種費助成金 2万7千円

インフルエンザ予防接種費用助成 68万3千円

肺炎球菌ワクチン接種費用助成 50万円

予防接種事敀救済給付費 261万2千円

総務費

民生費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

対がん協会負担金 1万円

県精神保健福祉協議会負担金 5千円

三重県栄養士会負担金 1万6千円

三重県市町保健師協議会負担金 5万円

結核予防会三重支部負担金 2万円

３０歳代検診町外受診費用助成 11万6千円

犬猫丌妊手術助成金 11万5千円

生ごみ減量化対策助成金 26万円

合併処理浄化槽普及促進協議会 2万円

南伊勢町政策的医療交付金 4,000万円

清掃協議会会費 1万円

安全運転管理者協議会会費 2万6千円

伊賀市環境保全負担金 2万円

運転技術講習会負担金 20万8千円

ばい塵汚染負荷量負担金 25万円

内瀬地区環境保全協力費 50万円

伊勢路地区環境保全協力費 50万円

東宮区地区協力費 100万円

県農業会議負担金 30万3千円

土地改良連合会負担金 5万円

農道管理協議会 3万円

中山間地域振興対策協議会負担金 1万円

伊勢志摩指導・青年農業士会負担金 5万円

伊勢地域農業・農村振興協議会負担金 3万8千円

農林統計協会負担金 9千円

全国山村振興協議会負担金 4万5千円

三重県国土調査推進協議会負担金 1万円

三重県松阪食肉公社施設維持管理対策負担金 7万7千円

農業経営近代化資金利子補給補助金 3万4千円

農業経営基盤強化資金利子補給 13万9千円

青空市グループ活動補助金 60万円

家畜共済全頭加入補助金 27万6千円

後継者等育成事業補助金 50万円

中山間地域等直接支払交付金 613万4千円

農地・水保全管理支払推進事業負担金 100万5千円

有害鳥獣捕獲事業補助金 120万円

鳥獣害防止対策事業補助金 989万円

サル害防止対策事業補助金 12万6千円

環境保全型農業直接支払事業補助金 12万円

三重県緑化推進協会会費 2万円

三重県森林協会会費 42万円

三重県林業技術普及協会特別会費 1万円

衛生費

農林水産業費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

生産林間伐促進事業補助金 200万円

水産物消費拡大促進協議会負担金 4万円

海上保安協会鳥羽支部負担金 1万2千円

浮魚礁利用調整協議会負担金 26万1千円

三重県市町村水産業振興対策協議会負担金 4万円

三重県漁撈通信連合会負担金 5万円

赤潮特約負担金 251万1千円

漁業近代化資金利子補給補助金 142万1千円

養殖共済加入奨励補助金 121万3千円

外湾地区合併漁協支援補助金 83万7千円

チリ津波災害資金利子補給 26万2千円

大規模地震津波災害資金利子補給 113万円

平成２３年台風１２号災害資金利子補給 26万3千円

遠洋漁業支援事業補助金 5万円

漁場環境保全整備補助金 9万3千円

海洋クリーン対策事業補助金 65万円

自動観測装置管理事業負担金 20万円

海洋牧場運営負担金 110万円

種苗放流事業補助金 73万3千円

海洋尐年団活動補助金 5万円

地域展開促進事業負担金（マダイ種苗放流事業） 96万8千円

漁港漁場大会負担金 7万円

県水産基盤整備協会負担金 39万9千円

環境・生態系保全活動支援事業負担金 95万円

小規模事業指導補助金 900万円

伊勢志摩地域産業活性化協議会負担金 3万5千円

県計量協会負担金 7千円

Ｔ＆Ｍセールスセンター運営協議会負担金 120万円

町観光協会活動補助金 150万円

太鼓保存会活動補助金 4万5千円

愛洲顕彰会活動補助金 3万円

南勢おかみの会活動補助金 10万円

地域間交流事業（特産物）参加補助金 10万円

県観光連盟負担金 22万2千円

伊勢志摩観光コンベンション推進機構負担金 124万5千円

伊勢志摩広域学生団体誘致委員会負担金 30万円

伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 7万5千円

南三重地域活性化事業推進協議会負担金 45万円

伊勢志摩地域宣伝事業負担金 10万5千円

伊勢志摩国立公園協会負担金 49万8千円

国立公園協会負担金 2万円

自然保護協会負担金 1万5千円

商工費

農林水産業費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

対がん協会負担金 1万円

県精神保健福祉協議会負担金 5千円

三重県栄養士会負担金 1万6千円

三重県市町保健師協議会負担金 5万円

結核予防会三重支部負担金 2万円

３０歳代検診町外受診費用助成 11万6千円

犬猫丌妊手術助成金 11万5千円

生ごみ減量化対策助成金 26万円

合併処理浄化槽普及促進協議会 2万円

南伊勢町政策的医療交付金 4,000万円

清掃協議会会費 1万円

安全運転管理者協議会会費 2万6千円

伊賀市環境保全負担金 2万円

運転技術講習会負担金 20万8千円

ばい塵汚染負荷量負担金 25万円

内瀬地区環境保全協力費 50万円

伊勢路地区環境保全協力費 50万円

東宮区地区協力費 100万円

県農業会議負担金 30万3千円

土地改良連合会負担金 5万円

農道管理協議会 3万円

中山間地域振興対策協議会負担金 1万円

伊勢志摩指導・青年農業士会負担金 5万円

伊勢地域農業・農村振興協議会負担金 3万8千円

農林統計協会負担金 9千円

全国山村振興協議会負担金 4万5千円

三重県国土調査推進協議会負担金 1万円

三重県松阪食肉公社施設維持管理対策負担金 7万7千円

農業経営近代化資金利子補給補助金 3万4千円

農業経営基盤強化資金利子補給 13万9千円

青空市グループ活動補助金 60万円

家畜共済全頭加入補助金 27万6千円

後継者等育成事業補助金 50万円

中山間地域等直接支払交付金 613万4千円

農地・水保全管理支払推進事業負担金 100万5千円

有害鳥獣捕獲事業補助金 120万円

鳥獣害防止対策事業補助金 989万円

サル害防止対策事業補助金 12万6千円

環境保全型農業直接支払事業補助金 12万円

三重県緑化推進協会会費 2万円

三重県森林協会会費 42万円

三重県林業技術普及協会特別会費 1万円

衛生費

農林水産業費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

生産林間伐促進事業補助金 200万円

水産物消費拡大促進協議会負担金 4万円

海上保安協会鳥羽支部負担金 1万2千円

浮魚礁利用調整協議会負担金 26万1千円

三重県市町村水産業振興対策協議会負担金 4万円

三重県漁撈通信連合会負担金 5万円

赤潮特約負担金 251万1千円

漁業近代化資金利子補給補助金 142万1千円

養殖共済加入奨励補助金 121万3千円

外湾地区合併漁協支援補助金 83万7千円

チリ津波災害資金利子補給 26万2千円

大規模地震津波災害資金利子補給 113万円

平成２３年台風１２号災害資金利子補給 26万3千円

遠洋漁業支援事業補助金 5万円

漁場環境保全整備補助金 9万3千円

海洋クリーン対策事業補助金 65万円

自動観測装置管理事業負担金 20万円

海洋牧場運営負担金 110万円

種苗放流事業補助金 73万3千円

海洋尐年団活動補助金 5万円

地域展開促進事業負担金（マダイ種苗放流事業） 96万8千円

漁港漁場大会負担金 7万円

県水産基盤整備協会負担金 39万9千円

環境・生態系保全活動支援事業負担金 95万円

小規模事業指導補助金 900万円

伊勢志摩地域産業活性化協議会負担金 3万5千円

県計量協会負担金 7千円

Ｔ＆Ｍセールスセンター運営協議会負担金 120万円

町観光協会活動補助金 150万円

太鼓保存会活動補助金 4万5千円

愛洲顕彰会活動補助金 3万円

南勢おかみの会活動補助金 10万円

地域間交流事業（特産物）参加補助金 10万円

県観光連盟負担金 22万2千円

伊勢志摩観光コンベンション推進機構負担金 124万5千円

伊勢志摩広域学生団体誘致委員会負担金 30万円

伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 7万5千円

南三重地域活性化事業推進協議会負担金 45万円

伊勢志摩地域宣伝事業負担金 10万5千円

伊勢志摩国立公園協会負担金 49万8千円

国立公園協会負担金 2万円

自然保護協会負担金 1万5千円

商工費

農林水産業費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

自然ふれあい推進協議会負担金 20万円

五ケ所湾きらりふれあいの会活動補助金 60万円

南伊勢ブランド開発実行委員会販路拡大等補助金 100万円

伊勢土木研究会負担金 2万円

日本道路協会負担金 3万円

三重地区用地対策連絡協議会負担金 1万5千円

伊勢志摩道路建設促進協議会負担金 1万8千円

Ｒ２６０道路改良期成同盟会負担金 8万円

松阪多気バイパス整備促進期成同盟会会費 1千円

南島大宮大台線道路改良促進期成同盟会会費 6万5千円

紀勢自動車道建設促進三重県期成同盟会会費 14万円

工事検査担当協議会会費 5千円

三重県社会基盤整備協会負担金 108万4千円

研修会負担金 2万5千円

砂防協会研修負担金 2万円

全国海岸協会負担金 3万円

海岸維持修繕事業負担金 12万円

海岸維持修繕事業負担金 20万円

日本港湾協会負担金 5万円

港湾海岸維持修繕事業負担金 10万円

港湾事業研修負担金 1万円

研修会負担金 1万円

住宅協会負担金 1万3千円

下水道負担金 10万円

南勢支会分担金 25万5千円

その他諸負担金 4万3千円

紀勢地区防火協会会費 3万5千円

志勢防火協会連合会活動補助金 3万5千円

防災ヘリコプター連絡協議会負担金 60万8千円

危険木伐採補助金 100万円

耐震シェルター設置事業補助金 25万円

家具固定事業助成金 10万円

県防災行政無線運営協議会分担金 163万4千円

度会郡町村教育委員会連絡協議会負担金 12万円

学校保健研修事業補助金 3万円

教育研究事業補助金 17万5千円

教育研究指定校補助金 20万円

教職員研修事業補助金 12万6千円

自治体国際化協会負担金 30万6千円

度会郡教育支援センター負担金 75万円

県特別支援教育研究会負担金 3万円

町ＰＴＡ連絡協議会活動補助金 12万5千円

商工費

消防費

土木費

教育費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

人権教育推進事業補助金 26万6千円

学校給食研修活動補助金 7万5千円

郡結核対策委員会負担金 3千円

歯の衛生週間事業経費負担金 4万5千円

県へき地教育負担金 1万円

郡へき地教育負担金 3万3千円

全国市町村教育長会負担金 6万5千円

就学指導委員会負担金 5千円

教育センター負担金 534万5千円

日本スポーツセンター負担金 79万8千円

伊勢度会地区教科用図書採択協議会負担金 1万2千円

教職員修学旅行等引率補助金 14万7千円

児童修学旅行補助金 32万4千円

五小・久々野小学校交流事業補助金 25万円

度会郡小学校関係団体負担金 66万8千円

特別支援学級設置学校長会負担金 1万円

県へき地複式教育研究会負担金 6万2千円

学校給食費補助金 54万7千円

教職員修学旅行等引率補助金 39万8千円

生徒修学旅行補助金 52万6千円

クラブ遠征活動補助金 778万円

度会郡中学校関係団体負担金 54万9千円

特別支援学級設置校長会負担金 5千円

県へき地複式教育研究会負担金 3万3千円

学校給食費補助金 38万2千円

自転車通学補助金 42万円

県社教連協負担金 1万円

生涯学習講座ＯＢサークル育成事業補助金 9万8千円

社会教育振興事業補助金 107万円

地区婦人会活動補助金 30万円

婦人会活動補助金 30万円

文化協会活動補助金 24万5千円

子ども会活動補助金 30万円

青尐年育成支援事業補助金 40万円

志摩文化財調査保護委員協議会負担金 1万5千円

文化財保存活動補助金 39万円

県卙物館協会負担金 5千円

郡公連協議会負担金 4万4千円

郡体育協会負担金 27万7千円

県体育協会負担金 5万2千円

県体育指導員協議会負担金 2万7千円

南志体指会負担金 1万円

教育費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

自然ふれあい推進協議会負担金 20万円

五ケ所湾きらりふれあいの会活動補助金 60万円

南伊勢ブランド開発実行委員会販路拡大等補助金 100万円

伊勢土木研究会負担金 2万円

日本道路協会負担金 3万円

三重地区用地対策連絡協議会負担金 1万5千円

伊勢志摩道路建設促進協議会負担金 1万8千円

Ｒ２６０道路改良期成同盟会負担金 8万円

松阪多気バイパス整備促進期成同盟会会費 1千円

南島大宮大台線道路改良促進期成同盟会会費 6万5千円

紀勢自動車道建設促進三重県期成同盟会会費 14万円

工事検査担当協議会会費 5千円

三重県社会基盤整備協会負担金 108万4千円

研修会負担金 2万5千円

砂防協会研修負担金 2万円

全国海岸協会負担金 3万円

海岸維持修繕事業負担金 12万円

海岸維持修繕事業負担金 20万円

日本港湾協会負担金 5万円

港湾海岸維持修繕事業負担金 10万円

港湾事業研修負担金 1万円

研修会負担金 1万円

住宅協会負担金 1万3千円

下水道負担金 10万円

南勢支会分担金 25万5千円

その他諸負担金 4万3千円

紀勢地区防火協会会費 3万5千円

志勢防火協会連合会活動補助金 3万5千円

防災ヘリコプター連絡協議会負担金 60万8千円

危険木伐採補助金 100万円

耐震シェルター設置事業補助金 25万円

家具固定事業助成金 10万円

県防災行政無線運営協議会分担金 163万4千円

度会郡町村教育委員会連絡協議会負担金 12万円

学校保健研修事業補助金 3万円

教育研究事業補助金 17万5千円

教育研究指定校補助金 20万円

教職員研修事業補助金 12万6千円

自治体国際化協会負担金 30万6千円

度会郡教育支援センター負担金 75万円

県特別支援教育研究会負担金 3万円

町ＰＴＡ連絡協議会活動補助金 12万5千円

商工費

消防費

土木費

教育費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

人権教育推進事業補助金 26万6千円

学校給食研修活動補助金 7万5千円

郡結核対策委員会負担金 3千円

歯の衛生週間事業経費負担金 4万5千円

県へき地教育負担金 1万円

郡へき地教育負担金 3万3千円

全国市町村教育長会負担金 6万5千円

就学指導委員会負担金 5千円

教育センター負担金 534万5千円

日本スポーツセンター負担金 79万8千円

伊勢度会地区教科用図書採択協議会負担金 1万2千円

教職員修学旅行等引率補助金 14万7千円

児童修学旅行補助金 32万4千円

五小・久々野小学校交流事業補助金 25万円

度会郡小学校関係団体負担金 66万8千円

特別支援学級設置学校長会負担金 1万円

県へき地複式教育研究会負担金 6万2千円

学校給食費補助金 54万7千円

教職員修学旅行等引率補助金 39万8千円

生徒修学旅行補助金 52万6千円

クラブ遠征活動補助金 778万円

度会郡中学校関係団体負担金 54万9千円

特別支援学級設置校長会負担金 5千円

県へき地複式教育研究会負担金 3万3千円

学校給食費補助金 38万2千円

自転車通学補助金 42万円

県社教連協負担金 1万円

生涯学習講座ＯＢサークル育成事業補助金 9万8千円

社会教育振興事業補助金 107万円

地区婦人会活動補助金 30万円

婦人会活動補助金 30万円

文化協会活動補助金 24万5千円

子ども会活動補助金 30万円

青尐年育成支援事業補助金 40万円

志摩文化財調査保護委員協議会負担金 1万5千円

文化財保存活動補助金 39万円

県卙物館協会負担金 5千円

郡公連協議会負担金 4万4千円

郡体育協会負担金 27万7千円

県体育協会負担金 5万2千円

県体育指導員協議会負担金 2万7千円

南志体指会負担金 1万円

教育費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

県体育施設協会負担金 8千円

東海四県体育指導委員研究大会参加負担金 3万5千円

体育協会活動補助金 55万7千円

スポーツ尐年団活動補助金 73万円

総合型地域スポーツクラブ活動補助金 300万円

※「負担金補助及び交付金」のうち性質区分「補助費等」を計上。ただし病院事業会計負担金
1億8千万円、上水道会計負担金（消火栓維持管理負担金）66万円は除く。

教育費
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予算科目 負 担 金 ・ 補 助 金 予算額

県体育施設協会負担金 8千円

東海四県体育指導委員研究大会参加負担金 3万5千円

体育協会活動補助金 55万7千円

スポーツ尐年団活動補助金 73万円

総合型地域スポーツクラブ活動補助金 300万円

※「負担金補助及び交付金」のうち性質区分「補助費等」を計上。ただし病院事業会計負担金
1億8千万円、上水道会計負担金（消火栓維持管理負担金）66万円は除く。

教育費
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平成２２年度にはどのくらいお金が使われたの

ですか？（町の決算）

○平成22年度に使われたお金は約148億5,552万円

収入 支出

一般会計 95億4,351万円 92億3,295万円 89億431万円

1,204万円 1,202万円 1,200万円

26億175万円 26億3,433万円 25億370万円

250万円 144万円 144万円

18億1,566万円 18億1,712万円 17億4,473万円

3億9,890万円 3億5,241万円 3億3,387万円

16億4,005万円 9億3,498万円 8億9,195万円

6,809万円 6,344万円 6,344万円

4億448万円 4億370万円 4億88万円

簡易水道事業特別
会計

下水道事業特別会
計

戸別合併処理浄化
槽事業特別会計

後期高齢者医療特
別会計

住宅新築資金等貸
付事業特別会計

国民健康保険特別
会計

老人保健特別会計

介護保険特別会計

※使われたお金の合計総額の中には一般会計から特別会計へ支出されたもの
も含まれますが、その支出の相殺処理は行っておりません。

予算額
決算額

　町の会計は、3月に年度末を迎えます。その後２カ月間は「出納整理期間」と呼
ばれる清算期間を経て、収入額や支出額が確定します。そして、町議会の決算常
任委員会で決算の内容を審査し、１２月に開催される定例町議会で承認されてい
ます。ここでは、平成２2年度の民間と似た経理を行っている病院・上水道の会計
24年１月号をご覧ください。

会計名
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まちづくりの政策体系と総合計画実現に向けてのスケジュール

●まちづくりの政策体系
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まちづくりの政策体系と総合計画実現に向けてのスケジュール

●総合計画実現に向けてのスケジュール

・基本計画で記述した各分野の取り組みは平成23年度（2011年）～平成26

年度（2014年）の4年間で達成することを目指します。

・基本計画の進捗状況は毎年度示します。

・単年度計画（予算）は、予算の提案とあわせて、総合計画の推進方針を示し、

決算においては事務事業評価により進捗状況を公表し、町民の意見を踏まえ、

翌年度の単年度計画へ反映します。

・基本計画全体の進捗状況を踏まえ、次期基本計画を策定します。
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町内38地区図
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町内38地区図
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発刊にあたり

　町民の皆さんには、日ごろから南伊勢町のまちづくりに
対して深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げ
ます。

　これまで、本町では、平成17年の合併により新しく「南
伊勢町」が誕生し、平成19 年度を初年度とする総合計画
に基づき、まちづくりを進めてまいりました。しかし、本
町のおかれている状況は、人口減少化社会へと移り変わる
なかで、予想を上回る人口の減少や急速な少子高齢化の進
行、長引く地域経済の低迷などの社会経済情勢が変化して
いるだけではなく、「地域のことは地域に住む住民が責任
をもって決めることができる活気に満ちた地域社会」をつ
くっていく時代へと変わってきております。
　また、平成23 年3 月11 日に発生した東日本大震災に
より、東海地震、東南海・南海地震への新たな備えが喫緊
の課題となっています。
　この変革期においては、人と人、地域と地域がふれあ
い、互いに支え合うという、人と地域の絆を大切にし、町
民誰もが安全に安心して幸せに暮らすことのできるまちを
つくっていくことが不可欠と考えております。
　こういったことから、本町では、平成23年度に「町民起
点のまちづくり」を基本理念に、「安全・安心を実現し、
希望をもち誇れる南伊勢町」をめざす姿とする「南伊勢町
絆プラン」を策定いたしました。そして、このなかで各年
度の予算を総合計画の単年度計画として位置付けることに
より町の政策・施策を推進していくこととしております。
　町民の皆さんには、このように位置付けされた予算を分
かりやすく説明し、ご理解いただくために、南伊勢町予算
説明書「もっと知りたいみんなの予算」を発行することと
いたしました。

　この予算説明書により、町の事業についてご理解いただ
くとともに、町の課題を発見して議論する一助としてご活
用いただき、より良いまちづくりを進めるきっかけとなる
ことを願っております。

　平成24年5月

南伊勢町長　小山　巧
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皆さんの善意はまちの誇りです。 
東日本大震災義援金・町内水産業復興義援金にご協力いただきありがとうございました。 

 
（町を通して支援いただいた方） 

・いきいき友々の会 ・伊勢地区民 ・伊勢志摩ふるさと交流会 ・磯野雄一 ・稲葉建設（株） ・井上州正 ・（株）上村組 ・大江区 ・相

賀浦えび網料理小屋 ・相賀浦区 ・相賀浦俳句の会「汀」 ・相賀浦盆踊り実行委員会 ・大方竈区 ・押渕区 ・川口吉子 ・神前浦区民  

・木谷区 ・切原区 切原婦人会 ・警友会伊勢支部 ・河内区民 ・（株）寿 ・作田建設有限会社 ・（有）さくら苑 ・（有）さくら苑(親睦

会） ・地蔵院（神前浦） ・島田逸男 ・下津浦区 ・秋桜会 ・宿浦区民 ・宿浦婦人会 ・宿浦老人会 ・宿田曽小学校 ・主婦の店アル

ファ南勢店 ・主婦の店アルファ南島店 ・杉戸邦弘 ・西武 ・大日本土木（株） ・田曽浦区 ・田曽浦区民 ・田曽浦婦人会 ・田曽浦老

人クラブ ・（株）谷口建設 ・内瀬区 ・内瀬厄年一同 ・（株）中島組 ・中津浜浦区 ・南建工業（株） ・南勢牛鬼太鼓保存会ほかチャリ

ティコンサート協力太鼓団体 ・南勢小橋電機（株） ・（株）南島コンクリート従業員一同 ・贄浦区 ・贄浦区民 ・贄浦婦人部 ・贄浦老人

クラブ ・パーラーメルシー ・始神区 ・飯満区 ・東功 ・舟山太鼓保存会 ・法泉寺（神津佐） ・ぽんぽこ劇団 ・三重県遠洋漁船船員

組合 ・三重県遠洋漁船船員組合員 ・三重県建設業協会伊勢支部 ・南伊勢応援鍋実行委員会 ・南伊勢町議会 ・みなみいせスポーツネット

設立記念イベント ・南伊勢町文化協会南勢支部 ・南伊勢町文化協会南島支部 ・道方区 ・道行竈区 ・村田三男、こと ・村山区民 ・山

本義夫、たみ ・（株）四方谷土木 

このほか、匿名で義援金でお寄せいただいた方、各地区や学校などで義援金を集めていただいた方、多くの方々のお気持ちに感謝し、厚くお礼申

し上げます。 

（五十音順・敬称略） 


