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　町民の皆様には、日頃から市川三郷町のまちづくりに多大なるご支援ご協力をいただき、

厚くお礼を申し上げます。

　市川三郷町の平成２８年度当初予算は、一般会計８５億２，７８０万６千円、国民健

康保険など１５特別会計を合わせた全会計で１４８億１，２１３万１千円（昨年度比１．

３０％増）の予算規模で編成しました。

今年度の主要事業（新規・継続）

　■若者定住促進住宅分譲整備事業

　■若者定住住宅補助金事業

　■矢作上野線（三珠陸橋）新設改良事業

　■春日町地内道路側溝改修工事

　■矢作田 2 号線道路新設事業

　■中部横断自動車道通過地域公共施設整備事業

　■長寿・医療費給付金事業

　■電話詐欺対策事業

　■手話施策推進事業

　■六郷小学校大規模改造事業

　■市川中学校プール改修事業

　■市川南小中学校屋内運動場等屋根改修事業

　■三珠保育所フローリング改修事業

　■子育て支援医療費助成事業

　■地域子育て支援センター事業

　■放課後児童健全育成事業

　■子育て祝い金支給事業（多子世帯子育て支援）

　■鳴沢川高田地区内水対策事業

　■街灯設置補助金

　■第 2 次総合計画策定事業

　厳しい財政状況ではありますが、ご高齢者を敬い、子供たちの未来に責任を持つ町政実

現のため、引き続き教育、福祉、環境及び防災対策を政策の軸にポイントを絞った予算配

分となっています。

　また今年度は新たに、昨年度策定した「市川三郷町総合戦略」に基づき、人口減対策を

中心に、町の特色を活かした雇用創出・交流人口の増加・子育て支援・定住促進に取り組

んで参ります。

　今年もこの「知ってほしい　まちの予算」により、町民の皆様

にどのような施策や事業が行われる予定なのかをお確かめいただ

き、市川三郷町のまちづくりに対して一層のご理解とご協力を賜

るとともに、「住民自治」をさらに推進できるようお願いいたし

ます。

平成２８年４月
市川三郷町長　久保  眞一
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平成 28年度　市川三郷町一般会計予算・
特別会計予算の状況

会計名 平成 28 年度
当初予算額

平成 27 年度
当初予算額

前年度比較

差引 対前年度比

1 　一般会計 85億2,781万円 84億7,360万円 5,421万円 0.64％

2
　国民健康保険特別会計事業勘定 24億2,788万円 23億7,802万円 4,986万円 2.10％

　国民健康保険特別会計
　　　　　　　直営診療施設勘定 7,706万円 7,802万円 △ 96万円 △ 1.23％

3 　介護保険特別会計 20億5,396万円 20億4,599万円 797万円 0.39％

4 　介護サービス事業特別会計 572万円 567万円 5万円 0.88％

5 　訪問看護ステーション　　　　　　　　西八代特別会計 2,931万円 2,781万円 150万円 5.39％

6 　簡易水道特別会計 3億3,771万円 2億1,717万円 1億2,054万円 55.50％

7 　公共下水道事業特別会計 9億9,990万円 10億2,873万円 △ 2,883万円 △ 2.80％

8 　農業集落排水事業特別会計 3,414万円 2,654万円 760万円 28.64％

9 　戸別浄化槽整備　　　　　　　推進事業特別会計 777万円 777万円 0万円 0,00％

10 　温泉事業特別会計 5,873万円 9,255万円 △ 3,382万円 △ 36.54％

11 　恩賜県有財産保護　　　　　　　　管理事業特別会計 246万円 246万円 0万円 0.00％

12 　市川財産区特別会計 213万円 203万円 10万円 4.93％

13 　高田財産区特別会計 75万円 75万円 0万円 0.00％

14 　大同財産区特別会計 323万円 323万円 0万円 0.00％

15 　歌舞伎文化公園管理特別会計 2,554万円 2,368万円 186万円 7.85％

16 　後期高齢者医療特別会計 2億1,803万円 2億810万円 993万円 4.77％

合計 148億1,213万円 146億2,212万円 1億9,001万円 1.30％

-4-



-7-

◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

Ⅰ学ぶまち

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

学校教育の充実

7 億 4,428.8 万円

小学校費 1 億 5,859.7 万円 学校教育

17
～
19

中学校費 1 億 3,041.2 万円 学校教育

英語教育強化地域拠点事業 65.7 万円 学校教育

外国人通訳支援員配置事業 48.0 万円 学校教育

六郷小学校大規模改造事業 2 億 2,896.0 万円 総務施設

市川中学校プール改修事業 3,245.4 万円 総務施設

外国人英語指導者配置事業 2,566.1 万円 総務施設

英語検定料補助事業 20.0 万円 総務施設

学校給食センター運営事業 1 億 6,686.7 万円 給食センター

7 億 4,428.8 万円

２．価値ある文化の共生と創造性あふれるまちづくり 1,874.5 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

国際交流の推進
75.0 万円

市川三郷町国際交流協会運営補助 75.0 万円 総務施設

19
～
21

地域間交流の推進
714.3 万円

姉妹町交流事業 30.9 万円 企　　画

ふるさと創生事業 650.0 万円 企　　画

静岡県西伊豆町交流事業 33.4 万円 観　　光

文化・芸術の振興
1,085.2 万円

文化財の調査と保護 568.9 万円 学術文化

芸術文化団体・事業への支援 516.3 万円 学術文化

３．心の豊かさと生きがいに満ちたまちづくり 1 億 1,728.2 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

生涯学習の充実
7,814.4 万円

展覧会拓本体験ツアー事業 48.0 万円 生涯学習

21
～
24

大門碑林公園活性化事業 640.0 万円 生涯学習

放課後子どもプラン推進事業 159.2 万円 生涯学習

『ことばの森』教室 21.0 万円 生涯学習

生涯学習講座 32.0 万円 生涯学習

公民館管理事業 4,568.8 万円 生涯学習

市川三郷町立図書館事業 2,299.7 万円 町立図書館

ブックスタート事業 27.4 万円 町立図書館

セカンドブック事業 18.3 万円 町立図書館

生涯スポーツの
振興　

3,913.8 万円

スポーツ教室などの開催 317.0 万円 生涯スポーツ

24
～
26

スポーツ団体への支援 513.0 万円 生涯スポーツ

富士川駅伝競走大会 5.0 万円 生涯スポーツ

社会体育施設管理 3,030.1 万円 生涯スポーツ

スポーツ研修会・講習会への参加 30.7 万円 生涯スポーツ

県スポーツレクリエーション祭への参加 18.0 万円 生涯スポーツ

１．郷土への誇りと生きる力を育むまちづくり
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◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

子育て環境の充実

7 億 7,348.9 万円

多子世帯子育て支援事業 62.0 万円 子育て支援

29
～
35

子育て祝い金支給事業 216.0 万円 子育て支援

地域子ども子育て支援事業 233.5 万円 子育て支援

子育て支援医療費助成事業 6,937.8 万円 子育て支援

ひとり親家庭医療費助成事業 1,152.2 万円 子育て支援

児童館事業 186.1 万円 子育て支援

地域子育て支援センター事業 477.1 万円 子育て支援

放課後児童健全育成事業 3,599.4 万円 子育て支援

児童手当支給事業 2 億 1,231.6 万円 子育て支援

不妊治療費助成事業 200.0 万円 子育て支援

母子健康手帳の交付とカンガルー学級事業 38.1 万円 子育て支援

妊婦一般健康診査助成事業 671.1 万円 子育て支援

乳幼児健康診査事業 227.8 万円 子育て支援

予防接種事業 2,724.5 万円 子育て支援

自立支援医療費（育成医療）給付事業 82.8 万円 子育て支援

養育医療費給付事業 75.8 万円 子育て支援

産後ケア事業 61.0 万円 子育て支援

保育の実施及び保育所地域活動事業 3 億 9,097.7 万円 保　　育

病後児保育事業 74.4 万円 保　　育

健康づくり

28 億 2,866.2 万円

肺炎球菌ワクチン接種事業 258.8 万円 健康増進

36
～
39

高齢者インフルエンザ予防接種事業 1,059.5 万円 健康増進

結核検診事業 368.0 万円 健康増進

人間ドック事業 471.4 万円 健康増進

各種がん検診事業 3,644.2 万円 健康増進

がん検診推進事業（無料クーポン券） 98.7 万円 健康増進

健康教室（貯筋教室、メタボリック予防教室ほか） 123.7 万円 健康増進

ニードスポーツセンターの管理運営 2,513.7 万円 健康増進

六郷の里（つむぎの湯・いきいきセンター）管理事業 9,737.0 万円 つむぎの湯

国民健康保険事業 24 億 2,788.2 万円 国保年金

後期高齢者医療事業 2 億 1,803.0 万円 国保年金

医療・

救急医療の充実

7,706.4 万円

国民健康保険直営診療所運営事業 7,706.4 万円 国保年金 39

介護サービス・

予防の充実

21 億 5,637.3 万円

介護保険事業 20 億 5,395.5 万円 介　　護

40
～
47

社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 196.3 万円 介　　護

高齢者生きがい活動支援通所事業 1,157.7 万円 介　　護

配食サービス事業 1,044.6 万円 介　　護

軽度生活援助事業 146.7 万円 介　　護

Ⅱ暮らしやすいまち
65 億 1,612.2 万円１．健やかでやすらぎに満ちたまちづくり

総合
戦
略
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◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

介護サービス・

予防の充実

21 億 5,637.3 万円

家族介護用品の支給事業 91.5 万円 介　　護

40
～
47

訪問理容・美容サービス事業 1.1 万円 介　　護

緊急通報体制等整備事業（ふれあいペンダント） 282.8 万円 介　　護

外出支援サービス事業 100.9 万円 介　　護

生活支援体制整備事業 10.5 万円 包括支援

認知症施策推進事業 32.9 万円 包括支援

介護予防・生活支援サービス、
　　　　　　　ケアマネジメント事業

593.2 万円 包括支援

在宅医療・介護連携推進事業 354.2 万円 包括支援

一次予防事業（介護予防教室）ほか 262.2 万円 包括支援

二次予防事業（運動機能向上教室） 800.0 万円 包括支援

二次予防事業（対象者把握事業）ほか 24.3 万円 包括支援

徘徊ＳＯＳネットワーク事業 3.3 万円 包括支援

認知症サポーター等養成事業 15.8 万円 包括支援

介護者・男性介護者のつどい 9.4 万円 包括支援

成年後見制度利用支援事業 48.7 万円 包括支援

地域包括支援センター運営事業
（地域支援事業分事業）

4,493.6 万円 包括支援

介護予防支援計画作成（予防ケアプラン） 572.1 万円 包括支援

福祉対策の充実

6 億 8,053.4 万円

長寿・医療費給付金事業 3,007.9 万円 国保年金

47
～
54

年金生活者等支援臨時福祉給付金 7,266.5 万円 福　　祉

手話施策推進事業 557.5 万円 福　　祉

臨時福祉及び
 障害・遺族基礎年金臨時福祉給付金

2,726.3 万円 福　　祉

重度心身障害児ほほえみ応援金支給事業 162.0 万円 福　　祉

救急医療情報キット配布事業 1.2 万円 福　　祉

シルバー人材センターへの助成 468.1 万円 福　　祉

寝たきり老人等介護慰労金支給事業 252.0 万円 福　　祉

重度心身障害者往診交通費助成事業 15.0 万円 福　　祉

重度心身障害者等
福祉タクシー利用料金助成事業

505.5 万円 福　　祉

重度心身障害者医療費助成事業 1 億 378.8 万円 福　　祉

重度心身障害者非常時
人工呼吸器等用発動発電機給付事業

15.0 万円 福　　祉

自立支援給付 3 億 1,045.7 万円 福　　祉

自立支援医療（更生医療）の助成 2,206.0 万円 福　　祉

地域生活支援事業 2,080.9 万円 福　　祉

補装具費の給付 388.4 万円 福　　祉

心身障害児者一時養護サービス事業 75.0 万円 福　　祉

介助用自動車購入等助成事業 40.0 万円 福　　祉

心身障害児者福祉手当給付事業 72.0 万円 福　　祉

米寿の祝い事業 27.0 万円 福　　祉

百歳の祝い事業 787.0 万円 福　　祉

新

新

新

新

新

新

新

新
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◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

生活環境
（生活道路・公園等）

の整備

3 億 2,700.3 万円

地球環境保全事業 190.0 万円 環境衛生

54
～
57

衛生（ごみ、し尿、火葬）事業 2 億 2,602.1 万円 環境衛生

衛生巡視事業 266.7 万円 環境衛生

公害対策事業 46.6 万円 環境衛生

狂犬病予防及び犬猫保護対策事業 69.9 万円 環境衛生

橋梁長寿命化修繕計画事業 1,200.0 万円 公共土木

生活関連道路の整備事業 5,810.0 万円 公共土木

町道の維持・管理事業 625.0 万円 公共土木

河川の整備事業 900.0 万円 公共土木

河川の維持・管理事業 220.0 万円 公共土木

狭あい道路拡幅整備事業 770.0 万円 都市計画

上下水道の
整備・充実

16 億 3,194.4 万円

上水道事業の運営及び施設整備 2 億 5,241.7 万円 上 水 道

57
～
59

農業集落排水事業 3,414.4 万円 下 水 道

戸別浄化槽整備推進事業 777.1 万円 下 水 道

流域関連公共下水道事業 7 億 2,151.6 万円 下 水 道

特定環境保全公共下水道事業 2 億 7,838.6 万円 下 水 道

簡易水道事業 3 億 3,771.0 万円 簡易水道

防災体制の充実

2 億 7,888.3 万円

消防団活動協力員設置制度 38.6 万円 防災防犯

59
～
62

消防団協力事業所表示制度 13.0 万円 防災防犯

消防団情報伝達システム整備事業 167.5 万円 防災防犯

孤立集落情報収集体制の充実 201.0 万円 防災防犯

消防団の充実強化 6,037.6 万円 防災防犯

防災行政用無線システム維持運用 643.1 万円 防災防犯

消防防災施設の整備充実、
自主防災組織資機材整備事業

2,617.5 万円 防災防犯

鳴沢川高田地区内水対策事業 1 億 7,400.0 万円 公共土木

優良建築物整備事業 770.0 万円 都市計画

交通安全・
防犯対策の推進

2,886.1 万円

電話詐欺対策事業 80.0 万円 防災防犯
62
～
63

安全・安心対策の推進 2,531.9 万円 防災防犯

交通安全対策の推進 274.2 万円 防災防犯

２．誰もが住みたくなるまちづくり 23 億 6,961.8 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

福祉対策の充実

6 億 8,053.4 万円

敬老祝い金支給事業 228.7 万円 福　　祉

47
～
54

敬老会運営費の助成 529.9 万円 福　　祉

老人クラブへの助成など 520.2 万円 福　　祉

老人福祉施設措置事業（老人ホーム入所への助成） 4,554.3 万円 福　　祉

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 142.5 万円 福　　祉

新

新

新

新

総合
戦
略
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中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

男女共同参画の推進
40.2 万円

男女共同参画推進事業 40.2 万円 企　　画 68

行財政改革の推進

4 億 167.2 万円

課税、納税の事務 3,977.8 万円 税　　務

68
～
69

国土利用計画策定事業 400.0 万円 企　　画

第２次総合計画策定事業 500.0 万円 企　　画

広域行政組合運営事業 3 億 5,180.4 万円 企　　画

基幹統計調査事業 109.0 万円 企　　画

３．公平で効率の良いまちづくり 4 億 207.4 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

定住化の推進

4,278.1 万円

若者定住促進住宅分譲整備事業 826.9 万円 都市計画

63
～
66

住宅リフォーム助成事業 300.0 万円 住　　宅

婚活支援事業 10.0 万円 企　　画

若者定住促進住宅補助金事業 940.0 万円 企　　画

空き家情報登録制度「空き家バンク」事業 120.0 万円 企　　画

呼ぼうプロジェクトＰＲ事業 25.5 万円 企　　画

市川大門駅乗車券類発売員職員設置事業 642.7 万円 企　　画

町営・町有住宅維持管理事業 1,413.0 万円 住　　宅

情報化の推進

6,014.6 万円

町ＨＰサーバ及びＣＭＳ保守作業 65.9 万円 広聴広報

66
～
67

情報システムの運用 3,128.1 万円 情報化推進

情報・ネットワークシステムの更新 2,235.6 万円 情報化推進

総合行政ネットワーク 91.5 万円 情報化推進

共通番号制度対応 493.5 万円 情報化推進

◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

新

総合
戦
略

総合
戦
略

新

総合
戦
略

総合
戦
略

新

総合
戦
略

新

総合
戦
略

新
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◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

農林業の振興

1 億 4,631.5 万円

農業委員会交付金事業 353.9 万円 農業委員会

74
～
78

新規就農総合支援事業（青年就農給付金） 525.0 万円 農　　林

経営所得安定対策推進事業 99.0 万円 農　　林

中山間地域等直接支払制度推進事業 58.1 万円 農　　林

多面的機能支払制度事業 344.7 万円 農　　林

環境保全型農業直接支払事業 20.7 万円 農　　林

農業協力隊推進事業 634.0 万円 農　　林

農地中間管理事業 24.0 万円 農　　林

鳥獣害防除事業 57.6 万円 農　　林

有害鳥獣の捕獲 75.0 万円 農　　林

特定鳥獣保護管理事業 185.0 万円 農　　林

鳥獣害防除整備事業 400.0 万円 農　　林

松くい虫防除事業 84.4 万円 農　　林

千本桜植栽下刈事業 12.7 万円 農　　林

農業用施設等維持管理 6,741.6 万円 農林土木

県営事業負担金 3,216.0 万円 農林土木

林業施設等維持管理 1,799.8 万円 農林土木

商工業の振興

1,547.6 万円

印章購入費助成制度事業 15.0 万円 商　　工

79
～
80

地場産業会館管理 117.8 万円 商　　工

製紙試験場管理運営 139.8 万円 商　　工

市川三郷町商工会運営費等補助金 1,075.0 万円 商　　工

特産品事業拡大・雇用促進事業費補助事業 200.0 万円 商　　工

総合
戦
略

総合
戦
略

総合
戦
略

Ⅲ楽しむまち
１．人々が行き交い賑わいを生むまちづくり

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

道路網の整備

3 億 4,669.2 万円

篭鼻川浦線整備事業 2,486.2 万円 都市計画

73
町道矢作上野線新設改良事業 1 億 9,683.0 万円 公共土木

町道宮原一本松広場線整備事業 1 億 1,600.0 万円 公共土木

町道矢作田２号線整備事業 900.0 万円 公共土木

公共交通機関の整備
1,897.6 万円

コミュニティバス運行事業 1,897.6 万円 防災防犯 74

3 億 6,566.8 万円

２．魅力と創造性発揮による活気あふれるまちづくり 2 億 6,888.3 万円

新

総合
戦
略



４．恵まれた自然環境と共生するまちづくり 1,560.0 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

土地利用の推進
1,560.0 万円

地籍調査事業 1,560.0 万円 地籍調査 86

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

住民参画と
協働の推進

2,374.6 万円

ふるさと納税特産品贈呈事業 300.0 万円 企　　画

84
～
86

「いちかわみさと議会だより」の発行 129.6 万円 議会事務局

広報「いちかわみさと」の発行・電子ブック化 237.1 万円 広聴広報

平成２８年度

「知ってほしい、まちの予算」の発行 3.3 万円 広聴広報

町ＰＲ事業 68.9 万円 広聴広報

参議院議員通常選挙 1,318.9 万円 庶　　務

通知カード・マイナンバーカード
　　　　　　　　   関連事務委任事業

154.5 万円 町　　民

戸籍・住民基本台帳登録などに関する事務 162.3 万円 町　　民

３．町民と行政とによる心豊かなまちづくり 2,374.6 万円

新

新

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

観光の振興

1 億 831.1 万円

応援花火でＰＲ事業 19.1 万円 広聴広報

80
～
83

観光大使事業 29.7 万円 広聴広報

登山道等整備事業 623.6 万円 観　　光

「第２８回神明の花火大会」町花火打上げ委託料 300.0 万円 観　　光

花火公園管理業務委託 66.0 万円 観　　光

大門碑林公園管理運営 699.7 万円 観　　光

文化と武道の館管理 457.7 万円 観　　光

歌舞伎鑑賞助成事業 36.8 万円 観　　光

温泉事業 5,872.7 万円 観　　光

ふるさと会館等公園管理 1,963.8 万円 観　　光

歌舞伎文化公園文化活動費 79.9 万円 観　　光

文化資料館・ぼたん園等管理 510.2 万円 観　　光

消費者への支援
50.0 万円

消費行政活性化基金事業 50.0 万円 観　　光 83

※�本書は、平成２８年度に実施される主要な事業
のみ紹介しています。 そのため合計額は、当初
予算額と必ずしも一致するものではありません。印は総合戦略事業です

印は新規または一部新規事業です

総合
戦
略

新
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総合
戦
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新

総合
戦
略

総合
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総合
戦
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総合
戦
略
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◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

Ⅰ学ぶまち

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

学校教育の充実

7 億 4,428.8 万円

小学校費 1 億 5,859.7 万円 学校教育

17
～
19

中学校費 1 億 3,041.2 万円 学校教育

英語教育強化地域拠点事業 65.7 万円 学校教育

外国人通訳支援員配置事業 48.0 万円 学校教育

六郷小学校大規模改造事業 2 億 2,896.0 万円 総務施設

市川中学校プール改修事業 3,245.4 万円 総務施設

外国人英語指導者配置事業 2,566.1 万円 総務施設

英語検定料補助事業 20.0 万円 総務施設

学校給食センター運営事業 1 億 6,686.7 万円 給食センター

7 億 4,428.8 万円

２．価値ある文化の共生と創造性あふれるまちづくり 1,874.5 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

国際交流の推進
75.0 万円

市川三郷町国際交流協会運営補助 75.0 万円 総務施設

19
～
21

地域間交流の推進
714.3 万円

姉妹町交流事業 30.9 万円 企　　画

ふるさと創生事業 650.0 万円 企　　画

静岡県西伊豆町交流事業 33.4 万円 観　　光

文化・芸術の振興
1,085.2 万円

文化財の調査と保護 568.9 万円 学術文化

芸術文化団体・事業への支援 516.3 万円 学術文化

３．心の豊かさと生きがいに満ちたまちづくり 1 億 1,728.2 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

生涯学習の充実
7,814.4 万円

展覧会拓本体験ツアー事業 48.0 万円 生涯学習

21
～
24

大門碑林公園活性化事業 640.0 万円 生涯学習

放課後子どもプラン推進事業 159.2 万円 生涯学習

『ことばの森』教室 21.0 万円 生涯学習

生涯学習講座 32.0 万円 生涯学習

公民館管理事業 4,568.8 万円 生涯学習

市川三郷町立図書館事業 2,299.7 万円 町立図書館

ブックスタート事業 27.4 万円 町立図書館

セカンドブック事業 18.3 万円 町立図書館

生涯スポーツの
振興　

3,913.8 万円

スポーツ教室などの開催 317.0 万円 生涯スポーツ

24
～
26

スポーツ団体への支援 513.0 万円 生涯スポーツ

富士川駅伝競走大会 5.0 万円 生涯スポーツ

社会体育施設管理 3,030.1 万円 生涯スポーツ

スポーツ研修会・講習会への参加 30.7 万円 生涯スポーツ

県スポーツレクリエーション祭への参加 18.0 万円 生涯スポーツ

１．郷土への誇りと生きる力を育むまちづくり

新

新

新

総合
戦
略

総合
戦
略

総合
戦
略

総合
戦
略

総合
戦
略

新

総合
戦
略

新

新

総合
戦
略

総合
戦
略

総合
戦
略

総合
戦
略



◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

子育て環境の充実

7 億 7,348.9 万円

多子世帯子育て支援事業 62.0 万円 子育て支援

29
～
35

子育て祝い金支給事業 216.0 万円 子育て支援

地域子ども子育て支援事業 233.5 万円 子育て支援

子育て支援医療費助成事業 6,937.8 万円 子育て支援

ひとり親家庭医療費助成事業 1,152.2 万円 子育て支援

児童館事業 186.1 万円 子育て支援

地域子育て支援センター事業 477.1 万円 子育て支援

放課後児童健全育成事業 3,599.4 万円 子育て支援

児童手当支給事業 2 億 1,231.6 万円 子育て支援

不妊治療費助成事業 200.0 万円 子育て支援

母子健康手帳の交付とカンガルー学級事業 38.1 万円 子育て支援

妊婦一般健康診査助成事業 671.1 万円 子育て支援

乳幼児健康診査事業 227.8 万円 子育て支援

予防接種事業 2,724.5 万円 子育て支援

自立支援医療費（育成医療）給付事業 82.8 万円 子育て支援

養育医療費給付事業 75.8 万円 子育て支援

産後ケア事業 61.0 万円 子育て支援

保育の実施及び保育所地域活動事業 3 億 9,097.7 万円 保　　育

病後児保育事業 74.4 万円 保　　育

健康づくり

28 億 2,866.2 万円

肺炎球菌ワクチン接種事業 258.8 万円 健康増進

36
～
39

高齢者インフルエンザ予防接種事業 1,059.5 万円 健康増進

結核検診事業 368.0 万円 健康増進

人間ドック事業 471.4 万円 健康増進

各種がん検診事業 3,644.2 万円 健康増進

がん検診推進事業（無料クーポン券） 98.7 万円 健康増進

健康教室（貯筋教室、メタボリック予防教室ほか） 123.7 万円 健康増進

ニードスポーツセンターの管理運営 2,513.7 万円 健康増進

六郷の里（つむぎの湯・いきいきセンター）管理事業 9,737.0 万円 つむぎの湯

国民健康保険事業 24 億 2,788.2 万円 国保年金

後期高齢者医療事業 2 億 1,803.0 万円 国保年金

医療・

救急医療の充実

7,706.4 万円

国民健康保険直営診療所運営事業 7,706.4 万円 国保年金 39

介護サービス・

予防の充実

21 億 5,637.3 万円

介護保険事業 20 億 5,395.5 万円 介　　護

40
～
47

社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 196.3 万円 介　　護

高齢者生きがい活動支援通所事業 1,157.7 万円 介　　護

配食サービス事業 1,044.6 万円 介　　護

軽度生活援助事業 146.7 万円 介　　護

Ⅱ暮らしやすいまち
65 億 1,612.2 万円１．健やかでやすらぎに満ちたまちづくり

総合
戦
略
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◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

介護サービス・

予防の充実

21 億 5,637.3 万円

家族介護用品の支給事業 91.5 万円 介　　護

40
～
47

訪問理容・美容サービス事業 1.1 万円 介　　護

緊急通報体制等整備事業（ふれあいペンダント） 282.8 万円 介　　護

外出支援サービス事業 100.9 万円 介　　護

生活支援体制整備事業 10.5 万円 包括支援

認知症施策推進事業 32.9 万円 包括支援

介護予防・生活支援サービス、
　　　　　　　ケアマネジメント事業

593.2 万円 包括支援

在宅医療・介護連携推進事業 354.2 万円 包括支援

一次予防事業（介護予防教室）ほか 262.2 万円 包括支援

二次予防事業（運動機能向上教室） 800.0 万円 包括支援

二次予防事業（対象者把握事業）ほか 24.3 万円 包括支援

徘徊ＳＯＳネットワーク事業 3.3 万円 包括支援

認知症サポーター等養成事業 15.8 万円 包括支援

介護者・男性介護者のつどい 9.4 万円 包括支援

成年後見制度利用支援事業 48.7 万円 包括支援

地域包括支援センター運営事業
（地域支援事業分事業）

4,493.6 万円 包括支援

介護予防支援計画作成（予防ケアプラン） 572.1 万円 包括支援

福祉対策の充実

6 億 8,053.4 万円

長寿・医療費給付金事業 3,007.9 万円 国保年金

47
～
54

年金生活者等支援臨時福祉給付金 7,266.5 万円 福　　祉

手話施策推進事業 557.5 万円 福　　祉

臨時福祉及び
 障害・遺族基礎年金臨時福祉給付金

2,726.3 万円 福　　祉

重度心身障害児ほほえみ応援金支給事業 162.0 万円 福　　祉

救急医療情報キット配布事業 1.2 万円 福　　祉

シルバー人材センターへの助成 468.1 万円 福　　祉

寝たきり老人等介護慰労金支給事業 252.0 万円 福　　祉

重度心身障害者往診交通費助成事業 15.0 万円 福　　祉

重度心身障害者等
福祉タクシー利用料金助成事業

505.5 万円 福　　祉

重度心身障害者医療費助成事業 1 億 378.8 万円 福　　祉

重度心身障害者非常時
人工呼吸器等用発動発電機給付事業

15.0 万円 福　　祉

自立支援給付 3 億 1,045.7 万円 福　　祉

自立支援医療（更生医療）の助成 2,206.0 万円 福　　祉

地域生活支援事業 2,080.9 万円 福　　祉

補装具費の給付 388.4 万円 福　　祉

心身障害児者一時養護サービス事業 75.0 万円 福　　祉

介助用自動車購入等助成事業 40.0 万円 福　　祉

心身障害児者福祉手当給付事業 72.0 万円 福　　祉

米寿の祝い事業 27.0 万円 福　　祉

百歳の祝い事業 787.0 万円 福　　祉

新

新

新

新

新

新

新

新
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◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

生活環境
（生活道路・公園等）

の整備

3 億 2,700.3 万円

地球環境保全事業 190.0 万円 環境衛生

54
～
57

衛生（ごみ、し尿、火葬）事業 2 億 2,602.1 万円 環境衛生

衛生巡視事業 266.7 万円 環境衛生

公害対策事業 46.6 万円 環境衛生

狂犬病予防及び犬猫保護対策事業 69.9 万円 環境衛生

橋梁長寿命化修繕計画事業 1,200.0 万円 公共土木

生活関連道路の整備事業 5,810.0 万円 公共土木

町道の維持・管理事業 625.0 万円 公共土木

河川の整備事業 900.0 万円 公共土木

河川の維持・管理事業 220.0 万円 公共土木

狭あい道路拡幅整備事業 770.0 万円 都市計画

上下水道の
整備・充実

16 億 3,194.4 万円

上水道事業の運営及び施設整備 2 億 5,241.7 万円 上 水 道

57
～
59

農業集落排水事業 3,414.4 万円 下 水 道

戸別浄化槽整備推進事業 777.1 万円 下 水 道

流域関連公共下水道事業 7 億 2,151.6 万円 下 水 道

特定環境保全公共下水道事業 2 億 7,838.6 万円 下 水 道

簡易水道事業 3 億 3,771.0 万円 簡易水道

防災体制の充実

2 億 7,888.3 万円

消防団活動協力員設置制度 38.6 万円 防災防犯

59
～
62

消防団協力事業所表示制度 13.0 万円 防災防犯

消防団情報伝達システム整備事業 167.5 万円 防災防犯

孤立集落情報収集体制の充実 201.0 万円 防災防犯

消防団の充実強化 6,037.6 万円 防災防犯

防災行政用無線システム維持運用 643.1 万円 防災防犯

消防防災施設の整備充実、
自主防災組織資機材整備事業

2,617.5 万円 防災防犯

鳴沢川高田地区内水対策事業 1 億 7,400.0 万円 公共土木

優良建築物整備事業 770.0 万円 都市計画

交通安全・
防犯対策の推進

2,886.1 万円

電話詐欺対策事業 80.0 万円 防災防犯
62
～
63

安全・安心対策の推進 2,531.9 万円 防災防犯

交通安全対策の推進 274.2 万円 防災防犯

２．誰もが住みたくなるまちづくり 23 億 6,961.8 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

福祉対策の充実

6 億 8,053.4 万円

敬老祝い金支給事業 228.7 万円 福　　祉

47
～
54

敬老会運営費の助成 529.9 万円 福　　祉

老人クラブへの助成など 520.2 万円 福　　祉

老人福祉施設措置事業（老人ホーム入所への助成） 4,554.3 万円 福　　祉

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 142.5 万円 福　　祉

新

新

新

新

総合
戦
略
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中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

男女共同参画の推進
40.2 万円

男女共同参画推進事業 40.2 万円 企　　画 68

行財政改革の推進

4 億 167.2 万円

課税、納税の事務 3,977.8 万円 税　　務

68
～
69

国土利用計画策定事業 400.0 万円 企　　画

第２次総合計画策定事業 500.0 万円 企　　画

広域行政組合運営事業 3 億 5,180.4 万円 企　　画

基幹統計調査事業 109.0 万円 企　　画

３．公平で効率の良いまちづくり 4 億 207.4 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

定住化の推進

4,278.1 万円

若者定住促進住宅分譲整備事業 826.9 万円 都市計画

63
～
66

住宅リフォーム助成事業 300.0 万円 住　　宅

婚活支援事業 10.0 万円 企　　画

若者定住促進住宅補助金事業 940.0 万円 企　　画

空き家情報登録制度「空き家バンク」事業 120.0 万円 企　　画

呼ぼうプロジェクトＰＲ事業 25.5 万円 企　　画

市川大門駅乗車券類発売員職員設置事業 642.7 万円 企　　画

町営・町有住宅維持管理事業 1,413.0 万円 住　　宅

情報化の推進

6,014.6 万円

町ＨＰサーバ及びＣＭＳ保守作業 65.9 万円 広聴広報

66
～
67

情報システムの運用 3,128.1 万円 情報化推進

情報・ネットワークシステムの更新 2,235.6 万円 情報化推進

総合行政ネットワーク 91.5 万円 情報化推進

共通番号制度対応 493.5 万円 情報化推進

◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

新

総合
戦
略

総合
戦
略

新

総合
戦
略

総合
戦
略

新

総合
戦
略

新

総合
戦
略

新



-12-

◆◇◆　事業別予算一覧表　◆◇◆

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

農林業の振興

1 億 4,631.5 万円

農業委員会交付金事業 353.9 万円 農業委員会

74
～
78

新規就農総合支援事業（青年就農給付金） 525.0 万円 農　　林

経営所得安定対策推進事業 99.0 万円 農　　林

中山間地域等直接支払制度推進事業 58.1 万円 農　　林

多面的機能支払制度事業 344.7 万円 農　　林

環境保全型農業直接支払事業 20.7 万円 農　　林

農業協力隊推進事業 634.0 万円 農　　林

農地中間管理事業 24.0 万円 農　　林

鳥獣害防除事業 57.6 万円 農　　林

有害鳥獣の捕獲 75.0 万円 農　　林

特定鳥獣保護管理事業 185.0 万円 農　　林

鳥獣害防除整備事業 400.0 万円 農　　林

松くい虫防除事業 84.4 万円 農　　林

千本桜植栽下刈事業 12.7 万円 農　　林

農業用施設等維持管理 6,741.6 万円 農林土木

県営事業負担金 3,216.0 万円 農林土木

林業施設等維持管理 1,799.8 万円 農林土木

商工業の振興

1,547.6 万円

印章購入費助成制度事業 15.0 万円 商　　工

79
～
80

地場産業会館管理 117.8 万円 商　　工

製紙試験場管理運営 139.8 万円 商　　工

市川三郷町商工会運営費等補助金 1,075.0 万円 商　　工

特産品事業拡大・雇用促進事業費補助事業 200.0 万円 商　　工

総合
戦
略

総合
戦
略

総合
戦
略

Ⅲ楽しむまち
１．人々が行き交い賑わいを生むまちづくり

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

道路網の整備

3 億 4,669.2 万円

篭鼻川浦線整備事業 2,486.2 万円 都市計画

73
町道矢作上野線新設改良事業 1 億 9,683.0 万円 公共土木

町道宮原一本松広場線整備事業 1 億 1,600.0 万円 公共土木

町道矢作田２号線整備事業 900.0 万円 公共土木

公共交通機関の整備
1,897.6 万円

コミュニティバス運行事業 1,897.6 万円 防災防犯 74

3 億 6,566.8 万円

２．魅力と創造性発揮による活気あふれるまちづくり 2 億 6,888.3 万円

新

総合
戦
略



４．恵まれた自然環境と共生するまちづくり 1,560.0 万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

土地利用の推進
1,560.0 万円

地籍調査事業 1,560.0 万円 地籍調査 86

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

住民参画と
協働の推進

2,374.6 万円

ふるさと納税特産品贈呈事業 300.0 万円 企　　画

84
～
86

「いちかわみさと議会だより」の発行 129.6 万円 議会事務局

広報「いちかわみさと」の発行・電子ブック化 237.1 万円 広聴広報

平成２８年度

「知ってほしい、まちの予算」の発行 3.3 万円 広聴広報

町ＰＲ事業 68.9 万円 広聴広報

参議院議員通常選挙 1,318.9 万円 庶　　務

通知カード・マイナンバーカード
　　　　　　　　   関連事務委任事業

154.5 万円 町　　民

戸籍・住民基本台帳登録などに関する事務 162.3 万円 町　　民

３．町民と行政とによる心豊かなまちづくり 2,374.6 万円

新

新

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

観光の振興

1 億 831.1 万円

応援花火でＰＲ事業 19.1 万円 広聴広報

80
～
83

観光大使事業 29.7 万円 広聴広報

登山道等整備事業 623.6 万円 観　　光

「第２８回神明の花火大会」町花火打上げ委託料 300.0 万円 観　　光

花火公園管理業務委託 66.0 万円 観　　光

大門碑林公園管理運営 699.7 万円 観　　光

文化と武道の館管理 457.7 万円 観　　光

歌舞伎鑑賞助成事業 36.8 万円 観　　光

温泉事業 5,872.7 万円 観　　光

ふるさと会館等公園管理 1,963.8 万円 観　　光

歌舞伎文化公園文化活動費 79.9 万円 観　　光

文化資料館・ぼたん園等管理 510.2 万円 観　　光

消費者への支援
50.0 万円

消費行政活性化基金事業 50.0 万円 観　　光 83

※�本書は、平成２８年度に実施される主要な事業
のみ紹介しています。 そのため合計額は、当初
予算額と必ずしも一致するものではありません。印は総合戦略事業です

印は新規または一部新規事業です

総合
戦
略

新
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